
応募総数 2，828本 （ラジオ�814本���テレビ�2，014本）

テレビスポット テレビタイム テレビシリーズ Small budget 合計
総務大臣賞/ACCグランプリ 1 1

ACCゴールド 3 7 10

ACCシルバー 8 9 4 21

ACCブロンズ 12 11 8 1 32

ACCファイナリスト 28 32 23 2 85

ラジオスポット ラジオタイム ラジオシリーズ ラジオ企画 合計
総務大臣賞/ACCグランプリ 1 1

ACCゴールド 1 2 1 4
ACCシルバー 3 3 1 7
ACCブロンズ 4 4 3 11
ACCファイナリスト 12 14 13 1 40

※総務大臣賞とACCグランプリ受賞作品は同一作品

特別賞 12賞�
ACC地域ファイナリスト

194本 （ラジオ�69本��テレビ�125本）

��社団法人全日本シーエム放送連盟（ACC）

ベスト11

ベスト5

ラジオ

テレビ

2006 46th ACC CM FESTIVAL

入賞作品リスト



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
作品番
号

ライフカード

海外出張

a Xmas night

フレッシュマン来たる

マドンナ

30×4 （株）ライフ
TUGBOAT

（株）I＆S BBDO
（株）東北新社 1708

CD 岡康道/佐藤和隆
CP
プランナー 麻生哲朗
コピー 麻生哲朗
プロデューサー 阿部薫
PM 鎌田敏弘
ディレクター 高田雅博/関口現
撮影 シグママコト
照明 島田裕介/藤井稔恭
アートディレクション 中村桃子/桑島十和子
編集 茶屋成樹/坂巻亜樹夫
ミキサー 太斎唯夫/稲村和己
SE
タレント オダギリジョー

鮎川ナオミ
古田新太
志賀廣太郎
忍成修吾
桜井幸子
バナナマン

ナレーター オダギリジョー
音楽会社 グランドファンク
作詞
作曲 渋谷毅
歌手
CG ルーデンス
その他 エージェンシー・プロデューサー:佐藤瑠奈子（TUGBOAT）/ヘアメイク:佐藤富太/ヘアメイク:小菅孝/ヘアメイク:山崎聡/スタイリスト:申谷弘美/

スタイリスト:宇都宮いく子/ロケコーディネーター:高橋亨
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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
作品
番号

1 企業 Humanity 60 トヨタ自動車（株） （株）博報堂 （株）博報堂プロダクツ／Stink 464

2 エコ割
マウントラッシュモア　/ロケ　/塩とスモウ　/
行ったフリ

30×4 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 1633

3 ホットペッパー まだ伴奏/あの曲/もう終わり/しりとり 15×4 （株）　リクルート （株）電通 関西支社 （株）春企画 2653

4 FOMAテレビ電話 理由/探し物/仲裁 60×2,30 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（株）エヌ・ティ・ティ・アド／
（株）電通／TUGBOAT

（株）東北新社 348

5
たまごクラブ・ひよこクラブ・
こっこクラブ

ママも一緒に泣いた日 60 ベネッセコーポレーション （株）博報堂 （株）東北新社 725

6 ガスパッチョ！
「ピピッとコンロ・信長」/「マイホーム発電・フ
レミング」/「床暖房・小野妹子」

30×3 東京ガス（株） （株）電通 （株）シー・エム・エヌ 1652

7 牛乳に相談だ。キャンペーン バスケ/ラブレター/ライオン 30×3 中央酪農会議 （株）電通 （株）電通テック 2532

8 伊右衛門 川床 /雪だるま /がんこ /風鈴 30×4 サントリー（株）
（株）博報堂／
（株）HAKUHODO DESIGN

（株）東北新社 741

9 クリスマスイメージ 雪道 30 ソラリアプラザ商店会 （株）西鉄エージェンシー ビデオステーションキュー 373

10 企業
「時間の関係」/「HappyBirthTime」/「にんげ
んの時間」/「時の商人」

30×4 （株）長野時計店 （株）三広 （株）ビデオステーションキュー 1446
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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
作品
番号

1 ゴンゴンα ２６歳 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）テレパック 274

2 ゴキブリ用コンバット アニメ 15 大日本除虫菊（株） （株）大広 （株）ダンスノットアクト 569

3 エコ割 領収書 15 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 1162

4 蚊に効くカトリス UFO 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画 1197

5 SBS地上デジタル放送 漁師A 15 （株）静岡放送 （株）電通 （株）スプーン 1252

6 ガスパッチョ！ 「ミスティ・ガリレオ」 15 東京ガス（株） （株）電通 （株）シー・エム・エヌ 1634

7 カラーフローG 不振 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画 1732

8 牛乳に相談だ。キャンペーン ラブレター 15 中央酪農会議 （株）電通 （株）電通テック 2754

9 おっ！サンテレビ 01-07総集 75 （株）サンテレビジョン （株）電通 関西支社 （株）電通テック 関西支社 692

10 ２００６冬バーゲン 大いなる女装 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／蛍光
ＴＯＫＹＯ

（有）ハルック 1434

11 企業 早送り 30
（財）世界自然保護基金ジャパ
ン

（株）ビルド・クリエイティブハウ
ス

（株）電通テック 386

12 企業 Starting Over 60 シチズン時計（株） （株）大広／TUGBOAT （株）ザ・ないん 897

13 伊右衛門 四季 90 サントリー（株）
（株）博報堂／（株）
HAKUHODO DESIGN

（株）東北新社 486

14 企業（AQUOSケータイ） 予想外のいい動き（アルバイト） 30 ボーダフォン（株）
（株）電通／シンガタ（株）／
（株）トレードマーク

（株）東北新社 1108

15 VE電気まほうびん サーモグラフィ 30 象印マホービン（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画 1750

16 福岡ソフトバンクホークス 「倍返し。」７月 60
福岡ソフトバンクホークスマー
ケティング（株）

（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 1204

17 企業 この建物 30 北九州予備校 （株）電通九州
（株）ワンダーランドハウス／
U2／（株）アプトクリエーション

2584

18 Apeos C・ロナウド/田臥勇太/ロナウド　闘牛 30×3 富士ゼロックス（株） TUGBOAT （株）東北新社 703

19 企業
「鉛筆」　改訂/「修正テープ」　改訂/「ス
ティックのり」　改訂/「消しゴム」　改訂

30×4 （株）トンボ鉛筆 （株）博報堂 （株）アンデスフィルム 778
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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
作品
番号

20 ウーノ　バウンドファイバー

entertainment　長州小力/entertainment　い
つもここから　菊地/entertainment　アンガー
ルズ　山根/entertainment　アンガールズ
田中

15×4 （株）資生堂 風とロック（有） （株）スプーン 1000

21 DAKARA
「ブルース小泉今日子」/「ブルース山崎努」/
「ブルースメーテル」/「ブルース南海」

15×4 サントリー（株） （株）電通 （株）電通テック 1861
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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
作品番

号

1 TALKMAN トイレットペーパー 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）東北新社 446

2 大豆ノススメ せせらぎの出題者 15 日本コカ・コーラ（株） （株）博報堂／螢光TOKYO （株）ビスポークフィルム 650

3 FANTA　クリアーアップル 「そうだったらいいのになUFO」 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）葵プロモーション 722

4 爪白癬DTC 男の決断 15 ノバルティスファーマ（株）
（株）電通／（株）ワンスカイ／
（株）トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 1068

5 クラブハウスマック CHM「体操」（本） 15 日本マクドナルド（株） （株）電通 （株）エンジンフイルム 1314

6 雪国もやし 「はなわ熱唱」　高いよ 15 （株）雪国まいたけ
（株）スパイクフィルムス／
（株）ティー・アンド・エム

1797

7 スターフライヤー スターフライヤー就航記念 15 （株）スターフライヤー
（株）博報堂／（株）博報堂エ
ルグ

（株）葵プロモーション 303

8 南国白くま パンゲア 15 セイカ食品（株） （株）博報堂 九州支社 （株）ティーアンドイー 2095

9 グランドパス ノリ放題の人生 15 西日本鉄道（株） （株）西鉄エージェンシー パイロン 2292

10 プチュレ 指で 15 ビューティプランニング （株）BBDO J WEST パイロン 2520

11 ＴＨＥ ＣＥＮＴＥＲ ＴＯＫＹＯ 「野球」 15 野村不動産（株） （株）読売広告社 （株）タンデム 2418

12 淡麗グリーンラベル 「ホームランダヨ」 15 キリンビール（株） （株）電通 （株）パラダイス・カフェ 2636

13 桜中学校平成４年度同窓会 校内放送 30 桜中学校同窓会幹事会 （株）東北新社 2001

14 ＳＫＩキャンペーン ＳＫＩ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＣＩＴＹ 30
ＪＡＰＡＮ　ＳＮＯＷ　ＰＲＯＪＥＣ
Ｔ

