
総務大臣賞

ＡＣＣグランプリ

ラジオＣＭ部門

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

トッププレケア
「勘ぐる夫」「勘ぐる息子」「勘ぐ
る義母」

60×3 ライオン（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（株）ドゥ・コーポレーショ
ン

テレビＣＭ部門

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ジョージア
明日があるさ・登場/元同僚/新しい
上司/休日

30×4 日本コカ・コーラ（株）
ビーコンコミュニケーション
ズ（株）/（株）ワン スカイ

（株）マザース
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ラジオ部門

ラジオスポットＣＭ部門　ＡＣＣ金賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

キレイキレイ絆創膏 オトコの勲章 20 ライオン（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（株）ドゥ・コーポレーショ
ン



ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ金賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

「クノール　カップスープ」
商品トークバラエティ「カップスー
プ」

60 味の素（株） （株）博報堂 （株）ランダムハウス

ヤフー掲示板 とりかえしのつかないこと（女） 40 ヤフー（株） （株）博報堂 太陽企画（株）
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ラジオスポットＣＭ部門　ＡＣＣ銀賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ゴールデンバーゲン 後悔 20 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

サントリーオールド がんばれ、オヤジ！＜２１世紀＞ 20 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所



ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ銀賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ｅｚｗｅｂ＠ｍａｉｌ 「大阪弁って」 60 （株）エーユー （株）アサツーディ・ケイ （株）ステップ

園田学園女子大学
園田学園女子大学のテーマ①人間健
康学部②食物栄養学部③幼児教育学
部

40×3 園田学園女子大学 （株）電通　関西支社
（株）ビッグフェイス／
（株）ステップ

Ｔシャツフェア いいわけ/今年風 20×2 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

クリアクリーン ふみまへん 30 花王（株） 中録サービス（株）

ＢＥ－ＭＩＸ 胸のつぶやき 90 （株）ワコール （株）電通 （株）エフエム東京

ＷｉＬＬ 返してほしい 90 花王（株） 中録サービス（株）

サントリーオールド
がんばれオヤジ！①２１世紀②再就
職③ハマチ④なんとか

20×4 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所

企業 おいしくない音 60×3 味の素（株） （株）博報堂 （株）ランダムハウス
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ラジオスポットＣＭ部門　ＡＣＣ銅賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

セクハラ防止キャンペーン
田中部長と鈴木部長ランチとディ
ナー

20 （社）公共広告機構 （株）大広 （株）ビックフェイス

企業 「疑問」 20 （株）中国新聞社 （株）電通西日本　広島支社 （株）電通テック　大阪支社

ホワイトデー 「円周率」 20 マツヤレディス （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン／アド・パスカル

ウーロン茶 変わらない省 20 サントリー（株） （株）電通 （株）ランダムハウス

クロネコヤマト　クール宅急便 勝負ガニ 20 ヤマト運輸（株） （株）電通 （有）プランニング･ズウ

企業（au by KDDI） マナー広告 20 ＫＤＤＩ（株） （株）電通



ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ銅賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

クリエ 屁理屈コピーライター（１） 60 ソニー（株） （株）博報堂
（株）博報堂イン・プログレ
ス

釣り具 二匹のイワナ 60 （株）シマノ （株）博報堂
（株）クリエーターズユニオ
ン（株）メディアプラザ

企業 ラーメン屋 60 ＫＤＤＩ（株） （株）電通

企業 コピーライト 40 ＫＤＤＩ（株） （株）電通

オールド トンネルの町 120 サントリー（株） （株）ランダムハウス

乾いちゃう洗濯機他 ヘンな洗濯機 120 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所

ちゃんとごはん赤飯 お祝い用
とつぜんのお祝い 顧客･女教師･夫
婦

30×3 味の素（株） （株）電通 （有）フットワーク

ネスカフェゴールドブレンド
こんなところでダバダ（選手宣誓/
自動音声/教会/車掌）

30×4 ネスレ日本（株） （株）電通 （有）福本ゆみ事務所

カルピスコンク 「運動会」/「お嫁さん」/「ウソ」 40×3 カルピス（株） （株）電通 （有）プランニング・ズゥ

ビッグコミックスピリッツ
リアルな音シリーズ①スポーツ②ア
ラカルト

30×2 （株）小学館 （有）メガヘルツ
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ラジオスポットＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ゴミ分別告知 こ、これは事件だ 20 名古屋市
（株）新東通信／（株）広告
制作所

スタジオ企画

タイガーバーム チチの日 20 （株）龍角散 （株）博報堂 （株）毎日放送

四条河原町阪急２００１年夏の
クリアランス

完全燃焼 20 （株）阪急百貨店 （株）大広 （株）大広

セクハラ（公共マナー） セクハラ合戦 20 （社）公共広告機構 （株）大広 （株）ビッグフェイス

七輪焼肉屋台赤まる 「寒くなったら　あったまろ」 20 （有）みのる企画 （株）産交エージェンシー （株）エフエム中九州

ワンダフルＸ’ｍａｓ 買い物 20 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

ゴールデンバーゲン 雨が降っても 20 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

マイタイム ３時から安い 20 （株）ツーカーセルラー東京 （株）大広 プライムサウンド



ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

企業ＰＲ 山の神とおこぜ 60 山の幸岩木屋本店 青森放送（株）

グリーンコース ナゴヤングリッシュ講座　第二稿 60 学校法人河合塾 （株）電通中部支社 （株）大日

全日空ハローツアー チラシ 60 全日空ワールド（株） （株）電通　中部支社 （株）ミックス

企業 困った電話・たとえ話 40 （株）ツーカーホン関西 （株）電通　関西支社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

墓石の製造・販売 幽霊 40 金子石材（株） 山口放送（株） 山口放送（株）

シネマサンシャイン 父と息子 60 佐々木興業（株） （株）電通西日本　松山支社 （株）ステップ

ステーション 「ステーションさん」 60 Ｊ－フォン西日本（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー　九州支社

（株）アプト・クリエーショ
ン

タウン情報 「クビ」 60 Ｊ－フォン西日本（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー　九州支社

（株）アプト・クリエーショ
ン

高校グリーンコース/冬期講習 ナゴヤングリッシュ講座 60×4 学校法人河合塾 （株）電通　中部支社 （株）大日

四条河原町阪急２００１年クリ
アランス

「ボロ負け」/「支持」/「親子の会
話」/「完全燃焼」

20×4 （株）阪急百貨店 （株）大広 （株）大広

セクハラ（公共マナー） セクハラ判例 20×3 ＡＣ公共広告機構 （株）大広 （株）ビッグフェイス

トップズック洗い棒石けん 思春期 50 ライオン（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（株）ドゥ・コーポレーショ
ン

パイプマン 流しの歌手 30 ライオン（株） （株）電通
（株）ドゥ・コーポレーショ
ン

ファンカーゴ 男の無駄話 60 トヨタ自動車（株） （株）博報堂

カウントダウン運賃 漂流 40
スカイマークエアラインズ
（株）

（株）読売広告社 （有）ラジオ
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ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ｉモード 取調室 60 （株）ＮＴＴドコモ （株）電通 （有）福本ゆみ事務所

マイライン 巨人様 60 ＫＤＤＩ（株） （株）電通

ジャックスカード 将棋的勝負 60 （株）ジャックス （株）電通 （株）ランダムハウス

企業 家族の笑顔とハブラシと 180 ライオン（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（株）ドゥ・コーポレーショ
ン

