
応募総数 2727本 （テレビ　1936本　　　　ラジオ　791本）

テレビスポット テレビCM（16秒以上） 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 6 9

ＡＣＣシルバー 11 9 2 22

ＡＣＣブロンズ 9 12 11 1 33

ＡＣＣファイナリスト 19 35 18 3 75

ラジオスポット ラジオCM（21秒以上） 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 2 2 4

ＡＣＣシルバー 5 1 2 8

ＡＣＣブロンズ 4 4 4 12

ＡＣＣファイナリスト 11 12 8 31

※総務大臣賞とＡＣＣグランプリ受賞作品は同一作品

特別賞 13賞　

ＡＣＣ地域ファイナリスト

175本 （テレビ　108本　　　　ラジオ67　本）

　　社団法人全日本シーエム放送連盟（ＡＣＣ）

テレビ

ベスト10

ラジオ

ベスト５

2007 47th 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

マクセルDVD

ずっとずっと。新留小学校 篇 ずっと
ずっと。3人の思い出 篇 ずっとずっと。
最後の授業 篇 ずっとずっと。最後の
日 篇

60 60 
120 
120

日立ﾏｸｾﾙ株式会社    （株）アサツーディ・ケイ    （株）葵プロモーション    385

CD ｻﾄｰ克也

クリエイティブ・プロデューサー 小林　晃

プランナー 久山弘史／山田高之

コピー ｻﾄｰ克也／久山弘史／山田高之

プロデューサー 青木豊

PM 佐々木渉

ディレクター 久山弘史／山田　高之

カメラマン ﾅｶｶﾞﾜｶﾂﾔ／馬路　貴子

エディター 加納秀人／清水憲一郎

ミキサー 川口俊秋

ナレーター 成田浬

音楽会社 青空

作曲 レメディオス

演奏・歌手 竹内ストリングス
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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 ホワイト家族２４ 予想外な家族 店頭 声変わり  30 30 15 ソフトバンクモバイル株式会社    シンガタ （株）電通   ギークピクチュアズ    1123

2 アディダス　ブランド広告

IMPOSSIBLE IS NOTHING-Tsuyoshi篇 
IMPOSSIBLE IS NOTHING-Beckham篇 
IMPOSSIBLE IS NOTHING-Jonah篇 
IMPOSSIBLE IS NOTHING-Gilbert篇

30 60 60 
60

アディダスジャパン   
180  TBWA （株）ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨ
ＯＤＯ  

パッションピクチャーズ    835

3 ブランド
キャメロンディアス「NY」篇 ブラッド「インド」篇 
キャメロン「ストリート」篇 ブラッド「スペイン」篇

30 30 30 
30

ソフトバンクモバイル株式会社     シンガタ 大貫デザイン （株）電通 （株）東北新社    1776

4 DAKARA
「食事のバランス」篇 「送別会」篇 「改・スープ」
篇 「改・夜ふかし」篇

15 15 15 
15

サントリー（株）    （株）電通    （株）電通テック    211

5 日本医師会　企業広告
「高齢者医療」篇 「学校保健」篇 「医師の心ない
一言」篇 

60 60 60 （社）日本医師会    （株）博報堂    （株）ティー・ワイ・オー    569

6 福岡ソフトバンクホークス 「ベースボール・スパーリング」篇    90
福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社  
 

株式会社アサツーディ・ケイ九州支
社   

株式会社ビデオステーションキュー  
 

673

7 企業広告 新しい私になって    90 （株）資生堂        （株）東北新社    1198

8 BOSS
宇宙人ジョーンズ・宅配便 宇宙人ジョーンズ・カ
ラオケ 宇宙人ジョーンズ・競争社会 宇宙人
ジョーンズ・牧場

30 30 30 
30

サントリー（株）    シンガタ  ㈱ワンスカイ （株）電通  （株）東北新社    2308

9 リクナビ　プレミア 山田悠子の就職活動    180 (株)リクルート    （株）電通    パドル(株)    216

1



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 ケイコとマナブ 君の寝顔 篇    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2657