ＴＵＧＢＯＡＴ／（株）ジェイアー
ル東日本企画

（株）東北新社 578

15 エイズ予防 見えない連鎖 30 公共広告機構 （株）大広 （株）シースリーフィルム 619

16 SBS 漁師 60 静岡放送（株） （株）電通 （株）スプーン 1952

17
トップバリュ　タスマニアウール
セーター

広告する人　肌ざわり 30 イオン（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）サーマル 999

18 企業 ひまわり 60 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 1053

19 富士急ハイランド 絶叫本能 30 （株）　富士急ハイランド （株）電通 （株）電通テック 1375
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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
作品番

号

20 資生堂TSUBAKI 春・宣言 60 （株）資生堂 （株）アサツーディ・ケイ （株）東北新社 1444

21 炭火焼肉　清香園 スカウト 30 （有）永川物産 （株）西鉄エージェンシー （株）ビデオステーションキュー 1868

22 キシリッシュ 息だけ福山／増田さんの場合 30 明治製菓（株） （株）電通 （株）電通テック 2597

23 セレクトビューティー 形見 60 （株）クレディワールド
電通ヤングアンドルビカム
（株）／（株）電通 関西支社

（株）電通テック 関西支社 2788

24 ケーズデンキ店舗CM
店員王炊飯器/店員王シェーバー/店員王リ
モコン/店員王マッサージ機

30×4 ギガスケーズデンキ（株） （株）ズノー （株）パラダイス・カフェ 71

25 企業
工場で、働こう・岩尾/工場で、働こう・堤下/
工場で、働こう・虻川/工場で、働こう・劇団
ひとり

30×4 （株）アウトソーシング
（株）電通／（株）ワンスカイ／
（株）トレードマーク

（株）電通テック 229

26 コンコルド
コンコルド夫人　4/コンコルド夫人　5/コンコ
ルド夫人　6/コンコルド夫人　7’

15×4 （有）　新日邦 （株）　ダン （株）ザ・ないん 490

27 資生堂TSUBAKI 春・宣言/春・体感/夏・宣言 30×3 （株）資生堂 （株）アサツーディ・ケイ （株）東北新社 1498

28 ライフカード
フィッシング詐欺に気をつけて/スキミングに
気をつけて

30×2 （株）ライフ
TUGBOAT／（株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤ
Ｏ

（株）東北新社 1713

29 月桂冠　月 彼女の夢/赤の連想/ふたりの貝 30×3 月桂冠（株） （株）博報堂／プロペラ （株）東北新社 2036

30 福岡ソフトバンクホークス
「コーチな人々」松中/「コーチな人々」川﨑/
「コーチな人々」新垣

60×3
福岡ソフトバンクホークスマー
ケティング（株）

（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 1217

31 防災王子キャンペーン 防災の達人Ａ/防止の達人Ｂ 30×2 （株）産業経済新聞社 （株）ズノー （株）ザ・ないん 2946

32 へんないきもの 離婚 30 バジリコ （株）博報堂 （株）博報堂プロダクツ 1234

＊）NO.32はSmall Bagdetです。
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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
作品
番号

1 TVガイド お正月超特大号 出国撲滅・発売中 15 （株） 東京ニュース通信社 （株）博報堂 （株）葵プロモーション 99

2 ブスの瞳に恋してる ねるとん 15 関西テレビ放送 シンガタ（株） （株）東北新社 188

3 チューブ「TUBE」 TUBEを聞く大沢 15
（株）ソニー・ミュージックアソ
シエイテッドレコーズ

（株）電通 （株）ウィークス 193

4 暴君ハバネロ/暴君ベビネロ 選べる刺激 15 （株）東ハト （株）博報堂 （株）ウイングドフット 255

5 キャラット懐石２dish 裁判 15 日清ペットフード（株） （株）電通 （株）東北新社 376

6 脳力トレーナーポータブル アレリーマン 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）葵プロモーション 451

7 LOVE定額 LOVE定額・ティザー 15 vodafone（株） （株）博報堂イン・プログレス （株）アンデスフィルム 541

8 月桂冠　ザ・カップ OL・登場 15 月桂冠（株） （株）電通 関西支社 （株）電通テック 関西支社 586

9 ミスタードーナツ
ミスドリカちゃん第２弾　「レアルリカちゃん」
１

15
（株） ダスキン　ミスタードー
ナツ事業本部

（株）博報堂 （株）葵プロモーション 607

10 yorimo 『アイドル』 15 読売新聞 （株）電通 OKプラン＆プロデュース（株） 632

11 FANTA 「そうだったらいいのになデザイナー」 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 700

12 ムシューダ 結婚式 15 エステー化学 （株）電通 （株）東北新社 1083

13 \100マック 禁断症状 15 日本マクドナルド（株）
ビーコンコミュニケーションズ
(株）/電通（株）

（株）東北新社 1118

14 企業（ＡＱＵＯＳケータイ） 予感（電車） 15 ボーダフォン（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）東北新社 1170

15 フジカラーポストカード 「今年の一枚」 15 富士写真フイルム（株）
（株）電通／シンガタ（株）／
（株）ワンスカイ／（株）トレー
ドマーク

（株）マザース 1212

16 キンチョウリキッド 漂流 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社
（株）高映企画／（株）ホリプ
ロ

1219

17 写ルンですNight&Day 「花火のやる気」 15 富士写真フイルム（株）
（株）電通／シンガタ（株）／
（株）ワンスカイ／（株）トレー
ドマーク

（株）マザース 1237
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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
作品
番号

18 角川文庫 目薬 15 （株）角川書店 （株）電通 （株）東北新社 1256

19 ポッキーチョコレート お見合T 15 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社 （株）エンジンフイルム 1311

20 ガス暖房器 「実証実験」 15 広島ガス（株） （株）読売広告社 （株）マップ 913

21 MOTHER'S AUCTION 美輪さん（お母さん） 15 （株）アイディーユー （株）電通 関西支社 （株）春企画東京 2405

22 水性キンチョールジェット 草むしり 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）春企画東京 2417

23
GATSBY Wシステムデオドラン
トスプレー

「汗はどうして」 15 （株）マンダム （株）電通 関西支社 （株）渡辺企画 2499

24 肌美精 「絹子の肌は罪つくり」 15
カネボウ（株）ホームプロダク
ツ事業本部

（株）電通 （株）二番工房 2515

25 アミノサプリ 「夏！！’０５」 15 キリンビバレッジ（株）
（株）アサツーディ・ケイ／
(Creative Ag.) ＴＵＧＢＯＡＴ

（株）東北新社 2875

26 ２００５秋キャンペーン 「風とバイクとカエラ」 15 パルコ（株） 風とロック （株）東北新社 2878

27 ビーゴ 「ロードサイド」 15 ダイハツ工業（株） （株）電通 太陽企画（株） 2930

28 THE HIGH LOWS FLASH タバスコ 15 BMG JAPAN （株）博報堂 （株）博報堂プロダクツ 2986

29 ヤクルト 「登場・新パッケージ」(春無し) 30 （株）ヤクルト本社 （株）アサツーディ・ケイ （株）葵プロモーション 76

30
ナショナルアルカリイオン整水
器

口笛Ｓ 30 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （株）東北新社 191

31 通話無料（新機種登場） 枕元 60 （株）ウィルコム （株）電通／シンガタ（株） （株）マザース 192

32 企業広告 ご飯が炊けました 60 東京ガス（株） （株）電通 （株）ホリプロ 251

33 シャーロック 配列パターン 30 シャーロック（株） （株）電通 （株）ディートライ 311

34 LOVEブラ（スタンダード） 「運命を、あそぼう。」 30 （株）ワコール （株）電通 （株）ティー・ワイ・オー 433

35 yorimo 『アイドル』 60 読売新聞 （株）電通 OKプラン＆プロデュース（株） 633

36 FANTA 「そうだったらいいのになデザイナー」 30 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）葵プロモーション 702
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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
作品
番号

