
賞名 受賞者名 所属 広告主 商品名／メインコピー／題名 媒体名 サイズ／秒 広告主／製作会社

TCCグランプリ RF-1／アデランスは誰でしょう？ ポスター B倍2連 ナカハタ／副田デザイン制作所

RF-1／アデランスは誰でしょう？（DAY）篇 TVCM 15 ナカハタ／ドラゴン東京

RF-1／アデランスは誰でしょう？（NIGHT）篇 TVCM 15 ナカハタ／ドラゴン東京

RF-1／アデランスは誰でしょう？（ANSWER）篇 TVCM 15 ナカハタ／ドラゴン東京

TCC賞 オールトヨタ／こども店長・登場篇 TVCM 30 電通／石川広告制作室／ワンスカイ／太陽企画

オールトヨタ／こども店長・エコカーの減税篇 TVCM 30 電通／石川広告制作室／ワンスカイ／太陽企画

オールトヨタ／こども店長・新しい買い方篇 TVCM 30 電通／石川広告制作室／ワンスカイ／太陽企画

オールトヨタ／こども店長・給食篇 TVCM 30 電通／石川広告制作室／ワンスカイ／太陽企画

オールトヨタ／こども店長・浦島太郎篇 TVCM 30 電通／石川広告制作室／ワンスカイ／太陽企画

オールトヨタ／こども店長・ライバルあらわる篇 TVCM 30 電通／石川広告制作室／ワンスカイ／太陽企画

BOSS食後の余韻／大物たちの食後A篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／ギークピクチュアズ

BOSS食後の余韻／大物たちの食後B篇 TVCM 15 シンガタ／ワンスカイ／電通／ギークピクチュアズ

BOSS食後の余韻／食後の出来事（議員）篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／ギークピクチュアズ

BOSS食後の余韻／食後の出来事（庭師）篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／ギークピクチュアズ

BOSS食後の余韻／食後の出来事（ポスト）篇 TVCM 15 シンガタ／ワンスカイ／電通／ギークピクチュアズ

BOSS食後の余韻／食後の出来事（環境）篇 TVCM 15 シンガタ／ワンスカイ／電通／ギークピクチュアズ

BOSS／宇宙人ジョーンズ・知事篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社

BOSS／宇宙人ジョーンズ・刑事篇 TVCM 60 シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社

BOSS／宇宙人ジョーンズ・結婚篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社

BOSS／宇宙人ジョーンズ・お父さん篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社

BOSS／宇宙人ジョーンズ・サンタクロース篇 TVCM 30 シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社

BOSS／宇宙人ジョーンズ・人類史篇 TVCM 60 シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社

企業／白戸家「歌番組」篇 TVCM 60 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「サーフィン」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「博多弁 」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「一大事」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「一大事直後」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「お父さん入院する」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「お父さんスリッパ」篇 TVCM 15 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「お父さん感謝される」篇 TVCM 15 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「お父さん嫉妬する」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「お父さんスピーカー」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「電車のりかえ」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「龍馬かぶれ」篇 TVCM 30 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「男の二人旅（CIのみ）」篇 TVCM 60 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「北国」篇 TVCM 60 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「親孝行」篇 TVCM 60 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

企業／白戸家「実家」篇 TVCM 60 シンガタ／電通／ギークピクチュアズ

UNO FOG BAR／平成遣欧使節団篇 TVCM 60 シンガタ／電通／トレードマーク／スプーン

UNO FOG BAR／平成遣欧使節団B篇 TVCM 30 シンガタ／電通／トレードマーク／スプーン

UNO FOG BAR／タクシー篇 TVCM 30 シンガタ／電通／トレードマーク／スプーン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／3日に1人。妻が夫に殺されています。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／夫婦関係が、ある日から上下関係になっていた。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／「主人」とは呼ぶが、奴隷ではない。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／ご近所にみせるあなたの笑顔が恐ろしい。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／通報したら、この子の父親は前科者になる。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／「愛しているからこそ」というのは、最低の言い訳でした。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／こうなるまで耐えてしまったのは、結婚に失敗したくなかったから。 ポスター B倍2連 電通／電通テック／アン