2 福島県の観光誘引 冬のバカンス    15 福島県    （株）読売広告社    太陽企画（株）    1106

3 ファンタ 投稿⑥「泣く演技」篇    15 日本コカ・コーラ（株）   
（株）博報堂 ㈱博報堂クリエイティブ・ヴォッ
クス  

（株）葵プロモーション    536

4 リクナビＮＥＸＴ 階段    15 株式会社リクルート        （株）サン・アド    761

5 クーリッシュ ちょんまげ篇    15 株式会社 ロッテ    （株）ロッテ・アド　（株）博報堂    （株）東北新社    865

6 フジカラーポストカード 「イナバウアー」    15 富士フイルム株式会社   
シンガタ ワンスカイ （株）電通 トレードマー
ク

（株）マザース    1022

7 蚊に効くカトリス 夫婦    15 大日本除虫菊株式会社    （株）電通 関西支社    （株）電通テック 関西支社    1201

8 マカの元気 ボーリング篇    15 明治製菓（株）    （株）アサツーディ・ケイ    （株）ニットー    2062

9 BODY WILD パンツ会議（BODY WILD）篇    15 グンゼ（株）    （株）博報堂 関西支社 螢光TOKYO　Ltd.   （株）東北新社    2234

10 BOSS 宇宙人ジョーンズ・カラオケ    15 サントリー（株）    （株）電通 シンガタ㈱ ㈱ワンスカイ  （株）東北新社    2288

11 ホットペッパー.jp 山本 篇    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2968

12 企業 リサイクルコント    30 三洋金属株式会社    （株）電通西日本 岡山支社    株式会社スペース    226

13
人権尊重週間・インターネットによ
る人権侵害

黒板    45 福岡市 福岡市教育委員会   （株）電通九州   
（株）電通九州 （株）電通テック （株）
ハット ビデオステーションキュー

2052

14 Peace Hiroshima 腕時計     45 財団法人 広島平和文化センター    Ｊ．ウォルター・トンプソン・ジャパン(株)    （株）東北新社    99

15 DAKARA 「改・食事+送別会」篇    30 サントリー（株）    （株）電通    （株）電通テック    241

16 マルハン ７のチカラ    60 株式会社マルハン    （株）大広    （株）ハット    631

17 企業
NIKE FOOTBALL/ Where's the Next
Ronaldinho Japan   

30 NIKE Inc.    Wieden＆Kennedy Japan    Partizan    1276

18 企業 ピアノ    60 富士ゼロックス株式会社    TUGBOAT    （株）東北新社    1811

19 企業広告 「駅」篇 60 株式会社　プライム    電通ヤングアンドルビカム（株）    （株）二番工房    2285
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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 ザ・サントリーオールド 「父の上京」篇    30 サントリー（株）    （株）電通 　（株）dof   （株）東北新社    2706

21 B-ing
墓場の怪人カビビンガ 化石男ヒトデンジャー 日
本危うし！ガマギラーの侵入 ショッカー首領出
現！！ライダー危うし

15 15 15 
15

(株)リクルート    （株）電通    パドル(株)    215

22 UR賃貸住宅
おはよう篇 大きな木の下で篇 夫婦の見解篇
子供の喧嘩篇

30 30 30
30

独立行政法人　都市再生機構 （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ （株）二番工房    1709
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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 蚊取り安泉香 蚊取りワンちゃん    15 ドギーマンハヤシ株式会社    （株）大広    東映シーエム（株） 大阪支社    441

2 キンチョール １０万円篇    15 大日本除虫菊㈱    （株）電通 関西支社    ㈱春企画東京    509

3 ファンタ 投稿④「しずちゃんと少年山ちゃん」篇    15 日本コカ・コーラ（株）   
（株）博報堂 ㈱博報堂クリエイティブ・ヴォッ
クス  

（株）葵プロモーション    535

4 三井のリパーク ちょっと右寄り篇    15 三井不動産販売株式会社    （株）アサツーディ・ケイ    （株）ＡＤＫアーツ    553

5 ホワイト家族２４ 店頭    15 ソフトバンクモバイル株式会社    シンガタ （株）電通   ギークピクチュアズ    1124

6 ガスパッチョ！ 「ファンヒーター・ノーベル」篇    15 東京ガス（株）    （株）電通    （株）シー・エム・エヌ    2088

7 ナイーブボディソープ  「バレーボール」篇    15 カネボウホームプロダクツ(株)    （株）電通    （株）二番工房    2918

8 ホットペッパー.jp 大人になったら 篇    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2969