37 TOPPO カッパ 30 （株）ロッテ （株）ロッテ・アド／（株）電通 （株）電通テック 822

38 デジタル補聴器 パナソニックデジタル補聴器「会話の距離」 60 松下電器産業（株）
（株）大広／（株）大広ブラン
ドデザイン

（株）東北新社 940

39 乗馬フィットネス機器  ジョーバ サラブレッドになろう。 30 松下電器産業（株）
（株）クリエーターズグループ
ＭＡＣ

（株）ハット 2632

40 ワンダ100年ブラック 100年ブラック登場 30 （株）アサヒ飲料 （株）電通
（株）ディレクターズカムパ
ニー・レモン

972

41 イオンのクリスマス 広告する人　イルミネーション 60 イオン（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）サーマル 1010

42 ちょきんぎょ10周年 連鎖ちょきんぎょ 30 農林中央金庫
（株）博報堂クリエイティブ・
ヴォックス／（株）博報堂

（株）ニッテンアルティ 1019

43 セレクトビューティー 匠 60 （株）クレディワールド
電通ヤングアンドルビカム
（株）／（株）電通 関西支社

（株）電通テック 関西支社 1074

44 爪白癬DTC 男の決断 30 ノバルティスファーマ（株）
（株）電通／（株）ワンスカイ
／（株）トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 1080

45 企業 あそこもセコム 60 （株）セコム
クリエイティブ・コミュニケイ
ションズ（株）レマン

（株）ディレクターズカムパ
ニー・レモン

1174

46 写ルンですNight&Day 「花火のやる気」 30 富士写真フイルム（株）
（株）電通／シンガタ（株）／
（株）ワンスカイ／（株）トレー
ドマーク

（株）マザース 1239

47 ヘーベルハウス　耐震・耐火 「おせっかいな店」 30 旭化成ホームズ（株） （株）電通 （株）ティー・ワイ・オー 1266

48 きのこの山・たけのこの里 父ちゃんのために 30 明治製菓（株） （株）読売広告社 （株）ニットー 1388

49 企業広告 森下洋子 60 オムロンヘルスケア（株） （株）読売広告社 （株）パラダイス・カフェ 1457

50 企業 はじめて 90 松下電器産業（株） （株）大広 東京本社 （株）東北新社 1530

51 アヲハタ ブルーベリー（ユニバーサル） 30 キユーピー（株） （株）ライトパブリシテイ （株）ライトパブリシテイ 1988

52 エステワム ごあいさつ 30 （株）アルファイン
オグルヴィ・アンド・メイザー・
ジャパン（株）

（株）ティーアンドイー 2142

53 GATSBYフェイシャルペーパー 「拭いたら幸せ+へんなとこ」 30 （株）マンダム （株）電通 関西支社 （株）渡辺企画 2491

54 SUBARU R2 「グルグル」 30 富士重工業（株） （株）電通／TUGBOAT （株）電通テック 2581
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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
作品
番号

55 黒缶 猫の王国 30 アイシア（株） （株）東急エージェンシー （株）キャット 2600

56 年賀状キャンペーン 「この冬一番静かな罪」 30 日本郵政公社 （株）電通 （株）二番工房 2971

57 キシリトールガム スポーツを応援　室伏集中 30 （株）ロッテ （株）電通 （株）二番工房 3085

58 Nike Football Joga Bonito After a Training 30 （株）ナイキジャパン Wieden＆Kennedy Japan （株）　Rooftop 3138

59 Nike Football Joga Bonito UTE 30 （株）ナイキジャパン Wieden＆Kennedy Japan （株）葵プロモーション／HSI 3139

60 はなこ・わんぱくマン 「入れ替わり」 30
全国共済農業協同組合連合
会

（株） 博報堂 クリエイティブ・
ヴォックス

（株）ニッテンアルティ 3186

61
ジャーナリスト宣言キャンペー
ン

言葉のチカラ・オペラ/言葉のチカラ・希望 60,30 朝日新聞社 （株）電通 （株）葵プロモーション 123

62 株式会社クオーク 忍者＆バレリーナ/ラクダ 15×2 （株）クオーク （株）ピース・トライブ （株）グアダループ 182

63 月桂冠　ザ・カップ
サラリーマン・登場/サラリーマン・部長が/サラ
リーマン・いっしょに

15×3 月桂冠（株） （株）電通 関西支社 （株）電通テック 関西支社 351

64 ２４時間テレビ ＰＲスポット
楽屋（中居シェイク自然？）/楽屋（吾郎のガクが
はずれてる？）/楽屋（ウェトサプリって何？）/楽
屋（えん罪？）

30×3,60 日本テレビ放送網（株） シンガタ （株）東北新社 361

65 FMV 横綱の上で/チデジ/地底人 30×3 富士通（株） （株）電通／TUGBOAT （株）東北新社 385

66 銀のさら Restaurant/Delivery 30×2 イデア・リンク （株）電通 関西支社 （株）電通テック 関西支社 763

67 企業 親友の告白/上司の宣言 30×2 （株）ちゃんと
（株）電通／（株）ビルド・クリ
エイティブハウス

（株）スプーン 882

68 プレミアム・モルツ 宣言/男の料理/みんなの 高/お中元 30×4 サントリー（株） （株）博報堂 （株）サン・アド 949

69
ウーノ　バウンドファイバー/
ウーノ　マットファイバー/ウーノ
ソリッドファイバー

entertainment　ふかわりょう/entertainment　バ
ナナマン　日村/entertainment　マイケル
/entertainment　カンニング竹山

15×4 （株）資生堂 風とロック（有） （株）スプーン 1007

70 トップバリュ　なくすへらす 朝食/お弁当 30×2 イオン（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）サーマル 1018

71 角川文庫 本棚/ジーパン/本が逆/佐藤 30,15×3 （株）角川書店 （株）電通 （株）東北新社 1114

72 カラカリ 小学生/新体操 15×2 （株）おやつカンパニー （株）電通 関西支社 （株）高映企画 1190
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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
作品
番号

73 企業 宇宙船（爪）/宇宙船（蚊）/別れ 30×3 トランスコスモス（株） （株）電通 （株）東北新社 1482

74 サッポロ北海道生搾り 2005 新発売/エアロバイク/生産者の顔/お花見 15×4 サッポロビール（株） Wieden＆Kennedy Japan （株）ドアーズ 1753

75 ビデオフォン カメウサギ/アヒルイヌ 15×2 オフィス２４ （株）大広 東京本社 （株）東北新社 2002

76 キャナルシティ博多 つぶやきシロー/坂本一生 15×2 福岡地所（株） （株）電通九州 パイロン 2440

77 華流キャンペーン Party/Mother/Nosehair 30×3
（株）ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝ
ﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

（株）電通 （株）東北新社 2124

78 キリンラガービール 屋外ライブ（改訂）/スタジオライブ 30×2 キリンビール（株）
（株）アサツーディ・ケイ／
TUGBOAT

（株）ライトパブリシテイ 2163

79 DAKARA いまいち・ビタミン/寝起きドッキリ ＶＷ 15×2 サントリー（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）東北新社 2247

80 淡麗グリーンラベル 「行進ダヨ」/「イインダヨ」/「持ってきてよ」 15×3 キリンビール（株） （株）電通 （株）パラダイス・カフェ 2618

81 芝浦アイランド　ケープタワー ウォーキング/釣り 30×2 三井不動産（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）東北新社 2633

82 タウンワークワイド版 「ロデオ」/「新体操」 15×2 （株）リクルート （株）電通 （株）電通テック 2868

83 けっこう王子キャンペーン
激論・脳の老化/激論・少子化問題/激論・宇宙
人

30×3 （株）産業経済新聞社 （株）ズノー （株）ザ・ないん 2962

84 毎日スイッチ新聞 ティザー/ボリューム/照明 15×3 毎日新聞社
（株）博報堂／（株）博報堂 Ｄ
Ｙメディアパートナーズ

（株）葵プロモーション 306

85 PIKO ALOHA FAMILY 30 （株）クリムゾン （株）アサツーディ・ケイ （株）ピクス 1424

＊）NO.84,NO.85はSmall Bagdetです。
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テレビ地域ファイナリスト
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
作品
番号

