
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 広告会社／制作会社

九州新幹線全線開業／事前CM「九州をひとつに」篇B 15

九州新幹線全線開業／事前CM「いよいよ」篇A 15

磯島拓矢 電通 九州新幹線全線開業／事前CM「いよいよ」篇C 15

東畑幸多 電通 九州新幹線全線開業／事前CM「いよいよ」篇G 15

九州新幹線全線開業／「間もなく開業」篇E 15

九州新幹線全線開業／総集編180秒 180

BOSS／宇宙人ジョーンズ・駅員篇 30

BOSS／宇宙人ジョーンズ・教師篇 30

福里真一 ワンスカイ BOSS／宇宙人ジョーンズ・奥の細道篇 30

BOSS／宇宙人ジョーンズ・医師篇 30

BOSS／宇宙人ジョーンズ・宇宙篇 60

企業／白戸家「父やり直す」篇 30

企業／白戸家「ガッツ先生」篇 30

企業／白戸家「授業参観」篇 30

企業／白戸家「ガンコ親父」篇 30

企業／白戸家「うちわ」篇 30

企業／白戸家「節電」篇 30

澤本嘉光 電通 企業／白戸家「偽戸家」篇 15

企業／白戸家「おじいちゃん現る」篇 30

企業／白戸家「屋台の小林」篇 30

企業／白戸家「とっかえひっかえ」篇 30

企業／白戸家「ロックンロールカバコレ」篇 15

企業／白戸家「指名手配」篇 30

企業／白戸家「宇宙のサンタ」篇　スペシャル 120

BOSS ゼロの頂点／特報B篇 30

BOSS ゼロの頂点／取材B篇 15

東畑幸多 電通 BOSS ゼロの頂点／メイキングA篇 15

佐野研二郎 MR_DESIGN BOSS ゼロの頂点／評論家A篇 15

BOSS ゼロの頂点／season2 試写会篇 15

BOSS ゼロの頂点／season2 特報篇 60

BOSS ゼロの頂点／season2 展開B篇 15

企業／免許を、とろう。FUN TO DRIVE, AGAIN. B倍5連

企業／免許を、とろう。FUN TO DRIVE, AGAIN. B倍2連

企業／ドラive. B倍2連

企業／こんなこといいな　できたらいいな、という観点から、トヨタは真面
目に「クルマのドラえもん化」を進めていきます。

15段

澤本嘉光 電通
企業／こんなこといいな　できたらいいな、という観点から、トヨタは真面
目に「クルマのドラえもん化」を進めていきます。

15段

佐々木宏 シンガタ
企業／人の、いちばん身近にいる「トモダチ・ロボット」。考えたらそれ
が、これからのクルマの役割なんだ。

15段

企業／のび太の30歳篇 30

ＴＣＣ賞 トヨタ自動車
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TCCグランプリ TVCM 電通／電通九州／エンジンフィルム／ティーアンドイー九州旅客鉄道

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 TVCM シンガタ／ワンスカイ／電通／東北新社／ギークピクチュアズ

ソフトバンクモバイル TVCM

シンガタ／MR_DESIGN／フューチャーテクスト／電通／トレードマーク

シンガタ／MR_DESIGN／電通／トレードマーク

ＴＣＣ賞

ＴＣＣ賞

TVCMＴＣＣ賞 シンガタ／MR_DESIGN／電通／ギークピクチュアズ

ポスター

新聞

シンガタ／電通／トレードマーク／ギークピクチュアズ



企業／のび太のバーベキュー篇 30

企業／のび太のドラ離れ宣言篇 30

企業／のび太のもしもな世界篇 30

FTDA ReBORN篇 60

福里真一 ワンスカイ FTDA 出発篇 60

ＴＣＣ賞 東畑幸多 電通 FTDA 宇都宮・餃子篇 60

佐々木宏 シンガタ FTDA ヒッチハイク篇 60

FTDA ハワイアンズ篇 60

FTDA 猪苗代湖篇 60

企業／見上げてごらん夜の星をA篇 60

ＴＣＣ賞 佐々木宏 シンガタ 企業／見上げてごらん夜の星をC篇 60

（歌のリレープロジェクト委員会） 企業／上を向いて歩こうA篇 60

企業／上を向いて歩こうC篇 60

ＴＣＣ賞 磯島拓矢 電通 旭化成ホームズ へーベルハウス／白い箱　篇 TVCM 60 電通／キラメキ

キユーピーマヨネーズ／野菜は待ってくれない。 A4

キユーピーマヨネーズ／冷蔵庫に野菜入れはなかった。 A4

キユーピーマヨネーズ／農業国は名画を遺した。 A4

キユーピーマヨネーズ／水分は100%天然水。 A4

キユーピーマヨネーズ／この村で肥満は見かけなかった。 A4

キユーピーマヨネーズ／画家は光を描き、光はキャベツを育てた。 A4

キユーピーマヨネーズ／この色が出る絵具は見つからない。 ポスター A1

キユーピーマヨネーズ／川とアーティチョーク 30

キユーピーマヨネーズ／ウォーターリリー 30

企業／侍篇 60

企業／紳士篇 60

企業／ロッカー篇 60

審査委員長賞 北田有一 電通 PARCO クリスマスキャンペーン／プレゼントひとつで、笑顔はふたつ。 ポスター B1 電通／ＪＣスパーク

企業／料理には、すべての教科が入っています。 新聞 30段

企業／料理には、すべての教科が入っています。 雑誌 A4変形×10P

審査委員長賞 タカハシマコト 博報堂 ハナサケニッポンの会 東北の日本酒／花は、咲くのを自粛しない。 ポスター A4 博報堂／東北博報堂／ハムステッド／アンダーバー／葵プロモーション

