
応募総数 ３，２２２本 （ラジオ　９５０本　　　テレビ　２，２７２本）

テレビスポットCM テレビCM Small budget 合計
総務大臣賞/ＡＣＣグランプリ 1

ＡＣＣゴールド 1 8 0
ＡＣＣシルバー 3 13 2 18
ＡＣＣブロンズ 12 22 1 35

ACCファイナリスト 39 63 3 105

ラジオスポット ラジオCM 合計
総務大臣賞/ＡＣＣグランプリ 1

ＡＣＣゴールド 2 2
ＡＣＣシルバー 2 5 7
ＡＣＣブロンズ 3 11 14

ACCファイナリスト 19 23 42
※総務大臣賞とＡＣＣグランプリ受賞作品は同一作品

特別賞 11賞　
ＡＣＣ地域ファイナリスト

182本 （ラジオ　61本　　テレビ　121本）

　　社団法人 全日本シーエム放送連盟（ＡＣＣ）

ベスト10

ベスト５

ラジオ

テレビ
10

5
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テレビ ＡＣＣグランプリ

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

燃焼系アミノ式

「グッバイ、運動。」シリーズ　「回転少
女」篇, 「グッバイ、運動。」シリーズ
「上昇サラリーマン」篇, 「グッバイ、運
動。」シリーズ　「くるくるピクニック」
篇

15,15
,15

サントリー（株） （株）電通 （株）東北新社

ＣＤ 加藤英夫,齋藤和典
プランナー 本間絹子,田中信哉

コピー 本間絹子
プロデューサー 大豆生田拓人

ＰＭ 石川淳
ディレクター 中島信也
カメラマン 町田博
ライトマン 木村太朗,津嘉山誠

美術 鈴木一弘
エディター 牧野由典,宮崎努
ミキサー 切金潤

ＳＥ
タレント

ナレーター
音楽制作会社 スパークス（松島孝幸）

作曲 本間絹子
作詞 本間絹子
歌手 渡辺裕恵
ＣＧ

その他

スタイリスト:永作由美子,
ヘアメイク:大和田一美,
キャスティング:新井政昭,
ロケコーディネーター:大石裕彦・ＳＬＣ,
ＳＥ:宮良明彦

1
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テレビＡＣＣゴールド
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 水性キンチョール つまらん 15 大日本除虫菊(株) (株)電通関西支社 （株）春企画

2
丸大　夏のギフト　２０
０３

幼稚園 30 丸大食品 （株）博報堂 （株）ハイスクール

3 企業 「コンパクトゴルフ」 30 （株）松平不動産 (株)電通西日本松山支社 （株）ワンダーランドハウス

4 NIKE BRAND Brightside 60 (株)ナイキジャパン Wieden＆KennedyJapanL.L.C. @radicalmedia

5 公文教育研究会 教室を見に来てください 60 公文教育研究会 Wieden＆KennedyJapanL.L.C. @radicalmedia

6 Fanta
「ツッパリ先生」, 「将軍先生」, 「昼メロ先
生」

15,
15, 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

7 ヱビスビール 湯けむり, 灯かり, 花火
30,
30, 30

サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）東北新社

8 ウーロン茶 大きな氷の河, 彼女と僕の橋, 秘密の入江
60,
60, 60

サントリー（株） なし （株）サン・アド

9 企業広告 もうひとつ世界を　男, もうひとつ世界を　女 30, 30 （株）ワウワウ （株）電通 （株）ピクト

2
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テレビＡＣＣシルバー
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 JINRO JINRO MOVES 「HOME PARTY」 15 眞露ジャパン(株)
（株）博報堂,(株)博報堂イ
ン・プログレス

（株）葵プロモーション

2 ラテラテ 競技会 15 サントリー（株） （株）電通 （株）サン・アド

3 タウンワーク やめなさい 15 (株)リクルート (株)電通関西支社 （株）春企画

4 企業 「その会社」 60 毎日新聞社 （株）電通 （株）葵プロモーション

5 K-19 エレベーター 60 日本ヘラルド映画（株） （株）電通 （株）東北新社

6 企業広告 Ｄｏ　yｏｕ　hａｖｅ　ａ　ＨＯＮＤＡ？カブ 30 本田技研工業（株） （株）博報堂 （株）ロボット

7 企業 パートナー・テニス 30 ＵＦＪつばさ証券 （株）電通 （株）ディートライ

8
クリーンフロー　花の香
り

女どうし 30 大日本除虫菊(株) (株)電通関西支社 （株）高映企画

9 au/着うた 体操 30 ＫＤＤＩ(株) （株）電通 （株）東北新社

10 企業 セキスイハイム ふるさとの踏切 60 積水化学工業（株） TUGBOAT （株）ライトパブリシティ

11 スタッフサービス 重圧 30
(株)スタッフサービス・ホー
ルディングス

(株)電通関西支社 （株）ニッテンアルティ

12 和茶 桜の告白, 潮騒 30, 30 サントリー（株）
（株）フロンテッジ,（株）電
通

（株）ティー・ワイ・オー

13 ウーロン茶 桃白ドレス, 吾と空, 桃まんの国
30,
30, 30

サントリー（株） なし （株）サン・アド

14 アテント 回想, 笑顔, おやすみ
45,
30, 30

ピー・アンド・ジー・ノース
イースト・アジア

ビーコン　コミュニケーショ
ンズ(株)

（株）シースリーフィルム

3
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15 カローラフィールダー 小野伸二・海, 小野伸二・明日へ 60, 60 トヨタ自動車（株）
（株）電通,（株）フロンテッ
ジ

（株）ピクト

16
ＷﾀｰﾄﾙﾈｯｸＴ.Wﾒﾘﾉﾘﾌﾞﾀｰﾄ
ﾙﾈｯｸｾｰﾀｰ.ﾌﾘｰｽﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ

Coulours, ３０ Coulours(UK), タートルネッ
ク・カラーズ

30,
30, 30

(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

17 企業広告 「ケチャックダンス」 15 (株)白夜書房 （株）読売広告社 太陽企画（株）

18 adidas PRIDE IN BLUE 30 adidasJapanK.K. SAATCHI&SAATCHITokyo hurricanefilms

4
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テレビＡＣＣブロンズ
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 企業 「コンパクトゴルフ」 15 （株）松平不動産 （株）電通西日本松山支社 （株）ワンダーランドハウス

2
ファイナルウインター
セール

ネス湖 15 マツヤレディス （株）電通九州 アプトクリエーション

3 巌流島 名前の由来 15 下関市
ビービ―ディオー・ジェイ・
ウェスト

アプト・クリエーション

4 Ｚ会の通信教育 飛行機 15 増進会出版社 （株）博報堂 （株）ニッポンムービー東京

5 Fanta 「昼メロ先生」 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

6 ペプシコーラ D.Twist登場 15 サントリー（株） （株）東急エージェンシー （株）ピラミッドフィルム

7 ポポンS 「元気家族」 15 塩野義製薬（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

太陽企画（株）

8 トリス のこのこ 15 サントリー（株） （株）電通 （株）サン・アド

9 ホクトのきのこ きのこの唄 15 ホクト（株） （株）博報堂 （株）東北新社

10 au/着うた バードウォッチング 15 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

11 au/ムービーメール 励まし（ＰＤＣ無） 15 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

12 米びつ先生 ダメ主婦 15 アラミック（株） （株）アド電通大阪 （株）シースリーフィルム

13 GARE　2003夏バーゲン ハマちゃん　in the rain 30
（株）ジェイアール西日本ク
リエイト・ギャレ大阪

（株）博報堂関西支社 （株）テイ・シー・ジェー

14 インベーダー 右側に気をつけろ 30
ソニーコンピュータエンタテ
インメント

（株）電通 （株）東北新社

15 野球用品 野球の音楽 30 （株）エスエスケイ （株）電通関西支社 （株）高映企画

16 口どけ生茶 菜々子さんの春 30 キリンビバレッジ （株）博報堂 （株）ティー・ワイ・オー

5
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17
丸大　冬のギフト　２０
０２

ギフト相談所 30 丸大食品（株） （株）博報堂 （株）ハイスクール

18 オロナインH軟膏 傷だらけの青春 30 （株）　大塚製薬工場 （株）電通 太陽企画（株）

19 memories 「聴診器」 30 エイベックス（株） （株）電通 （株）ハット

20 サッポロ黒ラベル 路地裏の男達 30 サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）サッソ・フイルムズ