1 X-ARCA 空手 15 札幌銀行 （株）博報堂／北海道博報堂 （株）モーニング 1435

2 北海Do-ingキャンペーン 新聞 15 読売新聞北海道支社 （株）電通北海道 （株）モーニング 1837

3 keff Ｋｅｆｆ　「新食感」（新発売） 15 よつ葉乳業（株） （株）電通北海道 （株）モーニング 1951

4 ＡＮＡキャンペーン キャンペーン告知　タマゴ 15 全日本空輸（株） （株）電通北海道 （有）レバン 1990

5
空き缶等の散乱防止（ポイ捨て禁
止）

「ポスター」 15 北海道 （株）電通北海道 （株）モーニング 2438

6 リボンシトロン・ナポリン しりとり 15 サッポロ飲料（株） （株）電通北海道 （株）モーニング 2449

7 キリンビール園 カンパイダー 15 ティーズ・エス・イー社 （株）電通北海道 （株）モーニング 3077

8 企業 手紙・トレーサビリティ 60 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 1137

9 北海道ぎょれん ３つの海 30 北海道漁業協同組合連合会 （株）アサツーディ・ケイ （株）モーニング 1224

10 サッポロ　クラシック 歌がある町 30 サッポロビール（株） （株）読売広告社 （株）ピクチャーズ 2017

11 白い恋人 夏用/秋用/冬用 30×3 石屋製菓（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア 1130

12 ０５年度　牛乳普及啓蒙
イライラ/眠れない夜/２つ開けちゃった/
生活の知恵

15×4 ホクレン農業協同組合連合会 （株）博報堂／北海道博報堂 （株）ニッポンムービー 1776

13 はぼまい昆布しょうゆ 組合長/組合員の連呼/クイズ/プリクラ 15×4 歯舞漁業協同組合 （株）北海道博報堂
エムズファクトリー／トライフェ
イス

2844

14 はぼまい昆布しょうゆ 書道/宇宙/香り立つ/山羊 15×4 歯舞漁業協同組合 （株）北海道博報堂
エムズファクトリー／トライフェ
イス

2846

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
作品
番号

1 照明器具 「青森のあかり」 15 （株）　北電 青森放送（株） 149

2 アクアマリンふくしま おもしろ魚展 15 （財）ふくしま海洋科学館 福島博報堂 スタジオレック 187

3
山形限定ドコモショップ、ドコモ
ランド　２００６初売り

「もちもち」 15
（株）NTTドコモ東北　山形支
店

（株）仙台博報堂 バブル 299

4 住宅情報 子供の唄 15 （株）　リクルート （株）電通 関西支社 （株）春企画 2202

5 公共広告機構 雑木林の教室 30 公共広告機構東北事務局 （株）仙台博報堂 グリーンプロモーション 1356

6 企業 女川育ち 30 （株）高政
（株）電通東日本／（株）藤崎
快適生活研究所

（有）Qoo 1959

7 企業
スカイ・ウォーカー/漁師/ファイヤー・ア
スリート

15×3
（株）綜合スタッフ・オプショナ
リー

（株）デーライト 太陽企画（株） 307

1



8 au 美人？　/鬼？ 15×2 KDDI（株） （株）電通／dof （株）東北新社 1762

9 ＮＴＴドコモ東北
お誕生会/未来の天文学者/ほんとうのなま
はげ

30×3 （株）ＮＴＴドコモ東北 協同広告（株） （株）ソニア／ＢＵＢＢＬＥ 2223

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
作品
番号

1 県立美術館 年始 15 静岡県
（株）エスビーエスプロモーショ
ン

（株）エスビーエスプロモーショ
ン

1035

2 （社）静岡県柔道整復師会 待合室改訂 15 （社）静岡県柔道整復師会
（株）エスビーエスプロモーショ
ン

（株）エスビーエスプロモーショ
ン

1038

3 Jリーグ06 開催告知 「（磐田）突き抜けるネット」 15 （財）日本サッカー協会 （株）博報堂 （株）ティー・ワイ・オー 1225

4 スタッフィング
「マリちゃん」　06/02　東海・広
島・岡山

15 （株）リクルートスタッフィング トレードマーク／ワンスカイ （株）マザース 1293

5
ホテルグランパシフィック
メリディアン

リセットしませんか 15 京急グループ 京急アドエンタープライズ 北陸スタッフ／フィックス 1653

6 企業イメージ 「宣言」 15 （株）ヨシケイ （株）中部日本広告社 （株）朝日メディアブレーン 1810

7 観光ＰＲ 「あなどれん」 15 静岡県 （株）ピーエーシー （株）SDTエンタープライズ 1956

8 TOUKAI-0（倒壊ゼロ） 「見ました？奥さん」 15 静岡県 （株）電通東日本 （株）SDTエンタープライズ 2057

9 企業イメージ 「もしも、無線技術が…」 15 アイテック（株） （株）アサヒエージェンシー （有） アンチテーゼ社 2590

10
again7周年・10％お買物券
プレゼント

「アリとキリギリス」 15 ショッピングプラザagain （株）ながのアド・ビューロ （株）ながのアド・ビューロ 2852

11 とことんマグロフェア とことんマグロフェア　2nd 15 （株）若鮨 （株）　アドブレーン社 （株）　アドブレーン社 3034

12 静岡新聞 場所A 30 （株）静岡新聞社 （株）電通 （株）スプーン 1666

13 佐鳴予備校 桜 30 佐鳴予備校 （株）電通東日本 （株）エンジンフイルム 2047

14 静岡産業大学情報学部 りんご 30 静岡産業大学 （株）電通東日本 （株）SDTエンタープライズ 2062

15 ESHiFT 転職歓迎会 30 （株）アルバイトタイムス （株）電通東日本 （株）SDTエンタープライズ 2302

16 地域キャンペーン （東京）江戸しぐさ 30 公共広告機構 （株）アサツーディ・ケイ （株）ＡＤＫアーツ 2955

17 企業 神様おしえて － 1/神様おしえて － 2 15×2 セキスイハイム東海　（株） 新企画（株） （株）ザ・ないん 635

18 DOMO! NET 働け　オタク　/働け　ヒモ 15×2 （株）アルバイトタイムス （株）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 802

19 TOKAIホームセキュリティ 防犯/救急/防災 30×3 TOKAI （株）電通東日本 （株）SDTエンタープライズ 1968

20
長野県A・コープ　県産優先・
国産こだわり宣言

「会話（焼肉）」/「会話（レタスしゃぶ）」 15×2
JA長野中央会地域農政部農
政対策課

（株）ながのアド・ビューロ （株）ながのアド・ビューロ 2758
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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
作品
番号

1 飲酒運転防止 『一杯のビール』 15 愛知県警察本部 廣告社（株） （有）マキシマ 577

2 鈑金・塗装ファブリカ 「鈑金・塗装 アクシデント」 15
（株）ファブリカコミュニケー
ションズ

（株）新東通信 （株）ピクニック・アド 967

3 フロムエー 2倍働く人・ウェイトレス 15 （株）リクルート （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 980

4 ザ・ラシックセール ボブ危機一髪 15
（株）三越名古屋カンパニー
ラシック

（株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 991

5 リリーベル お手入れ 15 スズラン（株） （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1005

6 企業 配達 15 （株）ミエライス
（株）電通 中部支社／（株）電
通 関西支社

（株）シースリーフィルム 1081

7 松坂牛せんべい 説教 15 かとう製菓 （株）アサツーディ・ケイ 太陽企画（株） 1339

8 アピタ大均一祭 「バレエ」　開催中 15 ユニー（株） （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1760

9 献血啓発 「献血物語」 15 富山県厚生部くすり政策課 （株）スカイインテック （株）イノセンス 2134

10 ワンダフル車検 「あと1週間」 15 （株）金沢丸善 ヨシダ・アド・ブレーン（株） （株）イノセンス 2244

11 ジュラシックセール 「ジュラシックセール」 15 （株）三越ラシック （株）電通 中部支社 （株）電通テック 名古屋支社 2319

12 企業 配達 30 （株）ミエライス
（株）電通 中部支社／（株）電
通 関西支社

（株）シースリーフィルム 1095

13 鈴鹿サーキット 「ワクワク2006」 30 （株）鈴鹿サーキットランド （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1201

14 パール写真 立ち寄りたくなる写真屋さん 60 パール写真 中部日本放送（株） 1495

15
中京テレビ　アナログ停波キャ
ンペーンCM

「あなたの街も、わたしの家も」 60 中京テレビ放送（株） 中京ビデオセンター（株） 1603

16 企業 神の手？ 30 （株）東名 （株）新東通信 （株）　ガレット 1891

17 松阪牛せんべい 説教 30 かとう製菓 （株）アサツーディ・ケイ 太陽企画（株） 2309

18 タウンワーク 登場/目線 15×2 （株）リクルート （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1123