ＴＣＣ賞 秋山晶 ライトパブリシティ キユーピー

シンガタ／ワンスカイ／電通／トレードマーク／ギークピクチュアズ

TVCM シンガタ／MR_DESIGN／電通／トレードマーク／ギークピクチュアズ

電通九州／ティーアンドイー

サントリーホールディングス TVCM
歌のリレープロジェクト委員会／シンガタ／
goen°／電通／博報堂／大広／読売広告社／
電通アドギア／ギークピクチュアズ／東北新社

ライトパブリシティ

雑誌

TVCM

トヨタ自動車 TVCM

ＴＣＣ賞

神山浩之 電通

質庫　ぜに屋本店 TVCM

電通／たき工房味の素審査委員長賞

勝浦雅彦 電通



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 広告会社／制作会社

クルマ用ファブリーズ／スポーツカー 40

クルマ用ファブリーズ／ラグジュアリーカー 40

クルマ用ファブリーズ／エコカー 40

新人賞 保持壮太郎 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ 企業／はじまり TVCM 60 電通／太陽企画

宮田知明 電通 はとバス 企業／同じツアーの外国の人が、楽しそうか、なぜか気になる。 ポスター A1 電通／JCスパーク

大石雄士 電通中部支社 今西数英教室 企業／「夏Ａ」篇 TVCM 30 電通／ウィークス

阿部広太郎 電通 ナガセ
全国統一高校生テスト／開成の皆さんが文化祭で受けられなかった昨年
は、灘高が目立っていました。

ポスター B0 電通／ケイ・スタイル

上島史朗 フロンテッジ 学校法人モード学園 体験入学促進／親からもらった名前を、いつかブランド名にするんだ。 ポスター B1 フロンテッジ／ナッシュ

橋爪慎一郎 博報堂 CCC TSUTAYA／あなたの映画に、会いましょう。 TVCM 90 ロボット

松下康祐 電通関西支社 サノヤスホールディングス サノヤス造船新入社員募集／グローバルとか、インターナショナルとかの、約70%は海だ！ ポスター B2 電通関西支社

坂本仁 博報堂 Google 未来へのキオク／未来へのキオク「サン・ファン号」篇 TVCM 60 博報堂／葵プロモーション

アボット・マーク・シュン 博報堂 ヤクルト本社 ヒミツ結社デルツマール／体から、健康を知らせる大きな便り。だから「大便」。 雑誌 27cm×7.7ｃｍ 博報堂

最高新人賞 多賀谷昌徳 グレイワールドワイド P&G Japan

２０１２年度ＴＣＣ新人賞受賞一覧

グレイワールドワイド／TCJラジオCM

並河進 電通 日本ユニセフ協会 日本ユニセフ協会／ハッピーバースデイ　3.11 TVCM 120 電通／TYO／CampKAZ

成田倫史 大広名古屋支社 財団法人日本心臓財団 AED普及促進／そばにいるあなたしか、救えない命がある。 Web広告 5分32秒 大広名古屋支社 ／インディ・アソシエイツ　

池田高明 協同宣伝 財団法人神奈川県動物愛護協会 意見広告／捨てたんじゃない。あのひとは、逃げたんだ。 ポスター B2/5連 協同宣伝

下倉一真 電通 ライオン PRO TEC／パラレルストーリー ラジオCM 120 電通／MITギャザリング

竹島典明 電通 ソフトバンクモバイル ソフトバンクホークス／ダ 屋外ボード 14m×12m シンガタ／電通

戸田浩司 フリー そごう西武 そごう西武冬市／子ども服は一生モノです。だって写真に残るもん。 POP
515mm×
257mm サン・アド／岩崎俊一事務所

久冨和寿 CS西広 終活普及協会 意見広告／悲しみの中、悪質な葬儀業者と戦えますか。 ポスター B3 CS西広

蓬田智樹 電通 東京ガス 企業／家族の絆　おてつだい券 TVCM 90 ホリプロ

生駒健太 博報堂 NPO法人NEWVERY トキワ荘プロジェクト／あなたの才能に必要なのは、〆切です。 雑誌 A4 博報堂／博報堂プロダクツ／キャベツデザイン

鈴木祐介 パラドックス・クリエイティブ
沼津港深海水族館　シーラカ
ンス・ミュージアム

沼津港深海水族館シーラカンス・ミュージアム／本当に地球なんだろうか、
と思うときがある。

ポスター B1 パラドックス・クリエイティブ／ハッケヨイ制作所

多胡伸一朗 クリエイティブオフィス・タブコ K's AUTO 企業／この傑作を育てたのは、メーカーではなく日本の国土かもしれない。 ポスター A3変形 クリエイティブオフィス・タブコ

松田脩 東京コンサルト パーラー　パトリオットＭ 求人／お金なんかなくても、人は生きていけるんだよ。←無理です。 雑誌 1/2P 東京コンサルト
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