NPO法人男女平等参画推進みなと

<GEM>

DV／事件が起きた。やっぱり…と思った。放っておいた私は共犯者かもしれない。 カード 名刺サイズ 電通／電通テック

LALANリボンブラ／これがうわさのリボンブラ篇 TVCM 60 ドラゴン東京

LALANリボンブラ／これがうわさのリボンブラ篇 TVCM 30 ドラゴン東京

LALANリボンブラ／これがうわさのリボンブラ篇 WEB 60 ドラゴン東京

山崎隆明 ワトソン・クリック サントリーホールディングス プロテインウォーター／マッチョ篇 TVCM 30 電通／Watson-Crick Inc.／東北新社

平成22年用年賀はがき／一年に一度、友の名に「様」をつけるのもいいね。 ポスター B倍2連 電通／東北新社／たき工房

平成22年用年賀はがき／小さな出会いを、人生のつながりに育ててくれたのは、

年賀状です。

ポスター B倍2連 電通／東北新社／たき工房

平成22年用年賀はがき／年賀状を書く僕は、もう、来年を生きている。 ポスター B倍2連 電通／東北新社／たき工房

平成22年用年賀はがき／気づく（小栗さん）篇 TVCM 30 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／気づく（榮倉さん）篇 TVCM 30 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／気づく（寺尾さん）篇 TVCM 30 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／作る・書く（榮倉さん）篇 TVCM 15 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／作る・書く（寺尾さん）篇 TVCM 15 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／贈る（小栗さん）篇 TVCM 30 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／贈る（榮倉さん）篇 TVCM 30 電通／東北新社

平成22年用年賀はがき／受け取る（小栗さん）篇 TVCM 30 電通／東北新社

林尚司 電通 ロッテ FIT'S／噛むとフニャン篇 TVCM 30 電通／電通テック

最高新人賞 横山光輝　三国志　愛蔵版／1800年前から、社会人は見た目が9割。 ポスター

361mm×

400mm

電通

横山光輝　三国志　愛蔵版／偉い人のオーラの半分は、ハッタリでできています。 ポスター

361mm×

400mm

電通

横山光輝　三国志　愛蔵版／メールのあなたも、あなたです。 ポスター

361mm×

400mm

電通

横山光輝　三国志　愛蔵版／権力争いをして、老化を防ごう。 ポスター

361mm×

400mm

電通

メリーチョコレートカムパ二― トーキョーチョコレート／元気な時はメロディーを、元気ない時は歌詞を聴く。 ポスター B2 電通／プラグ

福里真一

福里真一 ワンスカイ

ワンスカイ

サントリーホールディングス

サントリーホールディングス

ワンスカイ

澤本嘉光 電通

2010年度TCC賞受賞一覧

仲畑貴志 ナカハタ

アデランスホールディングス

ソフトバンクモバイル

福里真一

トヨタ自動車

資生堂

玉山貴康 電通

仲畑貴志 ナカハタ ワコール

澤本嘉光 電通

岩崎俊一

岡本欣也

岩崎俊一事務所 郵便事業

小野麻利江 電通

潮出版社



新人賞 相楽久美 広告堂 東急ハンズ 東急ハンズのバレンタイン／人は、人がつくったものに弱い。 ポスター B1 宣伝会議／谷山広告／風とバラッド

村中元 リクルートメディアコミュニケーションズ 大日本除虫菊 求人／あ、その殺し方があったか。 ポスター B2 リクルートメディアコミュニケーションズ／らすたはうす