21 T-shirt T-03[荒木経惟写真展] 30
（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

22 BOSS ボクシング 30 サントリー（株） （株）電通 （株）電通テック

23 企業
新しい人。プラズマテレビ, 新しい人。電子辞
書, 新しい人。パソコン

30,
30, 30

（株）ジャパネットたかた （株）フロンテッジ （株）ピクト

24 サッポロ黒ラベル ビール乾杯祭　, ビール追っかけ祭 30, 30 サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）サッソ・フイルムズ

25 ペプシコーラ Twist登場, D.Twist登場 15, 15 サントリー（株） （株）東急エージェンシー （株）ピラミッドフィルム

26 ネスカフェ
「プール」, 「電車」, 「海水浴」, 「扇風
機」

30,
30,
30, 30

ネスレジャパングループ （株）電通 太陽企画（株）

27 アイフル ペット, ペアルック 30, 30 アイフル（株）
ビーコン　コミュニケーショ
ンズ(株)

（株）ホリプロ

28 ボールド ラグビー, 飯場の朝, 牧場
30,
30, 30

ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰﾉｰｽｲｰｽﾄｱｼﾞｱ （株）グレイワールドワイド （株）テイ・シー・ジェー

29 au/着うた バードウォッチング（ＰＤＣ無）, 体操 30, 30 ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

30
あさげ/ポテロング/金鳥
カイロあったかどんと

浅野忠信,ものだらけの部屋で,浅野忠信
15,15,
15

（株）永谷園,森永製菓
（株）,大日本除虫菊

（株）博報堂 （株）東北新社

31 MasterCard 「帰省」, 「ゲーム」, 「キャンプ」
30,
30, 60

マスターカード・インタナ
ショナルジャパン・インク

（株）マッキャンエリクソン
（株）21インコーポレーショ
ン

32 BOSS 工事現場,ホテル,ボクシング
30,30,
30

サントリー（株） （株）電通 （株）電通テック

6
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33 NIKE BASEBALL Why baseball? 松井, Why basesball? 松坂 30, 30 （株）ナイキジャパン Wieden＆KennedyJapanL.L.C. ParkPictures/21stCity

34 ＤＡＫＡＲＡ 脂肪・女性気分, 記念撮影, 大縄とび
15,
15, 15

サントリー（株）
（株）電通,（株）フロンテッ
ジ

（株）東北新社

35
サッポロ一番オタフクお
好みソース焼そば

文字（お待ちください）, クマ, プチプチ
15,
15, 15

サンヨー食品（株） （株）博報堂 東映シーエム（株）

7
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ラジオ　ＡＣＣグランプリ
商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

タンスにゴンゴン 昆虫採集 60 大日本除虫菊(株) （株）大広 (株)ビッグフェイス

ＣＤ 小川正廣
プランナー 西脇淳,井田万樹子

コピー 西脇淳
プロデューサー 大久保佳昭,大山崇寛

ＰＭ
ディレクター 西脇淳
カメラマン
ライトマン

美術
エディター
ミキサー 増南正

ＳＥ
タレント

ナレーター 神山まさみ,奥村紫龍,五王四郎
音楽制作会社

作曲
作詞
歌手
ＣＧ

その他

8



2003 43rd ACC CM FESTIVAL

ラジオＡＣＣゴールド
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 50周年 「マナー」 20 玉屋 （株）電通九州 アプトクリエーション

2
パルスイートカロリーゼ
ロ

「恐怖体験／新築」 20 味の素（株） （株）電通 （有）フットワーク

3 タンスにゴンゴン もったらええほうや 60 大日本除虫菊（株） （株）大広 (株)ビッグフェイス

4 リポビタンＤ

カリスマ美容師シリーズ１・おすすめ, カリス
マ美容師シリーズ２・できません, カリスマ美
容師シリーズ３・失敗, カリスマ美容師シリー
ズ４・失恋

60,
60,
60, 60

大正製薬（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（有）メガヘルツ

9
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ラジオＡＣＣシルバー
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 土地ソリューション事業 春はあけぼの 20 新日鉄都市開発 （株）博報堂 福本ゆみ事務所

2 サントリーオールド サントリーオールド　娘が嫁いだ夜 20 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所

3 酸素エアチャージャー 酸欠会議 40 松下電器産業（株） なし （有）福本ゆみ事務所

4 スタイリッシュ・ソリエ 私は気の弱い女 120 松下電器産業（株） （株）博報堂 （有）グッドアイデア

5 キンチョウサンポール ニュース 60 大日本除虫菊株式会社 （株）大広 株式会社ビッグフェイス

6
ツーカーNEWファンスタ
イル

オトナ勝負篇1, オトナ勝負篇2, オトナ勝負篇
3

120,
120,
120

ツーカーホン関西 　（株）電通関西支社 ヒッツコーポレーション

7
チョコボール　ハイチュ
ウ　小枝

子どもはつらいよ　ゆとり教育, 子どもはつら
いよ　ケータイ社会, 子どもはつらいよ　キレ
る子供

40,
40, 40

森永製菓（株） （株）電通 （有）福本ゆみ事務所

10
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ラジオＡＣＣブロンズ
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 無電極パルックボール いつ来るんだろう 20 松下電器産業（株） （株）大広 ステップ

2
スチューデントフリーパ
ス

不平等 20 富士急行（株） （株）電通 （株）大日

3 国際電話 ない 20 KDDI㈱ （株）電通 ㈱エムアイティギャザリング

4 T-UP 轟 30 名古屋トヨペット株式会社 　（株）電通中部支社 （有）テラサウンド

5 キンチョウサッサ 息ふきかけ 60 大日本除虫菊株式会社 （株）大広 株式会社ビッグフェイス

6
薬用ソフレ　ボディソー
プ

あれ 60 （株）ツムラ （株）博報堂 （株）博報堂

7 ビオレふくだけコットン 電車でマギーさん 90 花王（株） なし 中禄サービス㈱

8 明治村 豊かさの原点篇／改訂 60 名古屋鉄道（株） 　（株）電通中部支社 （株）ミックス

9 味の素 イブのイブ（12月23日オンエア用） 60 味の素（株） （株）電通 （有）フットワーク

10 DAKARA 排出夫婦・余分なもの 40 サントリー（株） （株）大広 福本ゆみ事務所

11
石油遠赤ヒーター二暖構
え

日本列島南下 30 松下電器産業（株） （株）大広 (株)ビッグフェイス

12 京都造形芸術大学
コミュニケーション入学, はずれた男, 夢をか
たちに, はみ出た女

60,
60,

60, 60
京都造形芸術大学 　（株）電通関西支社 ビッグフェイス

13 企業 安全への競争, 風の伯爵夫人, 自転
60,

60, 60
全日空 （株）電通 （有）福本ゆみ事務所

14 朝日新聞
朝日新聞に聞いてね/デフレスパイラル, 朝日
新聞に聞いてね/ペイオフ

60, 60 朝日新聞社 （株）大広 （株）ドゥ・コーポレーション

11
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特別賞
賞名 個　人　名 秒数 商　品　名 題　　　名

赤松隆一郎 30 企業 「コンパクトゴルフ」

15 水性キンチョール つまらん

15 タウンワーク やめなさい

演出 八木敏幸 30 丸大　夏のギフト2003 幼稚園

企画・演出 西脇淳 60 タンスにゴンゴン 昆虫採集

撮影・照明 辺見法久、佐藤好幸
30,
30,
30

ヱビスビール
湯けむり, 灯かり, 花
火

アートディレクション 葛西薫
30,
30,
30

ウーロン茶
桃白ドレス, 吾と空,
桃まんの国

撮影 Helge Gerull,大沼茂一 60 公文教育研究会 教室を見に来てくださ
い

音楽賞 中川、渡辺
60,
60,
60

ウーロン茶
大きな氷の河, 彼女と
僕の橋, 秘密の入江

60,
60,
60

大きな氷の河, 彼女と
僕の橋, 秘密の入江

30,
30,
30

桃白ドレス, 吾と空,
桃まんの国

竹下恭平 30 オロナインH軟膏 傷だらけの青春

出演の皆さん
15,
15,
15

燃焼系アミノ式

「グッバイ、運動。」シ

リーズ　「回転少女」,

「グッバイ、運動。」シ

リーズ　「上昇サラリーマ

ン」, 「グッバイ、運

動。」シリーズ　「くるく

るピクニック」

ウーロン茶

山崎隆明
企画

演技

プロデュース 李　釗

12
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テレビＡＣＣファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1
サクサクカプチーノ「霜
だたみ」