ＮＥＷパルック
「経済対策」「経済援助」「公共工
事」

40×3 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所

シマノの釣具 釣をして豊かになるシマノ 60×4 （株）シマノ （株）博報堂
（株）クリエイターズユニオ
ン

企業 チャチャイ・マンネン 挫折期 60×4 味の素（株） （株）博報堂 （株）ランダムハウス



テレビ部門

テレビスポットＣＭ部門　ＡＣＣ金賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

Ｆａｎｔａ 「ファンタ　とびこみ」 15 日本コカ・コーラ（株）
（株）博報堂クリエイティブ
・ヴォックス／（株）博報堂

（株）葵プロモーション

カロリーメイト がんばれワカゾー　ベンチ 15 大塚製薬（株） ＴＵＧＢＯＡＴ （株）ライトパブリシテイ

たまごクラブ･ひよこクラブ・
こっこクラブ

蚊退治 15 ベネッセコーポレーション
（株）博報堂／（株）博報堂
クリエイティブ・ヴォックス

（株）東北新社

マイライン ね下げ看板 15 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社
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テレビＣＭ部門　ＡＣＣ金賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

サントリー スーパーチューハイ
①エレベーター②出前③ヌケガケ④
ＣＰ・ロボット

30×4 サントリー（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

ＭＡＴＣＨ ダンス　学校＋プール 30 大塚化学（株） （株）電通　関西支社 （株）シェフ

ＢＯＳＳ 人間動物園 30×3 サントリー（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）電通テック

カップヌードル 「サッカー」 30 日清食品（株） （株）電通 （株）ゲネプロ

カロリーメイト
がんばれワカゾー　①ベンチ②デー
ト③マラソン大会④職員室

30,15
15,30

大塚製薬（株） ＴＵＧＢＯＡＴ （株）ライトパブリシティ

お正月を写そう２００１ とびっきりの顔 30 富士写真フイルム（株） （株）電通 （株）パラダイス・カフェ

企業 追跡 60 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

Ｉ：企業　II：企業　III：企業
I：出演依頼電話　II：出演者選択
（センス）　III：ポスター企画の
打合せ

30×3 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社



テレビスポットＣＭ部門　ＡＣＣ銀賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

サントリー スーパーチューハイ ＣＰ・ロボット 15 サントリー（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

ＤＡＫＡＲＡ 温泉 15 サントリー（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

ロッテアーモンドチョコレート ドロボー呼ばわり 15 （株）ロッテ
（株）ロッテ・アド／（株）
電通

（株）葵プロモーション

企業ＣＭ １００ｍ決勝 15 日本体育施設運営（株） （株）博報堂 （株）仲畑広告映像所

グランツーリスモ３ 本物に乗ろう 15
（株）ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

（株）博報堂 （株）ピラミッドフィルム

グランバザール サクラ 15 （株）ラフォーレ原宿 （株）電通 （株）電通テック

ｉ－ＣＡＲＥＥＲ 『田中さん』 15 （株）ディジット （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

企業 １００ｍ走 15
ソニー・コミュニケーション
ネットワーク（株）

（株）博報堂 （株）ニッテンアルティ

マナー広告 歩きタバコ 15 （社）公共広告機構 （株）博報堂 （株）ニッポンムービー大阪
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テレビＣＭ部門　ＡＣＣ銀賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ジョニーウォーカー ①雨  ②川  ③風  ④線路 15×4
ジャーディン ワインズ アン
ド スピリッツ（株）

ビーコンコミュニケーション
ズ（株）

（株）ティー・ワイ・オー

黒ラベル カラオケ／合戦／金魚 30×3 サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）サッソフィルムズ

ＤＡＫＡＲＡ 脂肪／温泉／ビキニ・勇気 15×3 サントリー（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

コカ・コーラ ①波の鼓動　②五月の午後 60×2 日本コカ・コーラ（株） （株）電通 （株）ティー・ワイ・オー

味の素
Mama loves you.    伊藤さん改
訂・勝俣さん改訂・関谷さん改訂・
小林さん改訂

30×4 味の素（株） （株）電通 （株）ピラミッドフィルム

バスクリン　ソフレ
しっとりさんとつるつるちゃん
「先生もキレイよ」／「もう別れた
の」

15×2 （株）ツムラ （株）博報堂 （株）ピクチャーズ

ナショナルのあかり ２１世紀のあかり 90 松下電器産業（株） （株）博報堂 （株）東北新社

カローラ
「ティザー」／「北野武・セダン」
／「アケマシテ　オメデト」／
「サッカー」

30×2 60
×2

トヨタ自動車（株） （株）電通 （株）ピクト

ＬＯＴＯ６ 「家族」／「恋人」／「寿司屋」 15×3 全国都道府県及び12指定都市 （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）電通テック

シェイプＴＢＣ　企業広告 「同窓会」 30 コミー（株）
（株）電通／（株）トレード
マーク／（株）ワンスカイ

（株）葵プロモーション

オリコＪＵクレジット 「ある先輩と後輩＋あるカップル」 60
（株）オリエントコーポレー
ション

（株）アサツーディ・ケイ
（株）プライム　ピクチャー
ズ

シドニーオリンピック２０００
「私はオリンピックになりたい。」
①朝礼にて～②物干しにて～③サウ
ナにて～④トイレにて～

15×4 （社）日本民間放送連盟 （株）電通 太陽企画（株）

たまごクラブ･ひよこクラブ・
こっこクラブ

蚊退治／タロウのお気に入り／朝の
情景／初恋

15×4 ベネッセコーポレーション
（株）博報堂／（株）博報堂
クリエイティブ・ヴォックス

（株）東北新社

ｉｓａｏ．ｎｅｔ ①プロポーズ②別れ③嫁姑④クラブ 30×4 （株）イサオ （株）電通 （株）エンジンフイルム



テレビ Ｓｍａｌｌ Ｂｕｄｇｅｔ ＣＭ部門　ＡＣＣ銀賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ＳＫＹ　ＰｅｒｆｅｃＴＶ！ Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｈａｎｇｅ 30
（株）スカイパーフェクトコ
ミュニケーションズ

（株）近代生活研究所 ウルトラ・デジタル（株）

Ｐｕｂｌｉｃ　Ｍｅｓｓａｇｅ Ｄｉｅｔ 30
（株）アイランド・ウィズ・
フィールド・インターナショ
ナル

オグルヴィ・アンド・メイ
ザー・ジャパン （株）

（株）ティ・ワイ・オー
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テレビスポットＣＭ部門　ＡＣＣ銅賞