9 ホットペッパー.jp 年齢 篇    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2970

10 テレビCM 「デジタルがやってくる」篇    60 中京テレビ放送（株）        中京ビデオセンター 株式会社    2301

11 企業広告 「総論」篇    60 農林中央金庫（JAバンク）    （株）博報堂    （株）ニッテンアルティ    590

12 キリンラガービール 「タイムスリップ」篇    30 キリンビール（株）    （株）アサツーディ・ケイ （株）タグボート   （株）ライトパブリシテイ    920

13 リテール 「いけますか？」篇（国債）    30 大和証券グループ本社    （株）電通 TUGBOAT   （株）電通テック    1687

14 白岳 本当のこと C    60 高橋酒造（株）   
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン（株）  
 

（株）パラダイス・カフェ    1775

15 ブランド キャメロン「変身」篇    30 ソフトバンクモバイル株式会社   
（株）電通 シンガタ株式会社 有限会社大貫
デザイン 

（株）東北新社    1789

16 BODY WILD パンツ会議（BODY WILD）篇    60 グンゼ（株）    （株）博報堂 関西支社 螢光TOKYO （株）東北新社    2231

17 ほんだし 秋・キャッチボール改訂（全国）篇    60 味の素（株）    （株）電通    （株）電通テック    2458

18 企業（AQUOSケータイ） 予想外のいい動き（砂場）篇    30 ソフトバンクモバイル株式会社    （株）電通 シンガタ㈱   （株）東北新社    2687

19 UNIQLO MIX 「FITTING ROOM MEN」篇    60 株式会社　ユニクロ    （株）電通 TUGBOAT   （株）東北新社    2799

20 オキシライド 有人飛行    90 松下電器産業（株）    （株）博報堂    （株）ハット    2184

1



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

21 企業 Meet    120 トヨタ自動車（株）   
（株）電通 （株）ビルド・クリエイティブハウス 
 

Rokkit Ltd,UK （株）ピクト   2328

22
ＫＵＲＥ５‐５６／チャミスル／日産
クリッパー

ＫＵＲＥ５‐５６ チャミスル 日産クリッパー  30 30 30
呉工業（株） 眞露ジャパン（株） 日産
自動車（株） 

（株）博報堂    （株）東北新社    567

23 ウイニングイレブン
ワンタッチパス＋またぎスルー ワンツーパス＋
フライ　ワンツーパス センタリング＋アーリーク
ロス インターセプト＋フェイント

30 30 30
 30

（株）コナミデジタルエンタテインメント
   

（株）博報堂    （株）東北新社    571

24 企業広告 私篇 家族写真篇   30　30 富士フイルム株式会社    （株）博報堂    （株）ピクチャーズ    850

25
UNIQLO MIX/初春パーカ/SKINNY
MIX

「FITTING ROOM MEN」篇 「FITTING ROOM
WOMEN」篇 「初春パーカ」篇 「SKINNY　MIX」篇

30 30 30
 30

株式会社　ユニクロ    （株）電通 TUGBOAT   （株）東北新社    980

26 サントリーウーロン茶
姉妹の食卓 姉さんの恋 姉の手料理 初めての
口紅

30 30 30
 30

サントリー（株）        （株）サン・アド    1073

27 企業 つくるしかない予告篇 つくるしかない   30 120 サッポロビール（株）    Wieden＆Kennedy Japan   
（株）葵プロモーション The Directors
Bureau  