サクサク登場 15 六花亭製菓（株） （株）電通北海道 （株）モーニング

2 さっぽろ地下街 現金返却 15 さっぽろ地下街 （株）電通北海道 （株）モーニング

3 平成１５年統一地方選挙 2つの明日 15 仙台市選挙管理委員会 （株）電通東北 ワウ（株）

4
根元　八幡屋礒五郎　善
光寺七味唐がらし

使われない日もある 15 有限会社　八幡屋礒五郎
（株）　ながのアド・ビュー
ロ

（株）　ながのアド・ビュー
ロ

5 UCSカード スポーツボトル/マドンナ　5月 15 ユニー（株） （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム

6 のどにスッキリ スッキリ伊集院 15 春日井製菓（株） （株）三晃社 太陽企画（株）

7 無洗米シリーズ 手が離せないシリーズ（主婦） 15 ミエライス （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム

8 愛知県警　暴走族追放 「ガツンとやります」 15 愛知県警察 （株）三晃社 （株）シースリーフィルム

9 ラーメンおつまみ リビング・合うとわ 15 （株）おやつカンパニー （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

10 学研教室 「実験」 15 （株）学研研究社 （株）博報堂関西支社 （株）ニッポンムービー大阪

11 しまんと緑茶 しまんと緑茶100% 15 十和村広井茶生産組合 （株）メディア・エーシー
有限会社グッドスタッフジャ
パン

12 ダイオシャット 「エントツ」 15 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

13
岩田屋高級質流れバーゲ
ン

質のいい質 15 （株）岩田屋 (株)西鉄エージェンシー
（株）広告研究所、（株）
ティーアンドイー

14 これっきり大バザール これっきり川柳 15 博多大丸 （株）西広 ワンダーランドハウス

15
大村ファッションカレッ
ジ・オープンキャンパス

ヒップハング 15 学校法人　大村文化学園 （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

16 くらしらく 選びすぎるリス 15 （株）サンリブ （株）博報堂九州支社 T&E

13
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17 だし入り味噌 商品会議・１ 15 ニビシ醤油（株）
（株）アサツーディ・ケイ九
州支社

ワンダーランドハウス

18 ルネックスパーク 甘釘（明日　森10/坂12/高10） 15 （株）大林観光 なし （株）ザ・ないん

19 BLACK BLACK 綱渡り 15 ロッテ／ロッテアド
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（株）マザース

20 スーパーチューハイ うそチュキ 15 サントリー（株） （株）電通 （株）東北新社

21 ドドンパ フジＱロボ 15 富士急行（株） （株）電通 （株）電通テック

22 DiMAGEXi 「SUSHI　BAR」 15 ミノルタ（株） （株）電通 （株）エンジンフイルム

23
お正月を写そう「写ルン
です」

「タマちゃん」 15 富士写真フイルム（株） （株）電通,（株）ワンスカイ （株）パラダイス・カフェ

24 企業 世の中、つなぎっぱなし 15
（株）アッカ・ネットワーク
ス

（株）アサツーディ・ケイ （株）ＡＤＫアーツ

25 ルミネカード 最後の一葉 15 （株）ルミネ （株）博報堂 （株）マザース

26 淡麗グリーンラベル ランチ 15 キリンビール（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ロボット

27
２００２夏バーゲン・
バーゲン

哀しみのトランペット 15
ジェイアール西日本クリエイ
ト

（株）博報堂 （株）テイ・シー・ジェー

28 ベジたべる うっかりトリオ 15 カルビー（株） （株）博報堂 （株）パラダイス・カフェ

29 企業 お弁当 15
（株）セブン－イレブン・
ジャパン

（株）博報堂 （株）パラゴン

30 カーセンサー 標識「初心者」 15 （株）　リクルート （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

31 クオークカード まさかの時のクオークカード 15 （株）クオーク （株）ピース・トライブ （株）グアダループ

32 フリスクミント リーダー 15
カネボウフーズ（株）,ＦＲＩ
ＳＫ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ
ＡＬ ＮＶ.

（株）ティービーダヴリュ
エー・ジャパン

（株）二番工房,ＷＩＮＤＯＷ
ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ ＰＴ
Ｖ ＬＴＤ.

33 C'S CASE 「秀樹&C'S CASEダンサーズ/ハンディタイプ」 15
アサヒフードアンドヘルスケ
ア(株)

（株）電通 （株）井出プロダクション

14
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34 ドラゴンクエストⅧ 鼻唄 15
ソニー・コンピュータエンタ
テインメント

（株）博報堂 （株）ニッテンアルティ

35 キユーピーマヨネーズ MEETS/ミズナ 15 キユーピー(株） （株）大広 （株）パラゴン

36 アーモンド 卓球 15 （株）ロッテ （株）電通 （株）モンスターフィルムス

37 なっちゃん 将来 15 サントリー（株） （株）トレードマーク （株）電通テック

38 だけじゃない、テイジン 新ステートメント発表 15 帝人（株） （株）大広ブランドデザイン （株）ダンスノットアクト

39 ズームマスター800 「屋形船」 15 富士写真フイルム（株） （株）電通,（株）ワンスカイ （株）パラダイス・カフェ

40 プリケー 雨宿り 30 （株）ツーカーホン関西 （株）博報堂関西支社 （株）オニオン

41 価格回復キャンペーン 牛乳が、泣いている。 30
九州生乳販売農業協同組合連
合会

（株）博報堂 ティーアンドイー

42 イメージ春 ＭＹ　ＷＡＹ 30 ソラリアプラザ (株)西鉄エージェンシー （株）ﾋﾞﾃﾞｵｽﾃｰｼｮﾝｷｭｰ

43
ネスカフェゴールドブレ
ンド

緒形拳「ちょっと違う、いい時間」 60
ネスレジャパンアドミニスト
レーション（株）

（株）電通 （株）葵プロモーション

44 GERAID　デザインボンド 固まる 60 （株）資生堂 （株）電通 （株）パラゴン

45 関西テレビ 僕の生きる道 35 関西テレビ放送（株） なし （株）東北新社

46 企業 ＦＬＹ！ＪＡＬ！歌う！出発！ 30 日本航空（株） （株）電通 （株）東北新社

47
Ｂｌｉｚｚａｋ　ＭＺ－
03

白クマのヒッチハイク 30 ブリヂストン （株）博報堂,博報堂Ｃ＆Ｄ （株）東北新社

48 企業　イメージ 渡り鳥 60 サントリー（株） （株）大広 （株）東北新社

49
FUJICOLORデジカメプリ
ント

誕生の日の空 30 富士写真フイルム（株） （株）電通,（株）ワンスカイ （株）パラダイス・カフェ

50 ファイア Ｍｒ．Ｂｕｓｉｎｅｓｓｍａｎ 30 キリンビバレッジ(株） （株）電通,ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

15
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51 Ｎｅｗ　ＸＧ
巨大ビルボード社長Ａ+小倉優子B フェア告知
（5/17・18）