商  品  名 題    名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

サイレンシア 夜のアナウンス 15 日本シイベルヘグナー（株） （株）電通 （株）ティー・ワイ・オー

ベアーズチョコ おめでた② 15 ＵＨＡ味覚糖（株） （株）電通　関西支社 （株）春企画

プラッツ近鉄 なーんにも買わんでも（橋） 15 （株）京都近鉄百貨店 （株）電通　関西支社 （株）電通テック　大阪支社

通信教育のＺ会 勉強しとーや？空手部 15 （株）増進会出版社 （株）博報堂 （株）ニッポンムービー東京

ａｎ北九州 「とくい技いかしてる？」 15 （株）エイエヌ・アド九州 （株）春潮社 （有）ビジュアルオフィス善

ファンケル青汁 夫の青汁 15 （株）ファンケル （株）電通 （株）電通テック

エビアン 私を超える 15
カルピス伊藤忠ミネラル
ウォーター（株）

（株）博報堂 （株）アンデスフィルム

ミンティア リセット 15 ポーラフーズ（株） （株）電通 （株）東北新社

スコッチ・ブライト かっぱ 15 住友スリーエム（株） （株）グレイワールドワイド リバーラン（株）

ｉｔ'ｓシリーズ ｓｉｎｇｌｅ　ｌｉｆｅ 15 三洋電機（株） （株）博報堂　関西支社 太陽企画（株）

マンスリーレオパレス 遠距離通勤・プロモ 15 （株）レオパレス２１ （株）電通 （株）アンデスフィルム



テレビＣＭ部門　ＡＣＣ銅賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

松山まつり花火大会告知 空 30 南海放送（株） （株）電通西日本　松山支社 （株）日広工房

企業 記憶 90 （株）マガジンハウス （株）博報堂 （株）ギルド・ジャパン

企業 「挨拶」 30 （財）九州電気保安協会 （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

学校法人　大和学園
ペロリ／キャベツ／シャンパン／ニ
ンジン

15×4 （学）大和学園 （株）電通　関西支社 （株）ニッテン・アルティ

企業広告
会えない人と逢ってる①「ビーチと
スーツ」②「花嫁と妊婦」③「父と
娘」

30×3 （株）ＮＴＴドコモ九州 （株）博報堂　九州支社 （株）ザ・ないん

金鳥１２０時間用マット めんどうだ 30 大日本除虫菊（株） （株）電通　関西支社 （株）高映企画

ポカリスエット UNDER WATER TENNIS 30 大塚製薬（株）
（株）アサツーディ・ケイ／
（株）メイクス

LEVEL7

Ｑｏｏ プール、日焼け、露天風呂、動物園 15×4 日本コカ・コーラ（株）
（株）博報堂／（株）博報堂
クリエイティブ・ヴォックス

（株）パラゴン

キリン聞茶 ①茶館　②キャッチボール 15×2 キリンビバレッジ（株） （株）アサツー ディ・ケイ （株）ティー・ワイ・オー

アウスレーゼ・トロッケン 父と娘 30 （株）資生堂 ＡＣＡ（株）

資生堂　ＵＮＯ　ハードブリー
チ＆ブリーチもどし

「オール金髪カンパニー」 30 （株）資生堂 （株）スプーン

サランラップ/ジップロック/コ
ンテナー

「夫婦」「豆腐男女」「餃子家族」 15×3 旭化成（株） （株）電通 （株）電通テック

ストレッチ
①投げる人②走る人③蹴る人④回る
人

30×4
（株）ファーストリテイリン
グ

（株）タイノス （株）ピラミッドフィルム

アレックス ストーリー 60 トヨタ自動車（株） （株）博報堂 （株）サン・アド

分煙機「パルクリーン」 喫煙亡命者 90 ミドリ安全 （株） （株）電通 （株）東北新社
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テレビＣＭ部門　ＡＣＣ銅賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ａｕ ／Ｃメール② 僕たん ４４さい 30 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

富士通 ＦＭＶ
①駅②ファミレス（メール）③ファ
ミレス（ネット証券）④マイベスト

30×4 富士通（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

野球用品 スポーツマン集合 30 （株）エスエスケイ （株）電通　関西支社 （株）高映企画

グランツーリスモ３ 渋滞①/洗車②/傘がわり③ 15×3
（株）ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

（株）博報堂 （株）ピラミッドフィルム

トレイング
①SL・手を振る人々②風っこ・お父
さんと少女

30×2 東日本旅客鉄道(株)
（株）ジェイアール東日本企
画／（株）電通／(株)タグ
ボート

（株）ライトパブリシテイ

企業
「つばさを持った男」/「つるの恩
返し」

30×2 つばさ証券（株） （株）電通 （株）ディートライ

企業広告 The Power of Dreams 30 本田技研工業（株） （株）博報堂 （株）ロボット

企業 マラソン 30 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社



テレビスポットＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

キャッシュＵターンセール やせがまん大砲男 15 さっぽろ地下街商店会 （株）電通北海道 （株）モーニング

リフレビィ ［心の天気予報　雷］ 15 大塚ベバレジ（株） （株）電通 （株）パワーステーション

明治おいしい牛乳 牧場 15 明治乳業（株） （株）電通 （株）東北新社

イメージ 「怪獣」 15 （株）富士ガリバー王国 （株）新放広告 （株）SDTエンタープライズ

コンコルド 東京よりもコンコルド 15 日新観光（株） （株）ダン （株）ザ・ないん

企業
このつづきは福井新聞を･･･　野球
中継

15 （株）福井新聞社 （株）福井新聞ＰＲセンター
（株）バウス／（株）クリエ
イターズユニオン

企業 貝が貝取りしていませんか？ 15 （株）アート買取協会 （株）大手広告中部本社 （株）シースリーフィルム

２００１年　冬のバーゲン 底抜けタクシー 15
（株）ジェイアール西日本ク
リエイト

（株）博報堂 （株）ＴＣＪ

マサイの戦士 マサイの戦士　登場 15 大塚製薬（株） （株）ライトパブリシティ （株）ライトパブリシティ

２００１年キャンペーン まわしＡ 15 観光みえ推進協議会 （株）電通　関西支社 （株）電通テック大阪支社

ハウスポップチップ 時計 15 ハウス食品（株） （株）電通　関西支社 （株）東北新社

助けテェー貯金魚 鳴らしてみたい 15 ＪＡ広島信連 （株）三晃社 広島支社 （株）スリーディプロダクツ

アットホームウェブ 「ネット」 15 アットホーム（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー　九州支社

（株）ＣＡＳ

コアの９時までバーゲン ティッシュ 15 天神コア名店会 （株）西鉄エージェンシー （株）ティーアンドイー

バーゲン 改装前の全館売りつくし 15 博多大丸 （株）西広
（株）ビデオステーション
キュー
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テレビスポットＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

バイシン 「ブラッド　ショット アイズ」 15 ファイザー製薬（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）プライムピクチャーズ

コンプリート うるおいレンズ 15 アラガン（株） （株）博報堂Ｃ＆Ｄ （株）ピラミッドフィルム

明星一平ちゃん リアルターゲット 15 明星食品（株） （株）博報堂 （株）東北新社

ギャッツビーブリーチカラー
染めてチョンマゲ①’（ＮＥＷあ
り）

15 （株）マンダム （株）電通　関西支社 渡辺企画

企業（フェア告知） オランウータン 15 ダイハツ工業（株） （株）電通　関西支社 （株）高映企画

キューブ
いらないものをとったらシンプルに
なった

15 日産自動車（株）
（株）博報堂ジーワン／
（株）博報堂インプログレス

（株）ピラミッドフィルム

速パック 『走るパソコン』 15 ソースネクスト （株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

ひらかたパーク木製コースター
「エルフ」

結婚・女性 15 京阪電気鉄道（株） （株）電通　関西支社 （株）春企画



テレビＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

教育支援システム ジェイフォンは考えた 60
Ｊ－フォン西日本（株）　北
陸支社

（株）電通西日本　金沢支社 （株）フィックス

企業 通訳 30 関西電力（株） （株）電通　関西支社 （株）アームズ大阪支社

マサイの戦士 マサイの戦士　登場 30 大塚製薬（株） （株）ライトパブリシティ （株）ライトパブリシティ

ナショナル生ゴミ処理機リサイ
クラー

アジの夢 30 松下電器産業（株） （株）大広
東映シーエム（株）　大阪支
社

パルティ・フジ衣山オープン告
知

喫茶店 30 （株）フジ （株）電通西日本　松山支社 （株）日広工房

企業 「親の気持ち」 30 （株）大之木ダイモ （株）博報堂　関西支社 （株）ニッポンムービー東京

白岳しろ 歌 60 合資会社高橋酒造本店 （株）熊日広告社 （株）キャット

企業イメージ カラス 30 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）ビデオステーション
キュー

九州地域キャンペーン 生きていたマゴコロ 60 （社）公共広告機構 （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