1149

28 黒烏龍茶
二巨頭の食卓 役員午餐会 役員火鍋会 北京
ダック

30 30 30
 30

サントリー（株）        （株）サン・アド    1161

29 キユーピーマヨネーズ 「カボチャ」篇 「ナス」篇 ｢6th Ave.」篇  30 30 30 キユーピー株式会社    （株）ライトパブリシテイ    （株）ライトパブリシテイ    1670

30 リテール

「華がある」篇（株券電子化）<改訂URL> 「軽く
ファン」篇（ダイワ・ダイレクト）<改訂URL> 「仕事
したね」篇（ポイントプログラム）<改訂URL> 「好
きなんだけども」篇（ライフハーモニー）<改訂
URL>

30 30 30
 30

大和証券グループ本社    （株）電通 TUGBOAT   （株）電通テック    1683

31 伊右衛門 師と 月あかり 台所 新茶、入りました
30 30 30
 30

サントリー（株）   
（株）博報堂   （株）HAKUHODO DESIGN
POOL.inc

（株）東北新社    2224

32
SLIMIA　705SH/企業/企業/Wホワ
イト

予想外「名刺」篇 予想外「スパイ全員」篇 予想
外「一人のスパイ」篇 Wホワイト「予想外・犬」篇

15 15 15
 15

ソフトバンクモバイル株式会社    （株）電通 シンガタ㈱   （株）東北新社    2686

33 SKY PerfecTV!　企業 「蛇口」篇 30
株式会社スカイパーフェクト・コ
ミュニケーションズ

（株）電通 （株）電通テック 2011

＊）NO.33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 環境事業告知 コンクリート芸術    15 ヨシコン株式会社    株式会社ダン    株式会社SDTエンタープライズ    1726

2 タウンワーク ご本読んで 篇　モバイル告知入り    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2665

3
らくれんメイファーム生乳ヨーグル
ト/プラスワンキャンペーン

「家族の愛？」篇    15 四国乳業（株）    セーラー広告（株）    セーラー広告（株） （株）イノセンス   1963

4 ポッカコーヒーオリジナル 琉球ガラス職人　稲嶺盛一郎    15 株式会社ポッカコーポレーション    （株）博報堂    株式会社ドアーズ    1208

5 きりばいはる 氷壁編    15 桐灰化学株式会社    （株）電通 関西支社    株式会社村井事務所    148

6 MATCH CLEAR 「放水/MATCH CLEAR 」篇    15 大塚食品株式会社    （株）アサツーディ・ケイ    （株）葵プロモーション    222

7 キンチョール 一発で篇    15 大日本除虫菊㈱    （株）電通 関西支社    ㈱春企画東京    512

8 美作大学 フォークソング    15 学校法人美作学園    （株）電通西日本 岡山支社    株式会社スペース    514

9 読売新聞 ブランドCM 「自宅にて B」篇    15 株式会社読売新聞東京本社    （株）電通 株式会社ワンスカイ   （株）ティー・ワイ・オー    879

10 xevo 同期会    15 大和ハウス工業株式会社    （株）電通 関西支社    （株）ハイスクール    1092

11 yorimo マリモ？ 篇    15 株式会社読売新聞東京本社    （株）電通   
OKプラン＆プロデュース株式会社  
 

1170

12 企業広告 チョーク    15 （社）中央酪農会議    （株）電通    （株）電通テック    1250

13 フランスパン工房 驚き篇 　1商品　ＮＥＷ有り    15 株式会社おやつカンパニー    （株）電通 関西支社    （株）電通テック 関西支社    1689

14 ボールド バックオーライ    15 Procter&Gamble Japan　K.K.    （株）グレイワールドワイド    （株）テイ・シー・ジェー    1900

15 ＵＶＥＲworld  BUGLIGHT KISS    15 ソニーミュージックレコーズ    （株）電通    （株）東北新社    1926

16 YG-X パンツ会議（YG-X）篇    15 グンゼ（株）   
（株）博報堂 関西支社 螢光TOKYO
Ltd.  

（株）東北新社    2241

17 からだ巡茶 「さよならハロー」篇    15 日本コカ・コーラ（株）    （株）電通    （株）二番工房    2747

18 SANKEI　EXPRESS ７DAYS    15 株式会社産業経済新聞社    （株）電通 TUGBOAT   （株）東北新社    2821

19 民放連CMのCM つまらん篇    15 （社）日本民間放送連盟    （株）電通    ㈱春企画東京    2965

1



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

20 エステＷＡＭ ｢動けＯＬ］篇    30 ㈱アルファイン   
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパ
ン（株）   