30
ヒュンダイ　モータージャパ
ン（株）

（株）博報堂 （株）東北新社

52
はいれますシニア入院保
険

おふれ（117-117） 60 アリコジャパン （株）博報堂 （株）ニッテンアルティ

53 Xbox エレベーター 30 マイクロソフト（株） （株）マッキャンエリクソン （株）ティー・ワイ・オー

54 フェアレディーZ Z-ness 30 日産自動車（株）
（株）博報堂シーアンドディ,
（株）博報堂ジーワン

（株）ティー・ワイ・オー

55 Aya ハッピーブルーサンタ・駅で 30 明治乳業（株） （株）電通 （株）電通テック

56 ＨＩ　ＧＲＩＰ トラック 30 ミドリ安全（株） （株）電通 （株）東北新社

57 ケータイ家族物語 引っ越しの日 30 （株）NTTドコモ （株）博報堂 （株）マザース

58
ビーバーエアコン　Aero
& ion

日本人の誤解 30 三菱重工業（株） （株）電通 太陽企画（株）

59 ポテトチップス 指人形「芝生の公園+都会の公園」 30 カルビー(株) （株）アサツーディ・ケイ （株）ティーシー・マックス

60 ＨＡＲＭＯＮＹ 指揮者 90
エイベックス・ディストリ
ビューション

（株）博報堂 （株）葵プロモーション

61 MasterCard 「帰省」 30
マスターカード・インタナ
ショナルジャパン・インク

（株）マッキャンエリクソン
（株）21インコーポレーショ
ン

62 パルクリーンウォール 「BRIZZARD」 30 ミドリ安全（株） （株）電通 （株）パラダイス・カフェ

63 MasterCard 「ゲーム」 30
マスターカード・インタナ
ショナルジャパン・インク

（株）マッキャンエリクソン
（株）21インコーポレーショ
ン

64 キッズキユーピー 天使がキッズになる頃に 30 キユーピー（株） （株）ライトパブリシティ （株）ライトパブリシティ

65
キユーピーゼロノンコレ
ステロール

電光ニュース 30 キユーピー（株） （株）ライトパブリシティ （株）ライトパブリシティ

66 MasterCard 「キャンプ」 60
マスターカード・インタナ
ショナルジャパン・インク

（株）マッキャンエリクソン
（株）21インコーポレーショ
ン

67 ロト6 ストリートパフォーマンス 30 全国都道府県及び12指定都市 （株）電通 （株）電通テック

16



2003 43rd ACC CM FESTIVAL

68 愛の分け前プレゼント 「４人の名前」 30 全日本空輸（株） （株）電通 （株）電通テック

69 全国キャンペーン 消える砂の像 30 公共広告機構 （株）電通中部支社 （株）電通テック

70 DION ミュージカル 30 KDDI（株） （株）電通 （株）電通テック

71 BOSS ホテル 30 サントリー（株） （株）電通 （株）電通テック

72 だけじゃない、テイジン ブランドステートメント・リサイクル 60 帝人（株） （株）大広ブランドデザイン （株）ダンスノットアクト

73 ポカリスエット 学校 60 大塚製薬 （株）電通 （株）東北新社

74 企業 審判（鼻毛） 30 日本労働組合総連合会 （株）アド宣弘社 （株）二番工房

75 FMV 岸部さんて？ 90 富士通 （株）電通,TUGBOAT （株）東北新社

76 東北の文化・公共マナー なまはげ, 駅 30, 15 財団法人公共広告機構 （株）電通東北 （株）バウハウス

77 企業
娯楽惑星コンコルド1, 娯楽惑星コンコルド2,
娯楽惑星コンコルド3, 娯楽惑星コンコルド4

15,
15,
15, 15

日新観光（株） （株）ダン （株）ザ・ないん

78 携帯電話
「ケータイ代、このままでイインカイ委員会」
イインカイおじさん, ケータイ代、このままで
イインカイ委員会」イインカイおかん

30, 30 ツーカーホン関西 （株）電通関西支社 (株)アットアームズ,P.I.C.S.

79 企業
「激ウマキャッチボール」, 「コンパクトゴル
フ」

15, 15 （株）松平不動産 （株）電通西日本松山支社 （株）ワンダーランドハウス

80
料金ネガティブイメージ
払拭

高飛び込み, 空中ブランコ 30, 30 ＮＴＴドコモ九州
（株）エヌ・ティ・ティ・ア
ド,(株)西鉄エージェンシー

（株）ＣＰＩ

81 痴ほう症啓発
稲葉家の夏　第一話, 稲葉家の夏　第二話, 稲
葉家の夏　第三話, 稲葉家の夏　第四話

120,
90,
150,
120

エーザイ（株）,ファイザー製
薬（株）

（株）アサツーディ・ケイ （株）葵プロモーション

82 AQUARIUS
「コービー・ブライアントとバスケ少年」,
「城島健司と高校球児」, 「オランダの小野伸
二」

30,
30, 30

日本コカ・コーラ（株） （株）電通 （株）ティーポット

17
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83 年末ジャンボ宝くじ
SWITCH（ハト）, SWITCH（親子丼）, SWITCH
（団地）

15,
15, 15

全国都道府県及び13指定都市 （株）電通 東映シーエム（株）

84
新ＣＩ告知／ホクトのま
いたけ

新CI告知, マイタケ・バレエ, だるまさんが転
んだ

15,
15, 15

ホクト（株） （株）博報堂中部支社 （株）東北新社

85 Ａya
ティーザー, ハッピーブルーサンタ・駅で,

ハッピーブルーサンタ・海で（ストロベリー・

ウィズユー）

15,
30, 30

明治乳業（株） （株）電通 （株）電通テック

86 ＪＩＮＲＯ
ＪＩＮＲＯ　ＭＯＶＥＳ「Ｈｏｍｅ　Ｐａｒｔ
ｙ」,ＪＩＮＲＯ　ＭＯＶＥＳ「Ｏｆｆｉｃｅ
Ｐａｒｔｙ」

15,15 眞露ジャパン （株）博報堂 （株）葵プロモーション

87 ファンカーゴ ゾウ, かまくら, マユゲ
15,
15, 15

トヨタ自動車（株） （株）博報堂 （株）ピラミッドフィルム

88
LAFORET　ａｕｔｕｍｎ
／Ｘ’ｍａｓ

準備は面倒ね, 食欲の秋ね, そろそろクリスマ
スね, おめかしは大変ね

30,
30,
30, 30

（株）ラフォーレ原宿 なし （株）サン・アド

89 Qoo せみとり, ブドウの香り, アルペンホルン
15,
15, 15

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

90 ist in the rain, スタイル, 空港
60,
60, 60

トヨタ自動車（株） （株）博報堂 （株）マザース

91
たまごクラブ・ひよこク
ラブ・こっこクラブ

はじめての新聞, 握る手, エレベーターに乗
る, これぞ離乳食

15,
15,
15, 15

ベネッセコーポレーション （株）博報堂 （株）東北新社

92 駅前留学
NOVAうさぎ・デビュー, NOVAうさぎ・散歩, 駅
前留学4A

15,
15, 15

NOVA （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

93 ライフカード 到着, 故郷論, ドイツ語, ショッピング
30,
30,
30, 30

（株）　ライフ
ビーコン　コミュニケーショ
ンズ(株)

（株）ロボット

94 au/ムービーメール
真実（ＰＤＣ無）, 励まし（ＰＤＣ無）, 準備
（ＰＤＣ無）

30,
30, 30

ＫＤＤＩ（株） （株）電通 （株）東北新社

95
’02クリスマスキャン
ペーン/’03Ｍｉｒａｃ
ｌｅ？キャンペーン

Ｘ’ＭＡＳ, ＷＯＮＤＡＲ, Ｍｅｌｏｄｙ, Ｊ
ａｋｅ

15,
15,
15, 15

（株）パルコ （株）博報堂 （株）東北新社

18
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96 フリスクミント ライター, モスキート, リーダー
15,
15, 15

カネボウフーズ（株）,ＦＲＩ
ＳＫ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ
ＡＬ ＮＶ.

（株）ティービーダヴリュ
エー・ジャパン

（株）二番工房,ＷＩＮＤＯＷ
ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ ＰＴ
Ｖ ＬＴＤ.

97 スタッフサービス 大きなオフィス, 社内メール鳩 30, 30
（株）スタッフサービス・
ホールディングス

（株）電通関西支社 （株）ニッテンアルティ

98 だけじゃない、テイジン
新ステートメント発表, 新ロゴ発表, カンパ
ニー紹介, ブランドステートメント・リサイク
ル

15,
15,
30, 60

帝人（株） （株）大広ブランドデザイン （株）ダンスノットアクト

99 ポカリスエット オープニング　Ａ, 学校, 海
15,
30, 30

大塚製薬 （株）電通 （株）東北新社

100 サッポロ北海道生搾り 「千葉工場」, 「富良野」, 「レジャー」
30,
15, 15

サッポロビール（株） Wieden＆KennedyJapanL.L.C. （株）ドアーズ

101 企業
冬の温キリン～中学生～, 冬の温キリン～チー
ムメイト～, 冬の温キリン～兄弟～, 冬の温キ
リン～家族～

30,
30,
30, 30

キリンビバレッジ（株）
TUGBOAT,（株）アサツー
ディ・ケイ

（株）ザ・ないん

102 ＤＡＫＡＲＡ その1　余分なもの, その2　余分なもの 15, 15 サントリー（株）
（株）電通,（株）フロンテッ
ジ

（株）東北新社

103 40メロミックス
着ボイス・力也, 着メロ・猫, 着メロ・大入
道, ゲーム・シーマン

30,
30,
30, 30

（株）ドワンゴ なし （株）オニオン

104
乗るたび1,000マイル
キャンペーン

乗るたび1,000マイルキャンペーン 15 全日本空輸（株） （株）博報堂九州支社 （株）ワンダーランドハウス

105 DION 課長のセクハラ,俺の人生,チェミストリー
15,15,
15

KDDI（株） （株）電通 （株）電通テック
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ラジオＡＣＣファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 企業PR 本日お休み 20 サトーカメラ　株式会社 （株）博報サービス （株）博報サービス