企業 家族会議・長男 30 （株）ミスターマックス （株）電通九州 （株）電通テック　福岡支社

ウォール Ｆａｓｈｉｏｎ　ｉｓ　Ｍｏｎｅ￥ 15×2 （株）小樽ベイシティ開発
（株）アタラクシア／（株）
田中有史オフィス

（株）21インコーポレーショ
ン

明治おいしい牛乳
夜明け(PAN)/朝の追跡/まちがい牛
乳（男女）/牧場

15×4 明治乳業（株） （株）電通 （株）東北新社

Ｐ＆Ｇ　薬用ミューズ お義父さん/お義姉さん/末の娘 30×3 マックスファクター（株） （株）電通関西支社 （株）ドマーニ

カンテーレ２０００年秋冬/２０
０１年春夏

連合オエ/ダンス 60×2 関西テレビ放送（株） （株）電通　関西支社 （株）電通テック大阪支社

ＢＯＯＫ　ＭＡＲＫＥＴ 私は本を売る 15×4 （株）フォー・ユー セーラー広告（株）
（株）スペース／（株）ハイ
スクール
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テレビＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

携帯電話充電サービス「チャー
ボ」

「宣言」/「くす玉」/「レオター
ド」/「つながって良かった」

15×4 （株）カプコン （株）アサツーディ・ケイ （株）プライムピクチャーズ

セール
「ダイビング」/「サル山」/「ビル
の窓拭き」

15×3 マツヤレディス （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

たる繊月
「あるところには、ある」/「もう
ちょい売りたい」

15×2 峰の露酒造（株） （株）西広
（株）アプト・クリエーショ
ン

企業 おかえりなさい/いってらっしゃい 30×2
スカイマークエアラインズ
（株）

（株）電通九州 （株）Ｔ＆Ｅ

マルタイラーメン カップル/父と娘/夫婦/子供 15×4 （株）マルタイ
（株）アサツーディ・ケイ九
州支社

（株）ビデオステーション
キュー

メディエード　Ｋ
ポット女・恋の仲立ち/ポット女・
自宅で練習

30×2 第一製薬（株） （株）電通 （株）ニッテン・アルティ

補聴器 池/海/野原 30×3
シーメンス　ヒアリング　イ
ンスツルメンツ（株）

（株）朝日広告社 （株）ライトパブリシティ

カルピスコンク 「プールのあと」　さくらんぼ 30 カルピス（株） （株）電通 （株）ハット

プチ・モンブラン 勘違い 30 森永製菓（株） （株）電通 （株）ハット

ドリトス 漂流者 30 ジャパンフリトレー
（株）アイアンドエス･ビー
ビーディオー

Syn Production　+　Grey
Scale

ネイチャーメイド 「プラスします」 30 大塚製薬（株） （株）電通 （株）ピクト

アロエリーナ
きいてアロエリーナ　角館さん/出
光さん/山本さんＢ

15 ×3 マンナンライフ
（株）博報堂／（株）博報堂
クリエイティブ・ヴォックス

（株）ＡＣＡ

ヤマヒサ　ペティオ
猫から犬/ネコのトイレ/食べたこと
のあるの/ブチ犬と電柱

15×4 （株）ヤマヒサ （株）電通　関西支社 （株）電通テック大阪支社

ナリスクリーンケアコンク 「ふきとり」 30 （株）ナリス化粧品
（株）アサツーディ・ケイ
関西支社

（株）アームズ大阪支社

化粧惑星
Ａ:ﾃﾞﾋﾞｭｰ中島知子/Ｂ:ﾃﾞﾋﾞｭｰ工藤
静香/Ｃ:人生ってステキ/Ｄ:びくり
つ

15×4 （株）資生堂 （株）東北新社



テレビＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

Ｐｕｒｅホイップソープ ホイップ製法　ビーカー実験 15 ×2 花王（株）
（株）博報堂／（株）博報堂
クリエイティブ・ヴォックス

花王（株）情報作成センター

かるワザ コードレス コードレスにしませんか 30 （株）日立製作所 （株）博報堂 （株）パラゴン

ＮＥＷ　ＪＥＴ　ＴＵＲＮ 対策する赤ちゃん 30 三洋電機（株） （株）博報堂 （株）テイ・シー・ジェー

圧力ＩＨ炊飯ジャー・空気清浄
機・ＶＥ電気マホービン

料亭ぼく幸せ/衝撃のデザイン/実験 30×3 象印マホービン（株） （株）電通　関西支社 （株）高映企画

Mizuno　スーパースター 『巨大トレーニング』 30 ミズノ（株） （株）電通　関西支社 （株）東北新社

ネットワークウォークマン　Ｎ
Ｗ－Ｅ３

Ｋｉｄｓ 60 ソニーマーケティング（株） （株）インタービジョン （株）葵プロモーション

コスモ石油 『面倒くさがりの智子』 60 コスモ石油 （株） （株）博報堂 太陽企画（株）

日産マイレージキャンペーン ドキューン！ 春海さん 30 日産自動車（株）
（株）博報堂イン・プログレ
ス

（株）東北新社

ＦｉｎｅＰｉｘ５０ｉ
いつも一緒にいること/いつか思い
出すこと

30×2 富士写真フイルム（株） （株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）ザ・ないん

シックス・センス ①ミツコの場合 ②マコトの場合 15×2 （株）ポニーキャニオン （株）ビッグショット （株）ティー・ワイ・オー

ファンサービスキャンペーン 卒業式/マイジョッキー/初騎乗 30×3 日本中央競馬会 （株）博報堂 （株）ピラミッドフィルム

リニューアルオープン Ｔｈｅ　Ｇｉａｎｔ　Ｂｒａ 30 （株）ラフォーレ原宿 （株）大貫デザイン （株）ピラミッドフィルム

．ｃｏｍ ＥＣ　改訂 30
（株）ファーストリテイリン
グ

Wieden & Kennedy Japan
L.L.C.

（株）ピラミッドフィルム

生きるチカラ 「たくましい男」 30 日本生命保険相互会社 （株）博報堂 （株）プロシード

ディーエルジェイディレクト・
エスエフジー証券

ゴミ箱･サラリーマン/ゴミ箱･ＯＬ 30×2
ディーエルジェイディレク
ト・エスエフジー証券（株）

（株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社
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テレビＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ｋａｂｕ．ｃｏｍ
噴水/駐車場/理髪店/エスカレー
ター

30×4 カブドットコム証券（株） （株）電通 （株）電通テック

四谷学院 「私のキャプテン」 30 ハーバード才能開発（株） （株）電通 （株）葵プロモーション

Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　告知
「控え室」「スタジオ」「いのせん
とわーるど」

15×3 （株）トイズファクトリー （株）博報堂 （株）葵プロモーション

ファミリーガード 「出発の朝」 60 セントラル警備保障　（株） （株）電通 （株）ディートライ

値下げ・割引 代官山 30 東日本電信電話（株）
（株）ＮＴＴアド／（株）電
通

（株）マザース

スタッフサービス
ナイスパット/ホールインワン/池ポ
チャ

15×2 30 （株）スタッフサービス （株）電通　関西支社 （株）ニッテン・アルティ

マイライン ①演説 Ｘ  ②事務所（改訂） 30×2 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

①②らくらくホン③シルバー５
０３ｉ

①おばあちゃんの冒険②さすが父さ
ん③再結成

60×3 （株）ＮＴＴドコモ
（株）エヌ･ティ･ティ･アド
／（株）電通

（株）ティー・ワイ・オー

プロバイダーゼロ
カウボーイドーナツ/サーカス/ゴー
スト/フィナーレ

30×4 ゼロ（株） ＴＵＧＢＯＡＴ （株）マザース

マナー広告 見られてますよ 30 （社）日本たばこ協会 （株）電通 （株）ﾃﾞｨﾚｸﾀｰｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ・ﾚﾓﾝ