（株）ニッテンアルティ    2847

21 胡麻麦茶 ﾌｧｲｱｰﾏﾝ    60 サントリー（株）    （株）博報堂    （株）葵プロモーション    4

22 CMのCMｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 「CMって何？」    60 （社）日本民間放送連盟    （株）電通    （株）葵プロモーション    13

23 ワーキングウェア 「熟年離婚」篇    30 ミドリ安全（株）    （株）電通    （株）パラダイス・カフェ    42

24 白岳しろ 「魂、売っちゃうのかよ…」篇    30 高橋酒造（株）   
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパ
ン（株）   

（株）パラダイス・カフェ    43

25 ヘーベルハウス日照通風 緑のそよ風（完成）    60 旭化成ホームズ（株）    （株）電通 （有）ブレス   （株）ティー・ワイ・オー    56

26 堅焼プリッツ 堅焼物理学    30 江崎グリコ（株）    （株）電通 関西支社    （株）エンジンフイルム    84

27 白岳 本当のこと A    60 高橋酒造（株）   
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパ
ン（株）   

（株）パラダイス・カフェ    98

28 アレスアクアセラシリコン 「ペンキマン」篇    30 関西ペイント株式会社    （株）電通 関西支社    （株）電通テック 関西支社    295

29 フクピカ フクピカこおどり    60
株式会社ソフト９９コーポレーション 
  

（株）電通 関西支社    （株）サン・アド    301

30 トクホン ハリコレ（春夏）篇    30 株式会社トクホン    （株）電通   
（株）ディレクターズカムパニー・レモ
ン   

354

31 ジョージア 登場篇    30 日本コカ・コーラ（株）    （株）電通    ㈱春企画東京    520

32 ウレパールプラス ジェル20 芝居中も気になった 篇    30 大塚製薬（株）    （株）博報堂    （株）博報堂プロダクツ    573

33 企業 Long Goodbye    60 シチズンホールディングス（株）    TUGBOAT （株）大広   （株）ザ・ないん    589

34 ウイダーinゼリー 野菜嫌いな女    30 森永製菓（株）    （株）博報堂    （株）東北新社    595

35 I=PHS 「バドミントン」    30 株式会社ウィルコム    （株）電通 シンガタ総研株式会社   （株）マザース    682

36 企業 PANDA篇    30 UPSジャパン（株）    （株）マッキャンエリクソン    （株）エムワンプロダクション    798

37 おっとっと 所有権争い30    30 森永製菓（株）    （株）電通    （株）ハット    878

38 企業 「残されたｼｰﾄ」篇    30 株式会社ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ   
株式会社 博報堂ｴﾙｸﾞ （株）博報堂 
 

（株）葵プロモーション    880

39 あつまるくんの求人案内 絶滅言葉篇    30 株式会社雇用促進事業会    （株）博報堂    （株）博報堂プロダクツ    1400
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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

40 虫コナーズ おとなりさん篇    30 大日本除虫菊株式会社    （株）電通 関西支社    （株）電通テック 関西支社    1697

41 ＡＰＥＯＳ ランビエール    30 富士ゼロックス株式会社    TUGBOAT    （株）東北新社    1815

42
自主キャンペーン（全国）親子のコ
ミュニケーション

逆・授業参観    60 社団法人 公共広告機構    （株）三晃社    （株）葵プロモーション    1819

43 キシリッシュ デジガム    30 明治製菓（株）    （株）電通    （株）電通テック    1864

44 DAKARA 「改・夜ふかし+スープ」篇    30 サントリー（株）    （株）電通    （株）電通テック    1911

45 セレクトビューティ Garden Party    30 クレディーワールド   
（株）電通 電通ヤングアンドルビカ
ム（株）  

（株）東北新社    1949

46 料金 「ドコモダケ　1/3でコマーシャル」篇    60 （株）NTTドコモ    （株）エヌ・ティ・ティ・アド （株）電通   （株）二番工房    2593