19 中京テレビ・イメージスポット
第１８話　「チュウキョ～くんの夏休み・そ
の４」/第１９話　「秋の音」の巻/第２０話
「ひとりじゃないよ」の巻

60×3 中京テレビ放送（株） 中京ビデオセンター（株） 1142

20 企業 登場/名古屋じょう/キンキン 15×3
（株）セントラルパークアネック
ス

（株）電通 中部支社 （株）電通テック 名古屋支社 1504

21 パチンコオークラ国分店 ５日前/３日前/２日前/明日 15×4 オークラ 日本エージェンシー フィックス 1645

22 小松瓦
｢歌う職人たち（１番）｣/｢歌う職人たち（２
番）｣/｢歌う職人たち（３番）｣

15×3 小松製瓦 （株）日本エージェンシー （株）イノセンス 2159

23 赤福おかげの里 巣燕/働きものの手/食の幸/桜の舞 60×4 （株）赤福 （株）電通九州 （株）電通テック福岡支社 2931
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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
作品
番号

1
ボンルージュ　三番街のバー
ゲン

しっかり落とす開催前 15 （株）阪急ファシリティーズ （株）大広 （株）ビーンズフィルム 637

2 関西サイクルスポーツセンター 楽しさぶっちぎり 15 （財）自転車センター （株）大広 （株）創造 696

3 企業 2006初詣 15 京阪電気鉄道（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画 1161

4 ひらかたパーク「THE BOON」 「流行」 15 京阪電気鉄道（株） （株）博報堂 関西支社 東映シーエム（株） 大阪支社 1218

5 ２００６冬バーゲン マツコンにゾッコン 15
（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／蛍光
ＴＯＫＹＯ

（有）ハルック 1423

6 京都府知事選挙期日告知ＣＭ 折り返し地点（今日） 15 京都府選挙管理委員会 （株）博報堂 関西支社 （有）ハルック 1439

7 ガスタイプ登場 「イナバウア－」 15 タマホ－ム（株） （株）大広 （株）シーエムハウス 1447

8
ひらかたパーク　ひらかた大菊
人形

「少女の頬に菊」 15 京阪電気鉄道（株） （株）博報堂 関西支社 東映シーエム（株） 大阪支社 1901

9 デカパトス・オープン告知 「タコつかん」 15 ヤマハ発動機（株） （株）電通西日本 （株）日広工房 2432

10 （社）近畿地区信用金庫協会 「ナニに乗ってる」 30 （社）近畿地区信用金庫協会 （株）Ｔ＆Ｔアド （株）クリエイターズユニオン 68

11 企業 街の灯「灯の言葉」 60 関西電力（株） （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ 関西支社 （株）ハイスクール 1040

12 ファミリー割引他 帰ってきた娘 60 （株）NTTドコモ関西 （株）電通 関西支社 （株）オールウェイズ 1045

13 イングランドの丘 何でコアラ？ 30 （株）ファーム （株）電通西日本 （株）エンジンフイルム 1811

14 カンテーレ２００５秋冬
ドカン/虫/おかん(できる子）/キャッ
チャー

10×
2,15/10 関西ﾃﾚﾋﾞ放送（株） （株）電通 関西支社 （株）電通テック 関西支社 298

15 eo光
eo光テレビ・訪販　第1話/eo光テレビ・訪販
第2話/eo光テレビ・訪販　第3話/eo光テレ
ビ・訪販　第4話

30×4 （株）ケイ・オプティコム （株）読売広告社 （株）21インコーポレーション 1176

16 グランドオープン
｢4日前｣/｢3日前｣/｢新しい流れ、日本橋へ｣/
本告(31日まで)ナレーション改訂

15×4 （株）ニノミヤ （株）博報堂 関西支社 （株）ニッポンムービー大阪 1841

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
作品
番号

1 ドリーミーダブル ミュージカル・一枚に 15 （株）中国銀行 （株）アサツーディ・ケイ メビウス（株） 142

2 Roast Salt Roast SaltAタイプ 15 伯方塩業（株） （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ 関西支社 （株）ビーンズフィルム 899

3 おサイフケータイ 「サラリーマン集団」 15 （株）NTTドコモ中国
（株）電通西日本 広島支社／
（株）中国広告通信社

（株）アットアームズ 1075

4



4 美作大学 「はみがき」 15 美作大学 （株）電通西日本 岡山支社 （株）スペース 1138

5 企業 「きゅうくつなパズル」 15 （株）キャリアプランニング
（株）天満屋アドセンター／
（株）電通西日本 岡山支社

（株）ビーンズフィルム 1465

6 らくれん夕しぼり 「オンリー・夕」 15 四国乳業（株） セーラー広告（株） （株）イノセンス 1960

7 池田質舗 「やり手」 15 池田質舗 セーラー広告（株） （株）イノセンス 1965

8 企業広告 食べるなら 15 （株）ケイコーポレーション （株）電通西日本 岡山支社
（株）ワンダーランドハウス／
石田図工室

2762

9 GROP 自立 30 （株）グロップ （株）岡山毎日広告社 （株）東北新社 355

10 カロリーコントロールアイス がんばりました 30 江崎グリコ（株） （株）大広 （株）プランドゥプロダクション 931

11 （株）徳島派遣センター 「間違い」 30 （株）徳島派遣センター セーラー広告（株）　徳島支社 （株）スペース 1317

12 月曜新台入替05' 大脱走 30 ＪＪ　自由時間 （株）博報堂 関西支社 （有）ハルック 1417

13 公共マナー 裸の王様 60 （社）公共広告機構 （株）電通西日本 岡山支社 （株）ワンダーランドハウス 2744

14 FOMAプラスエリア
マイナス思考/他人の着信音/夢を見る
と

15×3 （株）NTTドコモ中国
（株）中国広告通信社／（株）
中国博報堂

（株）ブルックス 237

15 NTTドコモ中国
鳥取砂丘のハンググライダー/倉敷児島
のジーンズ屋さん

30×2 （株）NTTドコモ中国
（株）国連社／（株）中国広告
通信社

（株）ドマーニ 436

16 企業広告 深呼吸する女/深呼吸する男 15×2 山陽新聞社 （株）電通西日本 岡山支社 （株）プランドゥプロダクション 1494

17 マドンナウェディング
「マドンナ誕生（夕暮れの海岸）」/「マドンナ
誕生（レストラン）」/「マドンナ誕生（夜の公
園）」

30×3 ホテル椿館 セーラー広告（株） （株）イノセンス 2048

18 いよてつICい～カード
「e-カード　これから。」/「e-カード　改札、ワ
ンタッチ。」/「e-カード　精算、ラクラク。」/
「e-カード　タクシー、OK。」

15×4 伊予鉄道（株） セーラー広告（株） （株）あいコミュニケーションズ 2064

19 企業 やかん/放水訓練 15/30 ものばんく （株）BBDO J WEST ワンダーランドハウス 3099

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
作品
番号

1 茶流彩彩 さんぴん茶 初恋 15 日本コカ・コーラ（株） （株）電通 （株）葵プロモーション 132

2 フューチャールネッサンス 逆面接 15 （株）アクセルホールディング （株）ハイスクール 1050

3 いちごオ・レ UFO 15 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 2240

4
第２３回ＪＡＡＡクリエイティブ研
究会・福岡

泳ぎ方 15
ＪＡＡＡ九州広告業協会事務
局

（株）西鉄エージェンシー （株）ビデオステーションキュー 2364

5 母の日 母の写真 15 トキハ 凸版印刷（株）
トッパンアイデアセンター西日
本

2545
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6 企業 兄弟 15
大分マリーンパレス水族館う
みたまご

（株）電通九州 ティーアンドイー 2595

7 Spring Fair 桜 15 博多リバレインイニミニマニモ （株）電通九州 パイロン／Ｕ２ 3028

8 タウンワーク カウントダウン 15 リクルート （株）電通 関西支社 （株）春企画 3130

9
ウイズカードポイントアップ
デー

チャンス 15 井筒屋 （株）電通九州 3150

10 ７月同和問題啓発強調月間 たんぽぽ 30 福岡市 （株）電通九州 （株）電通テック 1008

11 70周年大創業祭 本気の大創業祭 30 井筒屋 （株）電通九州 スタジオ56 1014

12 典礼会館 椅子 30 日本セレモニー （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ 九州支社 （株）ビデオステーションキュー 2032