勉強マーク べんきょうあそび 60 （株）小学館 （株）電通 （株）エンジンフィルム

企業 セキスイハイム　　幸福の先 60 積水化学工業（株） ＴＵＧＢＯＡＴ （株）ライトパブリシテイ

企業
「アリ＆チョウ」/「クモ＆トン
ボ」

30×2 日本コムシス（株） （株）電通 （株）ディートライ

企業
公開制（原料生産者）/ロングセラー
（安全性）消える製造ライン/ロングセ
ラー（安全性）手作業の多い工場

60×3 （株）再春館製薬所 （株）電通 （株）ハット

松下電器産業㈱企業広告（環
境）

①ＺＯＯＭ　ＩＮ　ＭＤ②有機野菜
のようなものづくり③生まれ変わる
としたら・・・

60×3 松下電器産業（株） （株）大広 （株）東北新社



テレビＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

企業広告 ①日本人への質問②記憶 60×2 （株）マガジンハウス （株）博報堂 （株）ギルド・ジャパン
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テレビ Ｓｍａｌｌ Ｂｕｄｇｅｔ ＣＭ部門　ＡＣＣ賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

「父さんのおにぎり」/「梅雨時
の食パン」

30×2
旭化成
（株）

（株）電通 （株）電通テック



特別賞

賞　名 受　賞　者 テレビ／ラジオ 広　告　主 商　品　名 題　名 秒　数

企画 澤本　嘉光 テレビ ＫＤＤＩ（株） Ｉ：企業　II：企業　III：企業
I：出演依頼電話　II：出演者選択（センス）
III：ポスター企画の打合せ

30×3

テレビ ＫＤＤＩ（株） 企業 追跡 60

企画 福里　真一 テレビ 日本コカ・コーラ（株） ジョージア 明日があるさ・登場/元同僚/新しい上司/休日 30×4

企画・演出・コピー 池田　伸一 ラジオ ライオン（株） トッププレケア 「勘ぐる夫」「勘ぐる息子」「勘ぐる義母」 60×3

ラジオ ライオン（株） キレイキレイ絆創膏 オトコの勲章 20

企画・演出・コピー 中村　聖子 ラジオ ソラリアプラザ ゴールデンバーゲン 後悔 20

演出 前田　良輔 テレビ 大塚製薬（株） カロリーメイト
がんばれワカゾー　①ベンチ②デート③マラソ
ン大会④職員室

30,15
15,30

アニメーション ポール・ブッシュ テレビ 松下電器産業（株） ナショナルのあかり ２１世紀のあかり 90

作詞・作曲 池田　定博 ラジオ 園田学園女子大学 園田学園女子大学
園田学園女子大学のテーマ①人間健康学部②食
物栄養学部③幼児教育学部

40×3

作詞・作曲 林　あきひと ラジオ 園田学園女子大学 園田学園女子大学
園田学園女子大学のテーマ①人間健康学部②食
物栄養学部③幼児教育学部

40×3

プロデュース 小佐野　保 テレビ ＫＤＤＩ（株） マイライン ね下げ看板 15

テレビ ＫＤＤＩ（株） Ｉ：企業　II：企業　III：企業
I：出演依頼電話　II：出演者選択（センス）
III：ポスター企画の打合せ

30×3

テレビ ＫＤＤＩ（株） 企業 追跡 60

音楽賞 福里　真一 テレビ 日本コカ・コーラ（株） ジョージア 明日があるさ・登場/元同僚/新しい上司/休日 15

映像技術 長谷川　靖 テレビ
（株）ソニー・コンピュータ
エンタテインメント

グランツーリスモ３ 本物に乗ろう
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特別賞

賞　名 受　賞　者 テレビ／ラジオ 広　告　主 商　品　名 題　名 秒　数

主演賞

浜田　雅功、松本
人志、花紀　京、
間　寛平、東野
幸治、藤井　隆、
ココリコ、山田
花子、仲間　由紀
恵、清水　圭

テレビ 日本コカ・コーラ（株） ジョージア 明日があるさ・登場/元同僚/新しい上司/休日 30×4

主演賞 伊藤　淳史 テレビ 大塚製薬（株） カロリーメイト
がんばれワカゾー　①ベンチ②デート③マラソ
ン大会④職員室

30,15
15,30

主演賞 三浦　友和 テレビ サントリー（株） サントリー　スーパーチューハイ
①エレベーター②出前③ヌケガケ④ＣＰ・ロ
ボット

30×4



地域ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

イメージ 鼻歌からでもどうぞ 20 （株）山野楽器札幌店 （株）パブリックセンター （株）エフエム北海道

統一キャンペーンスポット
守ろう地球環境「木の温もり・木の
匂い・木の響」

60 札幌テレビ放送（株） 札幌テレビ放送（株）

イリゲーターブーツ
レイディオギュー・ラジオショッピ
ング

45 全農畜産施設サービス（株） 北海道放送（株） 北海道放送（株）

企業 時計のお医者さん 100 （有）石橋時計店 札幌テレビ放送（株）

リフレビィ
①「ＯＬ漫才」②「堪忍袋」③「髪
切った」

40×3 大塚ベバレジ（株） （株）電通 （株）ランダムハウス

企業ＰＲ 大丈夫 20 （有）尾形精肉店 青森放送（株）

柿の種 エリーゼのために 20 亀田製菓（株） （株）読売広告社 （有）フットワーク

佐渡島 「ニッポニアニッポン」 20 佐渡汽船（株） （株）電通東日本　新潟支社 （株）ディートライ

企業 定期点検 20
（社）栃木県自動車整備振興
会

アサヒノ広告（株） （株）アビックスタジオ金沢

ｉモード ナイター速報遭難 20 （株）ＮＴＴドコモ山梨支店 （株）アドブレーン社 （株）アドブレーン社

熱海市観光協会 忘年海上花火大会 20 熱海市観光協会 （株）電通東日本　静岡支社 （株）富士テレネット

ＪＯＢ 「会社内での会話」 20 （株）アルバイトタイムス （株）電通東日本　静岡支社
（株）ＳＤＴエンタープライ
ズ

モバイルパターン 走る男・実況する男 60 武蔵野銀行 （株）埼玉新聞事業社 （株）ＦＭ　ＮＡＣＫ5

ケイ・アロマテラピーハウス
ケイ・アロマテラピーハウス　２８
歳ヘアメイク

40 ケイ・アロマテラピーハウス ＳＱＴＮＩＫ （有）メガヘルツ

佐渡島
「花の時間」/「漁り火の見える
宿」/「空と海」/「ニッポニアニッ
ポン」

20×4 佐渡汽船（株） （株）電通東日本　新潟支社 （株）ディートライ

－29－



地域ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ラジオ日本（イメージＣＭ）
音風景①横浜公園水琴窟②川崎大師
飴売り③横浜寺家ふるさと村