2 コンタクトレンズ 注射 20 メニコン （株）電通中部支社 ミックス

3 TBCタブチ 濁りをとる 20 （株）タブチ （株）大広 ビッグフェイス

4 アクネス 坊主の悩み 20 ロート製薬（株） （株）電通関西支社 （株）ステップ

5 ぼたん祭り 選択 20 かしいかえん (株)西鉄エージェンシー ㈱アプトクリエーション

6 アニバーサリー 遺伝 20 ソラリアプラザ (株)西鉄エージェンシー ㈱アプトクリエーション

7 クリアランス 夢 20 ソラリアプラザ (株)西鉄エージェンシー ㈱アプトクリエーション

8 無金利セール 「有無」 20 マツヤレディス
（株）電通九州,アド・パスカ
ル

アプトクリエーション

9 サマーセール 「やすい」 20 マツヤレディス
（株）電通九州,アド・パスカ
ル

アプトクリエーション

10 デジカメプリント 失恋 20 富士写真フイルム（株） （株）電通 （株）大日

11 インセント 一番大切なもの 20 （株）ツムラ （株）博報堂 １９９１

12
ソフトインワンシャン
プー　フケ・かゆみ用

おんぶ 20 ライオン（株） （株）東急エージェンシー
（株）ドゥ・コーポレーショ
ン

13 ブローネ 煙草屋のじいさん 20 花王（株） なし 中録サービス株式会社

14
サントリースーパー
チューハイ

「就職活動」 20 サントリー（株） （株）大広 福本ゆみ事務所

15 角瓶 キッパリいこう 20 サントリー（株） （株）大広 福本ゆみ事務所

16 ファインブリュー 酔っちゃった女 20 サントリー（株） （株）オリコム （株）ランダムハウス
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17 ゼナＦ-２ 寿司屋にて 20 大正製薬（株） （株）電通 （有）プランニング・ズウ

18 ヤクルト400 叫び 20 （株）ヤクルト本社 （株）電通 （株）大日

19 マンダムルシード ロングキープの男 20 （株）マンダム 　（株）博報堂関西支社
メディアプラザ,クリエイター
ズユニオン

20
ナショナルふだんセレク
ション

10years 120 松下電器産業（株） （株）大広 株式会社ビッグフェイス

21 無電極パルックボール 未来は明るいか 120 松下電器産業（株） なし （有）福本ゆみ事務所

22
まるごと一日東村時報Ｃ
Ｍ

午前8時の時報　つつじ娘, 午前11時の時報　東小中学校,

午後7時の時報　アヒル牧場, 午後8時の時報　民宿島ぞう

り

15,
15,

15, 15
東村役場 なし 琉球放送（株）

23 環境 すぐ終わるシリ取り 40 （株）東芝 （株）博報堂 （株）博報堂

24 守ろう地球環境 インコのピーちゃん 60 （株）ニッポン放送 なし （株）ニッポン放送

25 ウーロン茶 好きという言葉 60 サントリー（株） なし （株）サン・アド

26 Net MDウォークマン 人体の音楽 60 ソニーマーケティング（株） （株）フロンテッジ （株）ランダムハウス

27 新ルルＡゴールド ひきはじめに気付いてください。 40 三共（株） （株）電通 （株）ランダムハウス

28 樽物語 リスの忘れ物 180 サントリー（株） （株）電通
（株）ランダムハウス,（株）
エフエム東京

29 タラモアデュウ グラウンドゼロ 90 サントリー（株） （株）ワンスカイ （株）ランダムハウス

30 防犯キャンペーン お気に入りの家 60 （株）エフエム東京 （株）エフエム東京 （株）エフエム東京

31 企業 申し上げます 60 学校法人　河合塾 （株）電通中部支社 （株）大日

32
ネスカフェゴールドブレ
ンド

コーヒーイマジネーション・時計 90
ネスレジャパンアドミニスト
レーション（株）

（株）電通 福本ゆみ事務所

33 p251is 博多の女子高生 90 松下電器産業（株） （株）博報堂 株式会社　エフエムサウンズ
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34 キリンチューハイ氷結 クイズ／変わった名前／冬限定の味
20,

20, 20
キリンビール（株） （株）大広

（株）大広,（株）エフエム東
京

35 節電訴求 テレビを消して／学生さん 120 資源エネルギー庁 （株）電通 （株）大日

36
アルバイト発見マガジン
an

幸せな音　居酒屋, 幸せな音　バイク宅配便,
幸せな音　ケーキ店

20,
20, 20

（株）学生援護会 （株）スタンダード通信社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

37 酸素エアチャージャー 酸欠会議, 酸欠嫁姑, 酸欠ご近所づきあい
40,

40, 40
松下電器産業（株） なし （有）福本ゆみ事務所

38
アクロン　コットン＆カ
ジュアル

戦隊もの　ヨゴレンジャー, 戦隊もの　アセン
ジャー, 戦隊もの　ウツンジャー

20,
20, 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

39 企業 あるショップ, あるオフィス 60, 60 （株）ＮＴＴデータ （株）電通 （株）電通

40 BOSS 悪いようにしない,大人って,検討する
20,20,

20
サントリー（株） （株）電通 （株）サン・アド

41
サントリースーパー
チューハイ

「合併」, 「就職活動」, 「ワークシェアリン
グ」

20,
20, 20

サントリー（株） （株）大広 福本ゆみ事務所

42 資生堂アウスレーゼ 腹, 日本人, 祝辞
20,

20, 20
（株）資生堂 なし 福本ゆみ事務所
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地域テレビファイナリスト

北海道地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 ソファ・イーグル お父さん 15 (株)ニトリ
Ｊ．ウォルター・トンプソ
ン・ジャパン(株)

（株）葵プロモーション

2 企業 おかえりなさい 冬の地獄谷 15 (株)第一滝本館 （株）電通北海道 （株）モーニング

3 ラピッド 新入社員・朝から 15 北海道銀行 （株）電通 （株）ディートライ

4 505i 瞬間ナイスi-shot(D) 15
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ北海道

（株）博報堂クリエイティ
ブ・ヴォックス,（株）博報堂
札幌支社,（株）エヌ・ティ・
ティ・アド

（株）シェフ

5 元気祭 高いのはキライダー 15 (株)ポスフール （株）電通北海道 （株）モーニング

6 うまいっしょ うまいっしょの小 15 ハウス食品（株） （株）電通関西支社 （株）電通テック

7
ホッカイドウ競馬・３連
単発売

ホッカイドウ競馬・３連単発売告知 15 北海道競馬事務所 （株）弘報社 （株）札幌テレビハスス

8 奥尻島観光協会CM あれから10年、蘇る北のアイランド 60 奥尻島観光協会 なし 北海道放送（株）

9 石炭の歴史村観光ＣＭ 石炭が生んだカレ―そば 60
(株)　石炭の歴史村観光
夕張観光開発(株)

なし 北海道放送（株）

10 ハコダテ・スローマップ スローライフを…函館で 60 project0138 なし 北海道放送（株）

11 企業 ネズミの気持ち 30 (株)十勝毎日新聞社
㈱ケーシーズ,（株）電通北海
道

㈱電通テック札幌支社

12 ソファ／ベッド／コタツ 犬, Y字バランス, ネコ
15,
15, 15

(株)ニトリ
Ｊ．ウォルター・トンプソ
ン・ジャパン(株)

（株）葵プロモーション

13 企業
おかえりなさい 冬の 露天風呂, おかえりなさ
い 冬の大浴場, おかえりなさい 冬の地獄谷

15,
15, 15

(株)第一滝本館 （株）電通北海道 （株)モーニング

14 2003春キャン

ヤング特割(ノンタレ)「ヤングなぼく」,
251is「カワイイ子には…」, 1st Pack(ノンタ
レ)「ものわかりのよい親」, リミットプラス
(ノンタレ)「パパ・ママ納得」

15,
30,
15, 15

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ北海道

（株）博報堂クリエイティ
ブ・ヴォックス,（株）博報堂
札幌支社,（株）エヌ・ティ・
ティ・アド

（株）シェフ
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15 北海道の牛乳
大きくなった, ミルクマンへんしん, ママ大好
き

15,
15, 15

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

16 北海道の牛乳 体にしみる, 君に乾杯, ストロー
15,
15, 15

ホクレン農業協同組合連合会
（株）博報堂,（株）博報堂ク
リエイティブ・ヴォックス

（株）サッソ・フイルムズ

17 サッポロ・クラシック 似たもの親子, いつもの岸辺 30, 30 サッポロビール（株） （株）読売広告社 ㈱ピクチャーズ

18 狸小路商店街 ハエトリ紙 15 狸小路商店街 株式会社パブリックセンター
パブリックセンター/モーニン
グ
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東北地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1
つきの市「2003年6月度
ほや」篇