13 企業イメージ 電車の夜 30 西日本鉄道（株） （株）西鉄エージェンシー VOZ 2291

14
ＭＵＳＩＣ　ＣＩＴＹ　ＴＥＮＪＩＮ　２０
０５

スピーカー 30
ミュージックシティ天神実行委
員会

（株）西鉄エージェンシー （株）ビデオステーションキュー 2354

15 海童 祝の赤「夢」 30 濱田酒造（株） （株）西広 （株）ビデオステーションキュー 2697

16 企業 「アリ」ーセリフA 30 （株）テレビ熊本 宣伝開発（株） （株）ワンダーランドハウス 3151

17 ディックスクロキ企業 裏切り/失恋 15×2 （株）ディックスクロキ （株）利助オフィス （株）ワンダーランドハウス 88

18 長崎角煮まんじゅう
友達A宿題/友達B青春/友達C忘れない
でね

30×3 （有）岩崎食品 （株）ハリケーンフィルムズ 1188

19 １４５周年　企業 大家族/老夫婦 30×2 フンドーキン醤油（株） （株）BBDO　J　WEST ワンダーランドハウス 2511

20 ＺＡＴＵＲＮ 汗/呼吸/マユミ 15×3 スペースワールド （株）電通九州 パイロン／Ｕ２／ナガフジ 2568

21 ＮＴＴドコモ九州
ケータイの宿題/どんなときも/未来を守
る

60,30×
2

（株）ＮＴＴドコモ九州 （株）電通九州 （株）ワンダーランドハウス 2644

22 ふくや企業CM あるもので/おべんとう 30×2 （株）ふくや （株）西広 （株）ビデオステーションキュー 2673

23
１００円均一祭、お買得市、わ
くわくデー

金曜　/土日/平日 30×3 （株）サニー （株）BBDO J WEST （株）ビデオステーションキュー 2808

24 企業 ダニ/ツチノコ/スズムシ 15×3 （株）テレビ熊本 宣伝開発（株） （株）ワンダーランドハウス 3153
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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
作品
番号

資生堂アデノゲン＆マキ
アージュ

聖夜の２人／その１
聖夜の２人／その２
聖夜の２人／その３

90×3 （株）資生堂 （株）トウインクル （有）福本ゆみ事務所 1321

ＣＤ 中尾良宣

ＣＰ

プランナー 福本ゆみ

コピー 福本ゆみ

プロデューサー 加藤謙二

PM

ディレクター 福本ゆみ

撮影

照明

アートディレクション

編集

ミキサー 安田慎一

ＳＥ 佐々木聖子

タレント

ナレーター 森一馬/中田譲治/村井理恵　

音楽会社

作詞

作曲

歌手

ＣＧ

その他 ＰＭ：加藤智一/斎藤真澄
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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
作品
番号

1 愛鳥キャンペーン 鳥劇団 90 サントリー（株） （株）電通 （株）ランダムハウス 1096

2 キユーピーマヨネーズ ワンダフルベジタブル・キャベツ 90 キユーピー（株） （株）大広 東京本社 2892

3 ネムー フランス王妃／くのいち 90×2 大塚製薬（株） （株）電通
（株）ランダムハウス／（株）エ
フエム東京

3089

4 企業 ウイスキー 20 （株）エフエム愛知 （株）電通 中部支社 （株）エフエム愛知 1568
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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
作品
番号

1 キレイキレイ　ブクブクガラガラ液 父帰る 20 ライオン（株） （株）文化放送 1671

2 富士急ハイランド 人生コースター 20 （株）富士急ハイランド （株）電通 （株）大日 1885

3 エコ割 エコ割ラジオCM 20 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 3132

4 米 「どっちが偉い」 90
青森県産米需要拡大推進本
部

青森放送（株） 160

5 ナショナルエアコン つまんない 60 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 532

6 ナショナル生ゴミ処理機・Ｎのエコ計画 連鎖 60 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 534

7 ICレコーダー 結婚式/葬式/退職 40×3 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （株）ランダムハウス 1474
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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
作品
番号

1 禁煙プログラム エアロビ（禁煙サイト） 20 ノバルティスファーマ（株） （株）電通／（株）リワインド （株）エフエムサウンズ 409

2 悪魔の棲む家 悪魔つき 20
20世紀フォックスホームエン
ターテインエントジャパン（株）

（株）電通 （株）文化放送 1614

3 そろばん 強盗 20 全国珠算教育連盟 （株）電通 （株）文化放送 1920

4
明光義塾夏期講習ホラーキャ
ンペーン

大人の脳は怖い 20 明光義塾 シンガタ（株）／（株）電通 （有）福本ゆみ事務所 2285

5 フロム・エー 怪しいバイト？ 60 （株）リクルート （株）電通 中部支社 ミックス 1917

6 フロム・エー 時給換算 60 （株）リクルート （株）電通 中部支社
（株）エフエム愛知／（株）アセ
ント

2346

7 ナショナル冷蔵庫 探し物 120 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 535

8 ナショナルＩＨクッキングヒーター カレーの不思議 120 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 536

9 とらばーゆnet 向いてるお仕事１/向いてるお仕事２ 60×2 （株）リクルート （株）電通 中部支社 （株）ミックス 1925

10 上田安子服飾専門学校 スカート/ブーツ/ブラジャー 20×3 上田安子服飾専門学校 （株）電通 関西支社 （株）ビッグフェイス 352

11 企業 ウシ/セミ/業界人 20×3 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 2411
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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
作品
番号

1 亀久一のそば 「そば屋のようなそば屋」 20 亀久一 青森放送（株） 151

2 ドドンパ 手術室 20 （株）富士急ハイランド （株）アドブレーン社 （株）アドブレーン社 3073

3 ＴＢＣタブチ 「逆さ言葉」 20 （株）タブチ （株）大広 （株）ビッグフェイス 643

4 焼肉ぱいんひる こころのこえ 20 焼肉ぱいんひる （株）エフエム熊本 （株）エフエム熊本 2739

5
ナショナルランドセル１１０番ブ
ザー

行ってきます 20 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 678

6 サントリー天然水 いち 20 サントリー（株） （株）電通 （株）ランダムハウス 1056

7 パナソニックデジタル補聴器 熟年離婚 20 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （株）アットアームズ 1612

8 SIIの電子辞書 洋楽翻訳選手権・日本語禁止 20 セイコーインスツル（株） （株）オリコム （株）ランダムハウス 1690

9 富士急ハイランド さおりの主張 20 （株）富士急ハイランド （株）電通 （株）大日 1880

10 明光義塾 個性 20 明光義塾 シンガタ（株） （有）福本ゆみ事務所 1905

11 ヤクルト 株 20 （株）ヤクルト本社 （株）アサツーディ・ケイ 1977

12 カロリーメイト 足軽 20 大塚製薬（株） （株）電通
（株）ランダムハウス／（株）エ
フエム東京

2640

13 川場スキー場 あの頃はよかった 40 川場リゾート（株） コモンズ（株） 2533

14 FOMA 恋は右往左往 120 （株）NTTドコモ東海 （株）電通 中部支社
（株）エフエム愛知／（株）アセ
ント

890

15 アサヒドーカメラ 好き者の合コン 120 アサヒドーカメラ （株）新東通信 （株）ミックス 945

16 救急車適正利用 元気なおっちゃん 60 神戸市消防局 （株）博報堂 関西支社 （株）ステップ 1258

17 ＢＯＳＳ ゲ－ム 60 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所 517

18 ザ・サントリ－・オ－ルド スロ－ライフ 60 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所 523

19 小学一年生 かわいい別れ 40 （株）小学館 （株）電通 （株）大日 751

1



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
作品
番号

20 ナショナル食器洗い乾燥機 雨の音 60 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 1562