20×3
（株）アール・エフ・ラジオ
日本

（株）アール・エフ・ラジオ
日本

ｉモード占いサイト ラッキーカラー 20 （株）ＮＴＴドコモ東海 （株）新東通信 スタジオ企画

春の交通安全県民運動 子供の気持ち 20 愛知県 （株）新東通信 デジタル・タンク

シートベルト着用徹底強化旬間 帰れない家 20 愛知県 （株）大広　名古屋支社 （株）スタジオ企画

企業 絵のいびき 20 （株）アート買取協会 （株）大手広告中部本社 （株）シースリーフィルム

ａｕ　おふたいむ シンヤとななちゃん 20 ＫＤＤＩ（株） （株）電通　中部支社 （株）ミックス

サングラス 目玉焼き 20 （株）キクチメガネ （株）電通　中部支社 （株）ミックス

アトラスＲＤ東海　２００１ 「母からの便り」 20 （株）アルプス社
（株）東急エージェンシー
関西支社

（有）スタジオ・マックス

ＪＲセントラルタワーズ 「いつかきっと」 40 東海旅客鉄道（株）
（株）ジェイアール東海エー
ジェンシー

（株）ミックス

夏期講習 はじめて物語/ひとやすみ 60 学校法人　河合塾 （株）電通　中部支社 （株）大日

ハイブリット車 日本の夏 60 愛知トヨタ自動車（株） （株）電通　中部支社 スタジオＭｉｘ

夏期講習 もう一つの夏/野球部 60 学校法人　河合塾 （株）電通　中部支社 （株）大日

夏期講習
映画風ＣＭ①サスペンス映画②ハリ
ウッド映画

60×2 学校法人　河合塾 （株）電通　中部支社 （株）大日

ホームミストサウナ　ミスパ
家族そろってシリーズ①夫婦②義父
と嫁③父と娘

60×3 （株）セラコーポレーション （株）電通　中部支社 （株）電通　中部支社

キリン堂 若返る 20 （株）キリン堂 （株）電通　関西支社 （株）電通テック大阪支社
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地域ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

守ろう地球環境 キコエル　コエ 60 朝日放送（株） 朝日放送（株）

統一キャンペーンスポット「守
ろう地球環境」

消えたボテジャコ 60 （株）毎日放送 （株）毎日放送

あまから手帖 しぶい！ 60 （株）クリエテ関西 （株）毎日放送

キャンペーン「なくしまひょ！
ひったくり」

ランキング発表 57 大阪放送（株） 大阪放送（株）

大阪６地下街 あべちかイベント告知① 40
大阪地下センター商店会連合
会

（株）大阪読売広告社 東映シーエム（株）

アサヒ生一丁 上司と部下 40 アサヒビール（株） （株）読売広告社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

図書カード 山あり谷あり 100 日本図書普及（株） （株）毎日放送

マガジンハウス・企業 ニュースにならない１７歳 90 （株）マガジンハウス （株）博報堂 （株）ギルド・ジャパン

ｆｕｎｓｔｙｌｅ ティーザー・６４ワオ～ン 120 （株）ツーカーホン関西 （株）電通　関西支社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

企業 ツーカーサンタ商事 120 （株）ツーカーホン関西 （株）電通　関西支社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

アサヒ生一丁
２０秒サンドイッチＣＭシリーズ①
父の様子前半②父の様子後半③長風
呂前半④長風呂後半

20×4 アサヒビール（株） （株）読売広告社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

ブライダル
パティシエたちの協奏曲/開演前の
三重奏/シャンパンの歌声

60×3
（株）帝国ホテル　帝国ホテ
ル大阪

（株）電通　関西支社 （有）プランニング・ズゥ

ナショナル自転車ガチャリンコ 受験生シリーズ 20×3 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

スーパードライ「スタイニーギ
フト」

「イエスがノー」/「最後の南無
三」/「主あきらめませり」/「迷え
る乙女」

20×4 アサヒビール（株） （株）和歌山放送
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地域ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

企業
ジェネレーションギャップ①電車４
人がけ②観覧車相乗り③露天風呂混
浴

120×3 （株）ツーカーホン関西 （株）電通　関西支社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

企業
①困った電話・死語おやじ②困った
電話・超ギョーカイ③困った電話・
たとえ話

40×3 （株）ツーカーホン関西 （株）電通　関西支社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

墓石の製造・販売 プロポーズ 20 金子石材（株） 山口放送（株） 山口放送（株）

子供の崩壊（親子問題） 「家庭内離島」　２０’ 20
（社）公共広告機構中四国支
部

（株）電通西日本松山支社／
高松支社

（株）井出プロダクション

ダイレクトサービス 「自己紹介」 20 伊予銀行 （株）電通西日本　松山支社
（株）クロステレビ四国／
（株）イノセンス

平成１２年度人権週間スポット 娘の結婚 40 岡山市役所同和対策室 （株）電通西日本 （株）大阪スタジオ

エクストリームカード こりないお父さん 60 （株）日専連えひめ
（株）ジャパンクリエイティ
ブセンター

（株）エフエム愛媛

教育ローン 「電話」 30 伊予銀行 （株）電通西日本　松山支社
（株）クロステレビ四国／
（株）イノセンス

キリンラガービール 飛行機/ＪＲ/フェリー 20×3 キリンビール（株）高知支社 （株）電通西日本　岡山支社 （株）ユニゾン社

安全走行の理解
車間距離の保持/休憩施設の利用促
進

20×2 日本道路公団　中国支社 （株）電通西日本　広島支社 （株）ステップ

浜勝のとんかつ ヒルトン先輩 20 浜勝 （株）博報堂　九州支社 広告研究所

イコイコデー ５バイ（博多弁） 20 ソラリアステージ商店会 （株）西鉄エージェンシー
（株）ビデオステーション
キュー

コアのクリスマス 最後のお願い 20 天神コア名店会 （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

グルメフェア おいしそうな色 20 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

のむヨーグルト食物繊維 センイとヨーグル～ト 20 沖縄明治乳業（株） （株）大広　九州支社
（株）ビデオステーション
キュー



地域ラジオＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

アロハセール 「あちらのお客様」 40 マツヤレディス （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

省エネ告知 「親子」 40 九州電力（株） （株）電通九州 （株）電通テック／九州録音

企業 ゆっくり夫婦になろう 40 熊本ホテルキャッスル （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

白岳しろ
こころはふるさとへ①空港②オフィ
ス③夫婦④公衆電話

20×4 高橋酒造本店 （株）電通九州　熊本支社 九州録音

「軽かん饅頭」/「もなか黒田五
十二萬石」/「筑紫もち」

お見合い　①②③ 20×3 如水庵 （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

バレンタイン・ホワイトデー 「平将門」/「アインシュタイン」 40×2 マツヤレディス （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

イメージ しゃべる女/しゃべる男 60×2 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

イメージ 一生その１/一生その２ 20×2 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン
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地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ナイトバーゲン告知 ナイトバーゲン虫 15 狸小路商店街 （株）パブリックセンター （株）モーニング

ハローマック１５周年感謝フェ
ア

夏のサンタ 15 （株）チヨダ （株）博報堂 （株）宣映

４プラ市　２０００　ＳＵＭＭ
ＥＲ

日替わり 15 （株）４丁目プラザ
（株）東急エージェンシー
北海道支社

（有）テラバイト

２００１　ＰＩＶＯＴ　夏のＤ
Ｏ　ＢＡＺＡＲ

ＤＯ　ＢＡＺＡＲ　激突 15 （株）ピヴォ
（株）東急エージェンシー
北海道支社

（株）マーケティングコミュ
ニケーションＥＲＧ／（株）
ＨＢＣフレックス

冬季間の交通安全 再現テープ 15 北海道 （株）電通北海道 （株）モーニング

きままにいい旅 「スローフード」 15
（株）リクルート北海道じゃ
らん

（株）電通北海道 （株）モーニング

企業 あれもこれも 15 （株）一高たかはし （株）電通北海道 （株）電通テック　札幌支社

ｉモード　春のキャンペーン １５歳。佳恵も。ｉモード。 15 （株）ＮＴＴドコモ北海道 （株）電通北海道 （株）電通テック　札幌支社

白い恋人 コンサドーレ 30 石屋製菓（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア

自然保護
２１世紀へのこしたい－北海道の滅
びゆく野生生物

30 （社）公共広告機構 （株）博報堂　札幌支社 （株）モーニング

ボクたん ボクたんの冒険 60
くっちゃん産業クラスター研
究会

北海道放送（株）

企業 ストリートミュージック 30 十勝毎日新聞社
（株）ケーシーズ／（株）電
通北海道

（株）電通テック　札幌支社

北海道の牛乳
ママのミルク/お皿のミルク/ミルク
は白い？

15×3 ホクレン農業協同組合連合会 （株）電通北海道 （株）電通テック　札幌支社

やない製麺 手縒りの技 15 やない製麺 福島テレビ（株） （株）スタジオレック

企業ＰＲ 広告の仕事いろいろ 15 福島県広告業協会 （株）スタジオレック



地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ピュアケア 「新しいカタチ」 15 グンゼ（株） （株）博報堂　関西支社 （株）東洋シネマ