宮城・山形・青森・岩手用 15 イオン（株） （株）仙台博報堂 （株）宣映

2 果実酒ビン いいにくい 15 タケヤ化学(株) （株）アド電通大阪 （株）ニビック

3
仙台市１００万人のごみ
減量大作戦

ワケルくん 15 仙台市 （株）電通東北 ワウ（株）

4 屋台十八番 屋台女優 15 東洋水産(株) （株）アサツーディ・ケイ （株）共同テレビジョン
5 焼そばバゴォーン 定番って何番 15 東洋水産(株) （株）アサツーディ・ケイ （株）共同テレビジョン

6 青森県知事選挙啓発 ２６日投票 15 青森県選挙管理委員会
（株）アール・エー・ビー
サービス

バックス広告制作所

7 ＩＢＣエコキャンペーン あきかんはくずかごへ 60 （株）ＩＢＣ岩手放送 なし （株）ＩＢＣビジョン

8 利用シーンイメージ ｢ストーブ列車｣ 30 （株）NTTドコモ東北 協同広告（株） バブル
9 元気な玉川村！ 元気な玉川村！ 30 （株）福島放送 なし なし
10 Nのエコ計画 明日香ちゃん２ 60 松下電器産業（株） （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

11 利用シーンイメージ ｢見えない想い｣, ｢ストーブ列車｣, ｢同窓生｣
30,
30, 30

（株）NTTドコモ東北 協同広告（株） バブル

12 阿部の笹かまぼこ 娘の彼氏,わさび,スダチ
30,30,
15

阿部蒲鉾店 ユニ・メディア NIVIC
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関東・甲・信・越・静地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
1 浜松店オープン告知 運命のオープン 15 (株)　マツモトキヨシ （株）電通 太陽企画（株）
2 ヤスダヨーグルト 自然の魔法 15 （有）ヤスダヨーグルト （株）電通東日本新潟支社 （株）コム

3 シューマート長野稲里店 牧場 15 (株)シューマート （株）ながのアド・ビューロ （株）ながのアド・ビューロ

4 静岡県 TOUKAI-0「問いかけ」 15 静岡県 （株）PAC （株）朝日メディアブレーン

5 プレハブ住宅 ブー・フー・ウーの住宅講座 15 プレハブ建築協会 （株）電通東日本静岡支社 （株）SDTエンタープライズ
6 いばらきメロン おいしくってメロンメロン 30 JAグループ茨城 （株）フロンテッジ 太陽企画（株）
7 JRA新潟競馬場 夏競馬「桂馬」篇 30 JRA （株）中央競馬PRセンター （株）ビデオステーションキュー

8 カインズホーム ナミ板, ジェスチャー, ドア, 主婦の声 15, 15, 15, 15株式会社カインズ （株）アサツーディ・ケイ （株）タンデム

9 パルシェ お麩 15 静岡ターミナル開発（株） （株）電通東日本静岡支社 SDTエンタープライズ

10 あきひめ わがいちご、わがむすめ 30 静岡県いちご協議会 （株）電通東日本静岡支社 （有）スタート・アップ

11 企業
娯楽惑星コンコルド5, 娯楽惑星コンコルド6,
娯楽惑星コンコルド7

15,
15, 15

日新観光（株） （株）ダン （株）ザ・ないん
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北陸・中部地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
1 リミットプラス 「小さな バレリーナ」 15 (株)NTTドコモ東海 （株）博報堂 （株）葵プロモーション
2 コーミこいくちソース ママありがとう 15 コーミ（株） （株）電通中部支社 （株）エンジンフイルム
3 小さなおうどん 宮地さん女子高生　超ローカロ 15 寿がきや食品（株） （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム
4 ラグ－ナ蒲郡 夏の入口 15 蒲郡海洋開発（株） （株）電通中部支社 エジソンライトハウス
5 エスカバザール セール 15 エスカ名店会 （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム
6 冬物さらに50％ＯＦＦ 「皿に」 15 ユニー(株) （株）三晃社 （株）ソーリス
7 味噌煮込みうどん もっとホット 30 めん処　竹庵 中部日本放送（株） 中部日本放送（株）
8 がんばる学園② 学食 30 ジーコミュニケーション （株）博報堂中部支社 （株）東北新社

9
ＮＴＴＤｏｃｏｍｏ　Ｆ
ＯＭＡ

アリーナ 30 ＮＴＴドコモ東海 （株）電通中部支社 （株）二番工房

10 企業広告 青いワイシャツ 60 （株）NTTドコモ東海 （株）博報堂中部支社
（株）エムワンプロダクショ
ン

11 スポーツボトル マドンナ 30 ユニー（株） （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム

12 地域キャンペーン 藤前干潟 30 公共広告機構 （株）電通中部支社 （株）電通テック

13 See-be 「歴史を体感」, 「天体を体感」 15, 15 佐鳴予備校 （株）電通東日本 （株）エンジンフイルム

14 ひったくり防止
ひったくり犯（バッグ）, ひったくり犯（自転
車）

15, 15 愛知県地域安全研究会 （株）大広　名古屋支社 （株）キッチン

15 ｉ　モード
第３話「バイトは靴屋さん」, 第４話「消えた

帽子」, 第５話「父の来訪」, 第６話「はじめ

ての靴」

30,
30,
30, 60

NTTドコモ東海 （株）博報堂 （株）葵プロモーション

16 チュウキョ～くん
チュウキョ～くん　５話「あまやどり」の巻,
チュウキョ～くん　７話「スケート、スイス
イ」の巻

60, 60 中京テレビ放送（株） なし 中京ビデオセンター

17 フロム・エー東海版 パンダ・乱入, パンダ・ケイタイ 15, 15 (株)　リクルート （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

18 エスカバザール ラグビー 15 エスカ名店会 （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム
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近畿地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 なんばウォークバーゲン 幸せな卒倒（夏） 15 虹のまち商店街振興組合 （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

2 2002企業キャンペーン ギャグ 15 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
3 企業 初詣 15 京阪電気鉄道（株） （株）電通関西支社 （株）高映企画
4 プリケー 塾帰り 30 (株)ツーカーホン関西 （株）博報堂関西支社 （株）テイ・シー・ジェー
5 企業 ツーショット 30 (株)NTTドコモ関西 （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

6 地域キャンペーン 大阪「関西活性化/東大阪」 30 社団法人　公共広告機構 （株）大広
（株）プランドゥプロダク
ション

7
ナショナル食器洗い乾燥
機

空の涙 60 松下電器産業（株） （株）電通関西支社 （株）ハット

8 企業
走る二人, ツーショット, あやまれない二人,
着信履歴

30,
30,
30, 30

(株)NTTドコモ関西 （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

9 近鉄夏の底値市2002 目 15 （株）近鉄百貨店 （株）電通関西支社 （株）電通テック大阪支社

10 IP事業推進広告 HIKARI/こども病院 60 西日本電信電話（株） （株）電通関西支社 （株）エンジンフイルム

11
タイ・パタヤ　ゴルフの
旅

スプーン 30 （株）ボーダレス
マーキュリー・アンド・マカ
リスター・ジャパン

（株）シースリーフィルム

12 2002企業キャンペーン アイス, てるてる坊主, すいか, クリスマス
10,10,
10,
10

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

13 TS31 ついてる男・路上, ついてる男・体育館裏 30, 15 （株）ツーカーホン関西 （株）博報堂関西支社 （株）オニオン
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中国・四国地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 ハウジング福山北 受付 15
(株)広島テレビ文化情報セン
ター

（株）電通西日本広島支社
（株）プランドゥプロダク
ション

2 家族割 おすそわけ 15 ＫＤＤＩ(株) （株）電通 （株）東北新社
3 武蔵ようかん ケイタイ 15 （株）廣榮堂 （株）電通西日本岡山支社 （株）スペース
4 求人情報 人は、なんのために働くの？Atype 15 (株)中国新聞社 （株）電通西日本広島支社 （有）パイロン