21 食事と一緒に十六茶 食卓 40 アサヒ飲料（株） （株）博報堂 （有）グッドアイデア 1730

22 パナソニック・テレビドアホン 声（せい）転換ドアホン 60 松下電器産業（株） （株）博報堂 （株）タンゴ 1832

23 キシリッシュ 恋をしましょう 60 明治製菓（株） （株）電通 （株）エムアイティギャザリング 2798

24 ジーノ　フォレスティーノ 写真 40 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 2869

25 携帯 父 120 （株）NTTドコモ
（株）電通／（株）エヌ・ティ・
ティ・アド

（有）福本ゆみ事務所 1907

26 カロリーメイト 停電お屋敷 150 大塚製薬（株） （株）電通
（株）ランダムハウス／（株）エ
フエム東京

2152

27 秋田県観光ＰＲ
うまい国、秋田/たぎる国、秋田/じんわりの
国、秋田

60×3
秋田県産業経済労働部観光
課

（株）エフエム秋田 （株）エフエム東京 2954

28 長崎皿うどん サラウンド/俺のことは？/残りもんと違う 20×3 （株）マルタイ （株）大広九州 パイロン 336

29 ランドセル１１０番ブザー ツル/ヒバリ/共通言語 60×3 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 305

30 サクロン 駅/さおだけ/蛍の光/キーボード 20×4 エーザイ（株） （株）電通 （株）エムアイティギャザリング 475

31 ＢＯＳＳ 同族企業/株主/外資系企業 40×3 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所 512

32
パナソニック街角見守りセン
サーシステム

回り道/見守る目 120×2 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （有）福本ゆみ事務所 677

33 サントリ－チュウハイ「-196℃」 「メ－ル」/「セックスレス」/「不祥事」 20×3 サントリー（株） （株）大広 （有）福本ゆみ事務所 769

34 企業 結婚写真/誕生写真/別れの写真 60×3
キヤノンマーケティングジャパ
ン（株）

（株）博報堂／（株）　博報堂
シーアンドディ

（有）福本ゆみ事務所 1182

35 キユーピーマヨネーズ
サウンドスケープ・キャベツ/サウンドスケー
プ・アスパラ/サウンドスケープ・ソラマメ/サ
ウンドスケープ・ゴーヤー

60×4 キユーピー（株） （株）大広 東京本社 2to4,Inc.／（株）１９９１ 1624

36 キユーピーマヨネーズ
ワンダフルベジタブル・レタス/ワンダフルベ
ジタブル・キュウリ/ワンダフルベジタブル・ダ
イコン

90×3 キユーピー（株） （株）大広 東京本社 2334
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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
作品
番号

37 ＣｏｏｋＤｏ
簡単に料理する男「将棋」/簡単に料理する
母「赤ずきん」/簡単に料理する弟子「オペ
ラ」

20×3 味の素（株） （株）電通 （株）ランダムハウス 2414

38 キユーピーマヨネーズ
ワールドマヨネーズ　ドイツ/ワールドマヨ
ネーズ　ギニア

60×2 キユーピー（株） （株）大広 東京本社 2876

39 企業広告 キッズケータイ/子離れ/エコ端末/パラレル 120×4 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（株）エヌ・ティ・ティ・アド／
（株）電通

（有）福本ゆみ事務所 2992

40 自動車リサイクル法
自動車リサイクル促進センター時報CM時報
ダジャレ 10x9

90
（財）自動車リサイクル促進セ
ンター

（株）博報堂 （株）1991 1411

＊）NO.40はラジオ企画です。

3



ラジオ地域ファイナリスト

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
作品
番号

1 ジンギスカンキャラメル 高くて手が出るｙｏ！ 20 （株）札幌グルメフーズ （株）ＳＴＶラジオ 704

2 企業 長助くんと部長 40 長栄交通（株） （株）ＳＴＶラジオ 710

3 サッポロクラシック ＹＡＳＵさんとＹＡＳＵＮＯくん 60 サッポロビール（株） （株）読売広告社 （有）フットワーク 3008

4 ナショナル　電気カーペット おでかけのモヤモヤ 90 松下電器産業（株） （株）大広 東京本社 （株）ビッグフェイス 915

5 やきそばできました。
うまい言い訳/バンド/私もできた/「ソー
スっね！」

20×4 日清食品（株） （株）電通北海道 （株）パナマ 2164

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
作品
番号

1 山菜加工と企業 「山の子　いくつ」 20 嶽温泉　岩木屋 青森放送（株） 154

2 母の日ギフト 物忘れ 20 ローソン東北ローソン支社 仙台博報堂 イトオンＪスタジオ 1345

3 あっさりなす そうだなす 20 小田原屋 コスモアトリエ （株）ラジオ福島 2778

4 音で聞くおいしい山形 食事処 80
やまがた観光キャンペーン推
進協議会

（株）ＴＢＳﾗｼﾞｵ＆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ｽﾞ

3062

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
作品
番号

1 企業PR 静かなひととき 20
（社）栃木県自動車整備振興
会

アサヒノ広告（株） アビックスタジオ金沢 2672

2 企業イメージ ドリームフェリー　イメージ 20
（株）エスパルスドリームフェ
リー

（株）博報堂 静岡支社 静岡エフエム放送（株） 3024

3 長野都市ガス 車内アナウンス 20 長野都市ガス（株） （株）アサヒエージェンシー 種山事務所 3025

4 千葉銀行 魅惑のドライバーズシート 60 千葉銀行 （株）電通東日本 （株）大日 2190

5 川場スキー場 雪質 40 川場リゾート（株） コモンズ（株） 2541

6 ワイズマート
ワイズマート川柳（クレジット）/ワイズ
マート川柳（Edy）/ワイズマート川柳（ポ
イント）

20×3 （株）ワイズマート （株）電通東日本 （株）大日 2024

7 富士タクシー 大当たり/ある女の告白 15×2 富士タクシー（株） （株）新潟博報堂 中村音楽工房 2121

1



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
作品
番号

1
2006年度オープンキャンパス
告知（7/23開催）

『ナナと兄さん』 20 名古屋経済大学 廣告社（株） （株）スタジオ企画 575

2 自動車ローン 自動車ローン／実は･･･ 20 東海労働金庫 （株）名鉄エージェンシー 株式映像ボックス 1453

3 月刊ケリー5月号 どちらも 20 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画 1570

4 オール電化 ネーゼ 20 中部電力 （株）電通 中部支社 （株）ミックス 1916

5 喜多の湯 実験 20 （株）　カケン （株）新東通信 （株）　スタジオ企画 1976

6 愛知学院大学 「元素記号」 20 愛知学院大学 （株）電通 中部支社 オガワマコトオフィス 2323

7 UR賃貸住宅 要りません。 20 都市再生機構　中部支社」 （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ （株）スタジオ企画 2498

8 キリンビール 川たちの名前 40 キリンビール（株） （株）電通 中部支社
（株）シースリーフィルム／
（株）ミックス

479

9 鈴鹿サーキット 「HONDA　Music」 40 （株）モビリティランド （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1243

10 企業 吠える犬 40 東邦ガス（株） （株）アサツーディ・ケイ アーバンライフスタジオ（株） 1686

11 月刊ケリー6月号 呼吸を止めて一秒 60 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画 1886

12 受験生応援 風邪/テレビ/睡魔 60×3 愛知大学 （株）電通 中部支社 （株）ミックス 886

13 企業 ファミレスのふたり/洗剤/取調べ 60×3 愛知大学 （株）電通 中部支社 （株）ミックス 1576

14 リクルートスタッフィング

日替わりラジオCM～月曜日～/日替わ
りラジオCM～火曜日～/日替わりラジ
オCM～水曜日～/日替わりラジオCM
～木曜日～、日替わりラジオＣＭ～金
曜日

20×5 （株）リクルートスタッフィング （株）電通 中部支社 （株）ミックス 2347

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
作品
番号

1 アトランティス・アイゼン オープン告知・手帳 20 （株）楽山 （株）電通西日本 （株）ステップ 600

2 リクナビNEXT 役に立たない情報 20 （株）リクルート （株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション 2265

3 ボディベールうるおいアロマ 母親似 20 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 2275

4 阪神高速 過積載 20 阪神高速道路公団 （株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション 2283
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5 ランドセル１１０番ブザー オンエア拒否 20 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 2684

6 ナショナルソイエ ツルツル 40 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 295

7 アクネス 先生の似顔絵 40 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 724

8 洗濯乾燥機（ＵＤ） 「相手の声」 60 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 779

9 美容商品 「寿退社」 40 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 783

10 妖精の翼ランドセル 小学生に聞く重荷／秘密 40 （有）カザマ （株）電通 関西支社 （株）ステップ 948

11 企業CM 夫婦の攻防 60 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 2287

12 グリーンサンタキャンペーン グリーンサンタキャンペーン 120 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 1550