ホンダライフ８ 「クマとハチ」 15
本田技研工業（株）東北営業
部

（株）ホンダコムテック東北
営業部／協同広告（株）東北
支社

ストラテジー

ピップいびきクリップ 旅館 15 ピップフジモト（株） （株）電通　関西支社
富山テレビ事業（株）内田グ
ループ

温泉 ほんの少し昔 60 酸ヶ湯温泉（株） 青森放送（株）

宮城県総務部広報課
バリアフリーの意識啓発・アスリー
ト

30 宮城県総務部広報課 （株）第一エージェンシー （株）スタジオレック

福島県観光ＰＲ 福島の森/あたたかい福島/波/技 30×4 福島県観光連盟 福島テレビ（株） （株）スタジオレック

とちおとめ いちごとミツバチ 15 ＪＡ栃木経済連 （株）インタービジョン ＡＣＡ（株）

ユニー 書き初め対決 15 ユニー（株） （株）電通東日本　静岡支社
（株）エスディーティーエン
タープライズ

アピタ アピタでイメチェン 15 ユニー（株） （株）電通東日本　静岡支社
（株）エスディーティーエン
タープライズ

ＡＤＳＬ 「高速への早道」 15 （株）ＴＯＫＡＩ （株）電通東日本　静岡支社
（株）エスディーティーエン
タープライズ

ＴＹＯキャンペーン 「東京シルエット」 30
東日本旅客鉄道（株）　長野
支社

（株）ジェイアール東日本企
画

（株）タンデム

ガス温水床暖房 後悔 30 静岡ガス（株） （株）電通東日本　静岡支社
（株）エスディーティーエン
タープライズ

コンコルド
コンコルドはちょっとそこ/東京よ
りもコンコルド/ママのママ

15×3 日新観光（株） （株）ダン （株）ザ・ないん

ＪＯＢ 「美容室」/「宅配便」/「商談」 15×3 （株）アルバイトタイムス （株）電通東日本　静岡支社
（株）エヌディーティーエン
タープライズ

ＨＥＲＳＨＥＹ’Ｓ　ＫＩＳＳ
ＥＳ

ＬＯＶＥ　ＨＥＡＲＴ 15 ハーシージャパン（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ハイスクール
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地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

シートベルト着用徹底 安心、三本締め 15 愛知県 （株）大広　名古屋支社 （株）７０プロダクション

名阪特急 トクどり 15 近畿日本鉄道（株） （株）大広 （株）創造

ワコールブロス 美しい男のお尻 15
（株）ワコールウィングブラ
ンド事業本部

（株）東急エージェンシー
西日本本部　関西支社

（株）21インコーポレーショ
ン

特割バーゲン エスカレート 15 ユニー（株） （株）三晃社 （株）シースリーフィルム

携帯電話　５０３ 「これさえあれば」 15 （株）ＮＴＴドコモ東海 （株）博報堂 （株）葵プロモーション

企業/レギュラー 「身近なケイザイ」 15 岐阜経済大学 廣告社（株）名古屋支社
（株）シースリーフィルム名
古屋支社

人権啓発 子供/考える時間 15 富山県　生活文化課 富山テレビ事業（株）

Ｐｉｃｗａｌｋ　ＳＨ７１２ｍ 「踊れるＰＨＳ」 15 （株）ＮＴＴドコモ東海 （株）電通　中部支社 （株）二番工房

カメラ・デジカメフェア パソコン女 15 （株）アサヒドーカメラ
（株）ｱｲ・ｱﾝﾄﾞ･ｷｭｰｱﾄﾞﾊﾞﾀｲ
ｼﾞﾝｸﾞ

（株）映像ボックス

ミスターコンセント 老夫婦 15 （株）ミスターコンセント （株）アド電通大阪 （株）メビウス

チャオ御岳リゾート チャオ御岳リゾート 30 東海旅客鉄道（株）
（株）ジェイアール東海エー
ジェンシー

（株）オーヴィジョンササキ

守ろう地球環境　綺麗になった
三国の海

守ろう地球環境　綺麗になった三国
の海

60 福井放送（株） 福井放送（株） 福井放送（株）

企業 羽をのばす 30 高山グリーンホテル （株）新東通信 （株）バモスクルー

企業 「Ｕｎｔｉｌ　ｔｈａｔ　ｄａｙ」 30 佐鳴学院 （株）電通東日本静岡支社 （株）ゲネプロ

企業広告 エリア（鉄道） 30 （株）ＮＴＴドコモ東海 （株）博報堂　中部支社 （株）モーニング



地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

企業 幸せのＩＴ 30 （株）ＮＴＴ－ＭＥ東海 （株）三晃社 （株）ソーリス　（株）ハット

名古屋地域キャンペーン「駐車
マナー」

「名古屋が本場？」 30 （社）公共広告機構 （株）電通　中部支社 （株）イエロー

企業 オーロラ 60 立山科学グループ （株）スカイインテック 富山テレビ事業（株）

企業 エイデンの本音シリーズ 15×4 エイデン ハドック／（株）新東通信 （株）オールウェイズ

＜ほくぎん＞のローン 夢を聞かせてください 15×4 北陸銀行（株） （株）電通東日本　富山支社 （株）ハット

総合人材サービス 選職という生き方 15×4 ピープルスタッフ（株） （株）三晃社 （株）映像ＢＯＸ

イメージ広告 庭いじり/早朝野球/老人と猫 30×3 ＪＡ岐阜信連 （株）中日アド企画 （株）映像ボックス

アサヒ生一丁 「母と娘の会話」（改訂） 15 アサヒビール（株） （株）読売広告社 （株）アットアームズ

企業 トラック 15 （株）毎日放送 （株）電通関西支社 （株）高映企画

ファミリーパックバージョン
アップ

教室 15 Ｊ－フォン西日本（株） （株）電通　関西支社 （株）エンジンフィルム

第６回読売懸賞 大黒 15 読売新聞大阪本社 （株）電通　関西支社 （株）電通テック大阪支社

夏のソルド 「着がえ」（開催中） 15 エスト１番街
（株）ジェイアール西日本コ
ミュニケーションズ

（株）レイ

キャンペーンスポット　守ろう
地球環境

危険な羽 60 讀賣テレビ放送（株） 讀賣テレビ放送（株）

学研教室 「葛藤」 30 学習研究社 朝日放送（株） （株）ニッポンムービー大阪

２０００年企業ＣＭ 15×3 （財）関西電気保安協会 （株）電通関西支社 （株）春企画
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地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