5 こんぶだしの素 プラスこんぶ 15 （株）シマヤ
（有）ティ・エス・エス　ア
ド,（株）アサツーディ・ケイ
関西支社

（株）ニッポンムービー大阪

6 企業 ゆずオーアールジェイピー　おばあちゃん 15 馬路村農協 松崎地域計画本舗 （株）ＲＫＣプロダクション

7
きっかけは、テレビ愛
媛。

「秘密」 15 愛媛放送（株） （株）電通西日本松山支社 （株）　日広工房

8
特急なんかいNEWSプラス
１番宣

「茶の間」 15 南海放送（株） （株）電通西日本松山支社 （株）　日広工房

9
さっとほっとカードロー
ン

「ピンポン」 15 (株)　伊予銀行 （株）電通西日本松山支社 （株）　日広工房

10
ホテル椿館別館オープン
告知

「椿缶」 15 (株)ホテル椿館 セーラー広告（株）愛媛本社 （株）イノセンス松山支社

11 PR広告 資格を身につけよう 15 中国短期大学 （株）岡山毎日広告社 （株）スペース

12 ｉショット 母の引力　改訂(キャンペーン無) 30 (株)ＮＴＴドコモ中国 （株）電通西日本広島支社 （株）電通テック大阪支社

13
アーバンビュー渚ガーデ
ンタワービレッジ

家族試験　分譲前 60
(株)アーバンコーポレイショ
ン

（株）電通西日本広島支社
（株）21インコーポレーショ
ン

14 思いやり なんで？気持ちいいんだ 30 （社）公共広告機構 （株）電通西日本広島支社 （株）電通テック大阪支社

15
ナショナル食器洗い乾燥
機

蛇口　愛媛 30 松下電器産業（株） （株）電通関西支社 （株）ハット

16
アーバンビュー渚ガーデ
ンタワービレッジ

ある家族のひとりごと(1)　分譲後, ある家族

のひとりごと(2)　分譲後, ある家族のひとり

ごと(3)　分譲後

30,
30, 30

(株)アーバンコーポレーショ
ン

（株）電通西日本広島支社
（株）21インコーポレーショ
ン

17 企業CM 通学路, ご近所, 公園, 農道
15,
15,
15, 15

中国新聞社 （株）電通西日本 （株）電通テック

18
一般ガス料金値下げ・
ヌック・カワック

おませな会話, おすすめよ～, つかえるわ～
15,
15, 15

広島ガス(株) （株）電通西日本広島支社 (株)アットアームズ
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九州・沖縄地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 夜の水族館 イルカ花火 15 マリンワールド海の中道 (株)西鉄エージェンシー
㈱ティーアンドイー,㈱アプ
ト・クリエーション

2 チャチャタウン小倉 マラカス篇 15 チャチャタウン小倉 (株)西鉄エージェンシー ㈱ビデオステーションキュー

3 ハローデイ 逃亡 15 ハローデイ
ビービ―ディオー・ジェイ・
ウェスト

ビデオステーションキュー

4 クツ・靴・くつバザール 白えんぴつ 15 博多大丸 （株）西広 ワンダーランドハウス

5 無脂肪 そろそろ、無脂肪。（2） 15 沖縄明治乳業株式会社 （株）大広　九州
（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

6 すきやき丼 「俺は、どんぶり」篇 15 プレナス （株）電通九州 Ｔ＆Ｅ
7 長崎ちゃんぽん 子供 15 株式会社リンガーハット 　（株）博報堂九州支社 T&E

8 スーパー早割 スーパー早割「アレ」篇 15 全日本空輸株式会社 　（株）博報堂九州支社
株式会社ワンダーランドハウ
ス

9 三連単 「商店街」篇（レギュラー） 15 久留米競輪 （株）電通
（株）ビデオステーション
キュー

10 アミュプラザ長崎 ＡＭＵ’Ｓ　ＢＡＲＧＡＩＮ！ふぐ 15 長崎ターミナルビル
ビービ―ディオー・ジェイ・
ウェスト,JR九州エージェン
シー

ＣＡＳ

11
城島後楽園ゆうえんち
「ジュピター」

「握力」篇 30 株式会社　西日本後楽園 （株）アサツーディ・ケイ
（株）ビデオ　ステーション
キュー

12 白岳しろ 男と女 30 高橋酒造（株） （株）熊日広告社 （株）キャット
13 イメージ秋冬 ヒツジダンス 30 ソラリアプラザ (株)西鉄エージェンシー ㈱ﾋﾞﾃﾞｵｽﾃｰｼｮﾝｷｭｰ

14 ナチュラルDNコラーゲン 夫婦 30 フォーデイズ株式会社 （株）電通九州
株式会社　アプトクリエー
ション

15 FOMAテレビ電話 入園式 30 NTTドコモ九州株式会社 　（株）博報堂九州支社 ニッテンアルティ
16 黒酢かめ吉 孝行な孫 30 株式会社こだわり王国 　（株）博報堂九州支社 広告研究所

17 企業 こどもたち 30 NTTドコモ九州 NTTアド,（株）電通九州 ワンダーランドハウス

18 十八銀行 「この街と」篇 30 十八銀行 （株）電通九州
（株）ビデオ　ステーション
キュー

19 雑穀米
「食のルーツ」篇Atype, 「食のルーツ」篇
Btype

15, 15 ベストアメニティ（株） 協和広告 （株）ワンダーランドハウス
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20 無脂肪
そろそろ、無脂肪。（1）, そろそろ、無脂
肪。（2）, そろそろ、無脂肪。（3）

15,
15, 15

沖縄明治乳業株式会社 （株）大広　九州
（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

21
シークァーサー乳酸菌飲
料

はじめてのシークァーサー　三島兄妹, はじめ
てのシークァーサー　三船双子, はじめての
シークァーサー　瞿曇姉妹, はじめてのシー
クァーサー　石井寿奈

15,
15,

15, 15
沖縄明治乳業株式会社 （株）大広　九州

（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

22 EZローン
もう買おうよ（ゴルフクラブ）, もう買おうよ
（車）

30, 30 西日本銀行 （株）電通九州 ティーアンドイー

23
シノハラ建設システム
アパート投資

バスと土地も金も無い男, バスとＢ級サラリー
マン　＋　バスとぶっこく男, サウナと考えな
い男　＋　サウナと人生について, ラーメンと
金持ちになるヒント　＋　ラーメンとパッとし
ない男

15,
30,

30, 30
シノハラ建設システム 　（株）博報堂九州支社 ティーアンドイー

24 南国白くま パンダ, 文明南国白くま, 同郷者
15,

15, 15
セイカ食品株式会社 　（株）博報堂九州支社 T&E

25 FOMA サーフィン（朝）, サーフィン（夕方） 30, 30 NTTドコモ九州 （株）電通九州 ワンダーランドハウス

26 八ちゃん堂
「コリーナさん」唄う篇, 「コリーナさん」食
べる篇

15, 15 八ちゃん堂 （株）アドウィン
（株）ビデオステーション
キュー

27
初夏のオールワコールバ
ザール

透けない？ 15 博多大丸 （株）西広 ワンダーランドハウス

28
城島後楽園ゆうえんち
「ジュピター」

「牽引力」, 「握力」 30, 30 （株）　西日本後楽園 （株）アサツーディ・ケイ
（株）ビデオ　ステーション
キュー

29 DECO CITY ４日前, ３日前, ２日前, １日前
15,15,
15, 15

エフ・ジェイ都市開発（株） （株）博報堂
（株）博報堂フォトクリエイ
ティブ

30
大村ファッションカレッ
ジ・オープンキャンパス

モザイク, ヒップハング 15, 15 学校法人　大村文化学園 （株）電通九州
（株）アプト・クリエーショ
ン

31 サマーセール 砂丘, ビーチ 15, 15 マツヤレディス （株）電通九州
アプトクリエーション,パイロ
ン
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地域ラジオファイナリスト
北海道地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 企業 敗者インタビュー 20 （株）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

2 企業 実は、クルマの会社です 20 札幌トヨタ自動車（株） （株）電通北海道 （株）電通北海道

3
外国語学部 英米語学科
中国語学科 日本語学科

時報スポット・世界との時差 20 北海道文教大学 （株）パブリックセンター （株）札幌テレビハウス

4 バイオトイレ 怒らせる前に 60 正和電工（株） なし 北海道放送（株）
5 企業 わが社の情報伝達 60 株式会社エイチアイディ なし 札幌テレビ放送（株）