13
ナショナルツインPa音声ガイド
つき

夫婦喧嘩 70 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 1565

14 テレビ電話 「ベビーローテンション・成長」 120
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ関
西

（株）電通 関西支社 （株）ビッグフェイス 2809

15 サラサラすっきり調製豆乳 ８月２３日/９月１９日/９月２０日/９月３０日 80×4 不二製油（株） （株）電通 関西支社 （株）ビッグフェイス 369

16 企業 デザイナー/印刷会社/親子 120×3 （株）ケイ・オプティコム （株）読売広告社 （株）ヒッツコーポレーション 1574

17 ハムリンズ商品 「パパとわたし」/「カノジョとカレシ」 60×2 日本ハム（株） （株）電通 関西支社
（株）ビッグフェイス／（株）ベ
ストプロジェクト

3007

18 ナショナル　イオンスチーマー 体調/年齢/化粧 20×3 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 3058

19 パワ－プロダクション
「6時腹筋」/「9時素振り」/「12時エアロビ」/
「24時リフティング」

25×4 江崎グリコ（株） （株）大広 （有）RECO 812

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
作品
番号

1 ひとり暮らし 「うちにこない？」 20 （株）デオデオ （株）電通西日本 広島支社 （株）プランドゥプロダクション 1290

2 日本の職人展 「教習」 20 天満屋広島緑井店 （株）電通西日本 広島支社 （株）プランドゥプロダクション 1299

3 ネオライスマスター ゴマスリ 20 （株）サタケ （株）全新企画社 （株）イマジン 2349

4 国際観光旅館 和解 30 湯野温泉紫水園 山口放送（株） 山口放送（株） 2371

5 公共マナー 裸の王様 40 （社）公共広告機構 （株）電通西日本 岡山支社 （株）ワンダーランドハウス 2751

6 スーパーコロナ 天使が通る 60 太陽石油（株） （有）福本ゆみ事務所 3136

7 パケホーダイ 「熟年夫婦」 80 （株）ＮＴＴドコモ四国
西日本放送サービス（株）／ド
コモサービス四国（株）

（株）イノセンス松山支社 1842
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8 パケホーダイ 「斎藤さんのおすすめ・春用」 80 （株）ＮＴＴドコモ四国
西日本放送サービス（株）／ド
コモサービス四国（株）

（株）イノセンス松山支社 1844

9
家族間メール利用促進「マメマ
メール」

「ひらがなばかり」/「同じメール」/「絵文字」 20×3 （株）ＮＴＴドコモ四国
西日本放送サービス（株）／ド
コモサービス四国（株）

（株）イノセンス松山支社 1838

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
作品
番号

1 格安チケット 急だな 20 （株）ジェイスポット （株）西鉄エージェンシー （株）アプト・クリエーション 414

2 炭火焼肉　清香園 アミ 20 （有）永川物産 （株）西鉄エージェンシー （株）アプト・クリエーション 1543

3 ウィンターバーゲン 「ひいたかな？と思ったら」 20 ショッパーズ専門店街 （株）三広 マイティスタジオ 1661

4 夏のバーゲン やすい 20 ソラリアステージ （株）西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション 2381

5 クリスマス 外したくない 20 ソラリアステージ （株）西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション 2396

6 ZATURN 取調べ 20 スペースワールド （株）電通九州 パイロン／U2 2608

7 ホテル竜宮 だいたんなふたり 20 ホテル竜宮 （株）エフエム熊本 （株）エフエム熊本 2749

8 白岳しろ 「明日へつながる夜」 60 高橋酒造（株） （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション 2917

9 企業イメージ プロポーズ/マンション管理/引越し 20×3 西鉄不動産（株） （株）西鉄エージェンシー （株）アプト・クリエーション 806

10 企業 やさしくすること/24の季節/月 60×3 （株）アスカコーポレーション （株）電通九州
（株）アプトクリエーション／（有）
パイロン

2735

11 ＭＢＣラジオ 今も昔もラジオはあったかい 40 （株）南日本放送 （株）南日本放送 （株）南日本放送 3105
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特　別　賞

技術名 個　人　名 商　品　名 題　　　名 秒数

ベストＣＤ 岡康道 ライフカード 海外出張/a Xmas night/フレッシュマン来たる/マドンナ 30×4

ライフカード フィッシング詐欺に気をつけて/スキミングに気をつけて 30×2

FOMAテレビ電話 理由/探し物/仲裁 60×2,30

Apeos C・ロナウド/田臥勇太/ロナウド　闘牛 30×3

シチズン時計 Starting Over 60

ＳＫＩキャンペーン ＳＫＩ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＣＩＴＹ 30

ベストプランナーテレビ 麻生哲朗 ライフカード 海外出張/a Xmas night/フレッシュマン来たる/マドンナ 30×4

FOMAテレビ電話 理由/探し物/仲裁 60×2,30

澤本嘉光 エコ割 マウントラッシュモア　/ロケ　/塩とスモウ　/行ったフリ 30×4

ガスパッチョ！ 「ピピッとコンロ・信長」/「マイホーム発電・フレミング」/「床暖房・小野妹子」 30×3

ガスパッチョ！ 「ミスティ・ガリレオ」 15

牛乳に相談だ。キャンペーン バスケ/ラブレター/ライオン 30×3

牛乳に相談だ。キャンペーン ラブレター 15

トヨタ自動車 Humanity 60

ベストプランナーラジオ 井田万樹子 ナショナル生ゴミ処理機・Ｎのエコ計画 連鎖 60

ナショナル冷蔵庫 探し物 120

ナショナルＩＨクッキングヒーター カレーの不思議 120

福本ゆみ 資生堂アデノゲン＆マキアージュ 聖夜の２人／その１/聖夜の２人／その２/聖夜の２人／その３ 90×3

明光義塾夏期講習ホラーキャンペーン 大人の脳は怖い 20

ベストコピー 松田正志 長野時計店 「時間の関係」/「HappyBirthTime」/「にんげんの時間」/「時の商人」 30×4

ベストプロデューサー 大平崇雄 資生堂TSUBAKI 春・宣言/春・体感/夏・宣言 30×3

資生堂TSUBAKI 春・宣言 60

伊右衛門 四季 90

伊右衛門 川床 /雪だるま /がんこ /風鈴 30×4

阿部薫 ライフカード 海外出張/a Xmas night/フレッシュマン来たる/マドンナ 30×4

ベスト演出 関口現 ライフカード 海外出張/a Xmas night/フレッシュマン来たる/マドンナ 30×4

ライフカード フィッシング詐欺に気をつけて/スキミングに気をつけて 30×2

ガスパッチョ！ 「ピピッとコンロ・信長」/「マイホーム発電・フレミング」/「床暖房・小野妹子」 30×3

ガスパッチョ！ 「ミスティ・ガリレオ」 15

ベスト撮影・照明 Mattias Montero／菊池直
輔

トヨタ自動車 Humanity 60

石川寛／藤井貴浩 トンボ鉛筆
「鉛筆」　改訂/「修正テープ」　改訂/「スティックのり」　改訂/「消しゴム」　改
訂

30×4

丹野英之／時松哲哉／
中谷佳保里
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特　別　賞

技術名 個　人　名 商　品　名 題　　　名 秒数

ベストアートディレクション 玉川健司／田中嗣久 クリスマスイメージ 雪道 30

ベスト音楽賞 はなわ 雪国もやし 「はなわ熱唱」　高いよ 15

キャンペーン特別賞 資生堂TSUBAKI 春・宣言 60

話題賞 ウーノ　バウンドファイバー
entertainment　長州小力/entertainment　いつもここから　菊地
/entertainment　アンガールズ　山根/entertainment　アンガールズ　田中 15×4

演技賞 オダギリジョー ライフカード 海外出張/a Xmas night/フレッシュマン来たる/マドンナ 30×4

矢作兼（おぎやはぎ） FOMAテレビ電話 理由/探し物/仲裁 60×2,30

資生堂TSUBAKI 春・宣言/春・体感/夏・宣言 30×3

資生堂TSUBAKI 春・宣言 60

資生堂TSUBAKI出演の皆
さん（仲間由紀恵、
田中麗奈、上原多香子、
広末涼子、観月ありさ、
竹内結子、荒川静香、
森泉、吹石一恵、
黒木メイサ、香里奈、
相沢紗世）
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