河西智彦 博報堂 サントリーホールディングス BOSS／バードウォッチング篇 ラジオCM 90 博報堂／フットワーク

小笠原健 博報堂 富士ソフト

高校生ロボット相撲&ロボットアメリカンフットボール全国大会／片手で持てる重さ

なのに、みんな両手で運んでる。

ポスター B1 博報堂

八百朗

電通 トヨタ自動車 iQ／special seat篇 TVCM 30 ピクト

朝本康嵩 リクルートメディアコミュニケーションズ レッドバロン 新卒採用／好きな話をしているだけで、商談。 ポスター B1

リクルート／リクルートメディアコミュニケーションズ／クリン

ト／ピースグラフィックス

金田素子 博報堂 日産自動車 NOTE／低燃費少女ハイジ　留守電篇 ラジオCM 60

TBWA＼HAKUHODO／スタジオクロコダイル／葵プロモー

ション

佐藤雄介 電通

スポーツクラブルネサンス

企業／人生を楽しむタイプは、だいたいすぐ裸になれるタイプです。 シール A3 電通／ワークアップたき

森俊博 電通中部支社 愛知県 人権週間／その大声は、誰に聞かせたいんですか、部長。 ポスター B1 電通中部支社／たきC1

鶴見至善 博報堂 NTTドコモ iD／海外旅行で残るのは、一生の思い出と、一生使わないであろう小銭。 ポスター B0 博報堂／ツープラトン

横田亜矢子 電通 ゼンリンデータコム・ゼンリン いつもNAVI・企業／迷える9月篇 TVCM 30 ピクト

太田祐美子 電通 東京ガス 企業／家族と絆・お父さんのチャーハン篇 TVCM 90 ホリプロ

尾形真理子 博報堂 ルミネ 企業／好きは、片思い。似合うは、両思い。

ポスター・屋

外ボード

3m×8m 博報堂／JR東日本企画／ツープラトン／ラッキースター

佐藤理人 電通 ナーズアンドギークス ミアコスチューム／日本のこころは、ワビ、サビ、モエ。 ポスター A1 電通／アドブレーン

二井内洋一 博報堂プロダクツ 東京地下鉄

東京メトロ各線利用促進のための情報提供／地下の、近道。秋葉原電気街は、末

広町からも近い。

ツインステッ

カー

90×350ｍｍ

×2枚

博報堂／博報堂プロダクツ

三島靖之 電通関西支社 カプコン 人材募集／一生、居座る場所ではなさそうだ。つづける 転職する ポスター B倍2連 電通関西支社

八木田杏子 博報堂 エニグモ 企業／最後の手段は、最初に使え。 ポスター A2 博報堂

石井雄樹 博報堂 眞露ジャパン JINRO／飲みニケーション篇 TVCM 15 博報堂／TBWA＼HAKUHODO／葵プロモーション

大貫冬樹 電通 東京海上日動火災保険

JOC JUNIOR OLYMPIC CUP 2010春季大会／誰よりも練習した自信がある。け

ど、となりの選手もそういう顔をしている。

ポスター B1 電通／コモンデザイン室

倉光徹治

TUGBOAT3

法律事務所MIRAIO 社名変更告知／細胞篇 TVCM 30

TUGBOAT／キャンディッド・コミュニケーションズ／東北新

社

橋本晋明 電通関西支社

拓人

個別指導スクールIE／ぼくだけのやる気スイッチ篇 TVCM 30 リフト

三浦北斗 電通 バンダイ 採用活動／新商品を見て「この武器で、地球は守れるのか？」と聞いた上司。 ポスター B2 電通

宮井政明

大広ONES 唐草屋 企業／いま買った手土産が、予め用意していた雰囲気に。 ポスター B2 JWS

神田祐介 博報堂クリエイティブ・ヴォックス 日本コカ・コーラ Fanta／未成年者の飲酒は法律で禁止されてるよ。 屋外ボード

11.7m ×7.8m

×3枚

博報堂クリエイティブ・ヴォックス／博報堂／sude／博報堂

プロダクツ

澤田智洋 電通 アミューズメントメディア総合学院 企業／あなたが生まれなければ、この世に生まれなかったものがある。 ポスター B0 アマナ

島津裕介 ドリームデザイン ワコール 秋・冬物下着／遠距離の風景篇 WEB映像 120 ANSWR／ドリームデザイン

長谷川智子 電通 日本コカ・コーラ からだ巡茶／隣の女はキレイに見える。キレイな女子、第一期入居者募集。 ポスター B倍2連 電通／JCスパーク

安田健一 フリーランス WWFジャパン 南西諸島プロジェクト／アドレス、変えられません。 ポスター B1 SEVEN-G

審査委員長賞 石本香緒理 セーラー広告 愛媛県

自殺予防啓発／会社の中も 学校の中も 電車の中も 家の中でも、雨が降ってい

た。

ポスター B2 セーラー広告

小郷拓良 電通 日本ユニセフ協会 女子教育／女の子の登校率が上がると、子どもの死亡率が下がる。 新聞 15段 電通／SPIKE

鈴木猛之 パラドックス・クリエイティブ ティンパンアレイ

2011年度新卒採用ブランディング／こんな商品が新発売されるくらいなら、あの商

品を残してほしかった。

ポスター A1

パラドックス・クリエイティブ／ハッケヨイ制作所／フチデザ

イン