6 サッポロクラシック

大泉洋の動物キャラ「キタキツネ」, 大泉洋の
動物キャラ「ヒグマ」, 大泉洋の動物キャラ
「シマフクロウ」, 大泉洋の動物キャラ「ドサ
ンコ」

60,
60,

60, 60
サッポロビール（株） （株）読売広告社 （有）フットワーク

7
ブリヂストン　ブリザッ
ク

優柔不断な男, 優柔不断な女 80, 60 ㈱ブリジストン 博報堂C＆D ㈱エムアイティギャザリング

8
アクネス、リップスティ
ク、フットリフレア

日記シリーズ「アクネス」,日記シリーズ
「リップスティク」,日記シリーズ「フットリ
フレア」

20,20,
20

ロート製薬（株） （株）電通関西支社 （株）ステップ

東北地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
1 いろはにほへと ムード歌謡 20 （有）カントリーフーズ （株）電通東北 イトオンJスタ

2
ナショナル酸素エア
チャージャー

インタビュー 40 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ステップ
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関東・甲・信・越・静地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
1 ペット同居型アパート エド山口の情事 20 サンビルド（株） （株）アドブレーン社 （株）アドブレーン社
2 道路交通法改正 飲酒運転 20 （財）山梨県交通安全協会 （株）アドブレーン社 （株）アドブレーン社

3 まるごとバナナ 世代ギャップ 20 山崎製パン（株） （株）アサツーディ・ケイ （有）フットワーク

4 企業PR 実は 20
（株）　ライフクリエーショ
ン

（有）　レザール広告事務所
（株）　アビックスタジオ金
沢

5 ランドマークタワー 待ち合わせ 30 三菱地所 （株）博報堂 （株）１９９１

6 ヤスダヨーグルト
「６時時報前」元気な子　, 「６時時報前」夕
食前　, 「６時時報前」ＯＬ会話　, 「６時時
報前」安心

20,
20,

20, 20
（有）ヤスダヨーグルト （株）電通東日本新潟支社 （株）メディアリミックス

7 まるごとバナナ
まぐろとバナナ, まくらとバナナ, ムトゥンバ
空港にて

20,
20, 20

山崎製パン（株） （株）アサツーディ・ケイ （有）フットワーク

8 企業
追跡シリーズ１・海外逃亡, 追跡シリーズ２・
国内潜入, 追跡シリーズ３・日本潜伏

40,
40, 40

京成電鉄（株）
（株）アイアンドエス・ビー
ビーディオー

（有）メガヘルツ
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北陸・中部地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 企業 将来の夢 20
エスビーアイ・ホームプラン
ナー

（株）新東通信 スタジオ企画

2
年末の交通安全県民運動
（飲酒運転防止）

「お小遣いの問題？」 20 愛知県 （株）大広　名古屋支社 （株）スタジオ企画

3 企業 『フランス語』 20 名古屋経済大学 廣告社（株） なし
4 のどにスッキリ スッキリ伊集院 20 春日井製菓（株） （株）三晃社 太陽企画（株）
5 251i ホタル 60 （株）ＮＴＴドコモ東海 （株）電通中部支社 （株）ミックス
6 ケリー８月号 アイ・ライク・メン 60 ㈱ゲイン （株）新東通信 スタジオ企画
7 大学 桜 60 愛知学院大学 （株）電通中部支社 （有）プランニング・ズウ
8 企業 盲目の写真家 60 メニコン （株）電通中部支社 ミックス

9 名城大学
知のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ・ｼﾞｬﾑｾｯｼｮﾝ, 知のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ・ｶ
ﾌｪ, 知のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ・不純物

60,
60, 60

名城大学 （株）新東通信 スタジオ企画

10 英会話
彼女が恋したのは　,はじめての勇気　,涙の訳
,娘に英語

20,20,
20, 20

（株）イーオン・セントラ
ル・ジャパン

（株）大広　名古屋支社 （株）スタジオ企画

11 名古屋電気学園 裏切りものは誰だ！？, 暗い大学, 閃きの神様
60,

60, 60
学校法人　名古屋電気学園 （株）電通中部支社 （株）ミックス
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近畿地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
1 サンプレイ 変な英語授業 20 ロート製薬（株） （株）電通関西支社 （株）ステップ
2 天使のくちびる 天使 20 ロート製薬（株） （株）電通関西支社 （株）ステップ

3 企業 実質基本使用料０円　ただの人 20 NTTドコモ関西
エヌ・ティ・ティ・アド　西
日本営業本部,（株）アサツー
ディ・ケイ関西支社

なし

4
メアリー・ルー・ロード
ニューアルバム『Lights
Are Changing』

検証 60 （有）青空レコード なし
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

5 秋の奈良大和路 鹿／鳴き声 40 近畿日本鉄道（株） （株）大広
（有）スタジオ・ナチュレー
ザ

6 ツーカーＴＫ３１ 「ヒラメとカレイ」 120 ツーカーホン関西 （株）電通関西支社 ヒッツコーポレーション

7 大阪府交通安全
いねむり運転防止, 速度超過（夕方）, トワイ
ライトオン運動, 飲酒運転

20,
20,

20, 20
大阪府 （株）大広 スタジオマックス

8 プリケー
英会話学校帰りのアツヤ,お母さんあのな,会議
中,うちの言葉

20,20,
20, 20

ツーカーホン関西（株） （株）博報堂関西支社 メディアプラザ

9 麦のめぐみプチロール 女子高生メグミの朝 20 敷島製パン（株） （株）電通中部支社
（株）ヒッツコーポレーショ
ン

10 アトラスＲＤＸ関西版 アリバイ 20 （株）アルプス社 （株）電通中部支社
（株）電通中部支社,株式会社
ミックス

11 大阪周遊パス 刑事 120 大阪市市長室・広報課 なし （株）エフエム大阪

12 イメージ
老人と夢「ギター」, 老人と夢「歌手」, 老人
と夢「トランペット」

20,
20, 20

大阪スクールオブミュージッ
ク専門学校

なし （株）エフエム大阪

13 たまねぎ 嘆き 60 ＪＡあわじ島 なし 朝日放送（株）
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中国・四国地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
1 武蔵のお菓子 会議 20 （株）廣榮堂 （株）電通西日本岡山支社 （株）スペース
2 日産サティオ徳島 大商談会 20 日産サティオ徳島 四国放送（株） 四国放送（株）

3 マイカーローン 想い出 20 山口銀行
ビービ―ディオー・ジェイ・
ウェスト

音楽工房

4 企業 何の日企画「トンボ」 25 カツヤ ㈱交通新聞社中国支店 広島エフエム放送（株）

5 ドコモショップ
「父と娘～メール～」, 「父と娘～iアプリ
～」, 「父と娘～FOMA～」, 「父と娘～i
ショット　送信～」

20,
20,

20, 20
NTTドコモ四国 西日本放送サービス （株）イノセンス松山支社

6 島根県のイメージアップ
津和野／鯉の年齢, 浜田／おすすめ, 出雲／猫
のレンタカー

40,
40, 40

島根県 （株）エフエム東京
（株）エフエム東京,（株）ラ
ンダムハウス

7 公共 男女共同参画週間　食事 60 高知県人権啓発センター 高知広告センター （株）ＲＫＣプロダクション
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九州・沖縄地域ファイナリスト
No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社

1 独立開業者募集 政治責任 20 （株）国内貨物 (株)西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション

2 無脂肪 説教 20 沖縄明治乳業（株） （株）大広　九州
（株）ビデオ・ステーショ
ン・キュー

3 価格回復キャンペーン 牛乳が、泣いています。 20
九州生乳販売農業協同組合連
合会

（株）博報堂九州支社 T&E

4
プラスチック製容器包装
分別収集開始告知

ごみ分けて長崎市 20 長崎市 なし
（株）　プロダクションナッ
プ

5 ジョージア　テイスティ 父の匂い 60 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

6 着うた 「出ない理由」 40 KDDI（株）au九州支社 （株）電通九州 （株）アプトクリエーション

7
８０年ぶりにアユが遠賀
川に帰ってきました。

遠賀川に帰ってきたアユ 40 AC公共広告機構 （株）西広 （株）ワンダーランドハウス

8 251i 「鼻の穴」 30 NTTドコモ九州 NTTアド,（株）電通九州 アプトクリエーション

9
九州電力グループ新規事
業ＰＲ

ＱｔNetブロードバンド 60 九州電力
ビービ―ディオー・ジェイ・
ウェスト

アプト・クリエーション

10 デコシティオープン ドコ？,チャームポイント 20,20 ＦＪ都市開発 (株)西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション

11 室見店新台入替 「接待」, 「心がけ」 20, 20 玉屋 （株）電通九州 アプトクリエーション

12 企業 はじめてのおつかい, はじめてのデート 60, 60 （株）ピエトロ
（株）アサツーディ・ケイ九
州支社

ワンダーランドハウス
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