ぶっかけそうめんつゆ
①ダバダバ（モーリス）②ダバダバ
（ジェームス）③ダバダバ（三矢家・松
島）④やらせて（臼田兄弟）

15×4 ヒガシマル醤油（株） （株）電通　関西支社 （株）電通テック大阪支社

金ちゃんきつねうどん 工場 15 徳島製粉（株） （株）電通西日本　高松支社 （株）ツイン

ボーナスセール さわりすぎ大歓迎 15 （株）岡モータース （株）四国毎日広告社
（株）クロステレビ四国／
（株）日広工房

スーパーパワーゴミ袋 「ゴミ袋もゴミ」 15 船場化成（株） （株）大広 （株）ジェイ・フォックス

ポン愛媛みかん１００％ ガッツみかん 15 愛媛県農業協同組合連合会 （株）博報堂　松山営業所
（株）シースリーフィルム大
阪支社

古本市場 あらいグマ 15 （株）テイツー
（株）アサツーディ・ケイ
岡山支社

アトムブラザーズ音楽出版
（株）

くいしんぼ如月 ハンガー食う・半額キャンぺーン 15 （株）きさらぎ （株）ユーエスケー （株）テレビ高知映像

Ｊ－ＰＨＯＮＥ 電源ＯＮでメール確認 15
Ｊ－フォン西日本（株）　四
国支社

（株）電通西日本高松支社／
（株）電通関西支社

（株）渡辺企画

昴熟生あらびきポーク おどろき 15 福留ハム（株） （株）電通西日本　広島支社 （株）アームズ大阪支社

全日空ホテルクレメント高松 父と娘のリハーサル 15
（株）ジェイアール四国ホテ
ル開発

（株）電通西日本　高松支社 （株）スペース

クリーンルーム 夫婦篇Ｂ 15 ふじグループ （株）電通西日本　松山支社 （有）ワンダーランドハウス

企業 「疑問」 15 （株）中国新聞社 （株）電通西日本広島支社 （株）電通テック大阪支社

ほっかほっか亭 寒い日の僕 15 （株）ハークスレイ （株）アド電通大阪
（株）シースリーフィルム大
阪

子供の崩壊（親子問題） 「家庭内離島」 30
（社）公共広告機構中四国支
部

（株）電通西日本　松山支社
／　高松支社

（株）井出プロダクション

企業イメージ 「歴史」 30 山陰合同銀行 凸版印刷松江営業所 ＴＩＣ西日本



地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

企業 「義理の父」 30 （株）ＮＴＴドコモ中国
（株）中国広告通信社／
（株）電通西日本　広島支社

（株）ももコマーシャル

企業 形ある絆 30 （株）ＮＴＴドコモ四国 （株）アサツーディ・ケイ （株）二番工房

Ｚボイラ・Ｚプリザーバ・ホー
ムソフナー美肌っ子

オイラはボイラ/ビル/お風呂場 15×3 三浦工業（株）
（株）電通西日本　松山支社
／（株）電通　関西支社

（株）高映企画

キリン神戸の旅キャンペーン
親子/嬉しそうなお父さん/おばあ
ちゃん

15×3 キリンビール（株）高知支店 （株）電通西日本　岡山支社 （株）オーバーラップ

企業
クイズ①カラス②ひまわり③ホット
スティック④ネギ

30×4 中国電力（株） （株）博報堂　中国支社 （株）スリーディプロダクツ

携帯電話 ボクシング/早打ち/呼びかけ 15×3 （株）ＮＴＴドコモ四国 （株）アサツーディ・ケイ （株）二番工房

中国新聞山口 景気・日付あり/流行・日付あり 15×2 （株）中国新聞社 （株）電通西日本　広島支社 （株）電通テック　大阪支社

パルティ・フジ衣山オープン告
知

カップルＡ/カップルＢ 15×2 （株）フジ （株）電通西日本　松山支社 （株）日広工房

ひよ子ちっこいタルト へび（新発売） 15 （株）ひよ子 （株）博報堂　九州支社 （株）Ｔ＆Ｅ

忍者伝説　開催 「忍者伝説」 15 （株）スペースワールド
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー　九州支社

（株）ＶＳＱ

マイルームガイド 「タコ」 15 アットホーム（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー　九州支社

（株）ＣＡＳ

ダイヤ改正 ある旅館にて（告白） 15
スカイマークエアラインズ
（株）

（株）電通九州 （株）Ｔ＆Ｅ

新機種続々登場 チェンジ 15 Ｊ－フォン西日本（株） （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

プリングルズ
無かったはずの真ん中・エレベー
ター

15 Ｐ＆Ｇ （株）グレイワールドワイド リバーラン（株）

プリングルズ 無かったはずの真ん中・ボーリング 15 Ｐ＆Ｇ （株）グレイワールドワイド リバーラン（株）
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地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

企業 何に見える？（保育園） 15 ＦＢＳ福岡放送 （株）電通九州 （株）Ｔ＆Ｅ

のりつぎ割引 うさぎ 15 西日本鉄道（株） （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

３５周年記念回数乗車券 長崎のひと 15 九州急行バス（株） （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

１０００円高速バス タンゴ 15 西日本鉄道（株） （株）西鉄エージェンシー
（株）アプト・クリエーショ
ン

観光ＣＭ２００１年用 百年ひと区切り 15 熊本県山鹿市 （有）ＢＩＧ （有）ＢＩＧ

Ｐｉｃｗａｌｋ 音符の雨 15 （株）ＮＴＴドコモ九州 （株）西広 （株）東北新社

スーパー定期預金「スーパー・
ファイブ」

キリン 15 十八銀行 （株）電通九州
（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

夏割大市（バーゲン） プラスチックのイス 15 （株）フタタ （株）電通九州 （株）Ｔ＆Ｅ

企業広告 会えない人と逢っている「父と娘」 30 （株）ＮＴＴドコモ九州 （株）博報堂九州支社 （株）ザ・ないん

２１世紀 「ヌード」 30 マツヤレディス （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

さつま白波 夢のまた夢 60 薩摩酒造（株） （株）電通九州 （株）電通テック　福岡支社

企業 おかえりなさい　いってらっしゃい 60
スカイマークエアラインズ
（株）

（株）電通九州 （株）Ｔ＆Ｅ

２００１長崎ランタンフェス
ティバル

出逢い 30 長崎市観光宣伝課 （株）西広
（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

ＡＲＥ　ＹＯＵ　ａｕ？　キャ
ンペーン

「１６ワオーン」/「赤いビート
ル」

15×2 ＡＵ九州支社 （株）博報堂　九州支社 ライトライトエドス

プリカ
電話して/みんなでしちゃお/ぬけが
け

15×3
Ｊ－フォン西日本（株）九州
地域本部

（株）博報堂／（株）博報堂
九州支社

（株）ピラミッドフィルム



地域テレビＣＭ部門　ＡＣＣ奨励賞

商品名 題名 秒 広告主（株） 広告会社（株） 制作会社（株）

サマーセール 「トルソー」/「試着室」 15×2 福岡三越 （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

５０３ｉ
「夢中」/「母の地図」/「タイミン
グ」

15×3 （株）ＮＴＴドコモ九州
（株）ＮＴＴアド／（株）電
通九州

（有）ワンダーランドハウス

企業イメージ 熱帯魚/カラス 30×2 ソラリアプラザ （株）西鉄エージェンシー
（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

人と歩けば 「野球」/「バス停」/「誕生日」 30×3 （株）福岡放送 （株）西鉄エージェンシー
（有）ワンダーランドハウス
／（株）利助オフィス

Ｊ－ＳＨ０４
新時代じいちゃん「登場」/新時代
しいちゃん「メール」

15×2
Ｊ－フォン西日本（株）九州
地域本部

（株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

－41－



テレビ Ｓｍａｌｌ Ｂｕｄｇｅｔ ＣＭ部門　ＡＣＣ金賞

該当なし



テレビ Ｓｍａｌｌ Ｂｕｄｇｅｔ ＣＭ部門　ＡＣＣ銅賞

該当なし
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