47 富士急ハイランド 「ちゃぶ台」篇　Debut    30 （株）富士急ハイランド    （株）電通    （株）電通テック    2642

48 ケイコとマナブ 君の寝顔 篇    30 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2659

49 ホットペッパー.jp 居酒屋クーポン 篇    30 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2674

50 企業 ホワイト「パソコン」篇（980円）    30 ソフトバンクモバイル株式会社    （株）電通 シンガタ㈱   （株）東北新社    2690

51 IGNIO 「beat of sports秋」篇    30 （株）アルペン    （株）電通    （株）二番工房    2769

52 SANKEI　EXPRESS ７DAYS    30 株式会社産業経済新聞社    （株）電通 TUGBOAT   （株）東北新社    2814

53 酸素＆ダイエット 怒られる内山君    30 サントリー（株）    （株）電通    ビービーメディア（株）    2958

54 NIKEiD NikeCosplay    120 株式会社　NIKE JAPAN    （株）アサツーディ・ケイ    （株）ティー・ワイ・オー    1715

55 シャンデレザン 男の子と女の子 おばあちゃんと男の子   30 30 石村萬盛堂    （株）電通九州    ビデオステーションキュー    2055

56 CMのCMｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 会議室 篇 何のCM？ 篇 会話のない家 篇  15 15 15 （社）日本民間放送連盟    （株）電通    （株）葵プロモーション    15

57 ポッキーチョコレート
はじける極細　篇 Dance Dance　篇 Hello New Friend
!　篇 

15 15 15 江崎グリコ（株）    （株）電通 関西支社    （株）エンジンフイルム    137

58 FromA
夢のトランク　第一話 夢のトランク　第二話 夢のトラ
ンク　第三話 夢のトランク　第四話

60 60 60 
60

（株）リクルート    （株）電通    （株）東北新社    374
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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

59 ファンタ
「ファンタだよ！TVに出よう告知」篇 「ファンタだよ！
TVに出よう投稿①」篇 「ファンタだよ！TVに出よう投
稿②」篇 投稿⑤「女ごころ」篇

15 15 15 
15

日本コカ・コーラ（株）   
（株）博報堂 ㈱博報堂クリエイティ
ブ・ヴォックス  

（株）葵プロモーション    533

60 企業広告
床暖房・赤穂浪士 ピピッとコンロ/信長光秀 エコウィ
ル・マルコポーロ 

30 30 30 東京ガス（株）    （株）電通    （株）シー・エム・エヌ    778

61 企業 SWING A篇 SWING　B篇   30 30 株式会社リクルートエージェント    Wieden＆Kennedy Japan   
BISCUIT FILMWORKS REVOLVER
FILM  

935

62 Core 2 Duo タカシ＆John篇 タカシ2＆マリエ篇   30 30 インテル株式会社    （株）電通    （株）ピクト    1306

63 サッポロ生ビール
ホッケ終わりました 一戸建て 俺達世代 オレのゲソ焼
き

30 30 30 
30

サッポロビール（株）    （株）電通    （株）ピクト    1482

64 パフェジャポン
「どうぶつのケガ」篇 「どうぶつの肥満」篇 「どうぶつ
の迷子」篇 

30 30 30
アニコムインターナショナル株式会
社   

（株）博報堂    （株）博報堂プロダクツ    1569

65 資生堂TSUBAKI 新春A 新春B 美髪ヘアマスク 2007春
15 15 15 
30

（株）資生堂    （株）アサツーディ・ケイ    （株）東北新社    1731

66 ブランド
キャメロン「ショッピング」篇 キャメロン「スタジオ」篇 
キャメロン「SchoolBus」篇 キャメロン「ホワイトスノー」
篇

30 30 30 
30

ソフトバンクモバイル株式会社   
（株）電通 シンガタ株式会社 有限会
社大貫デザイン 

（株）東北新社 株式会社ギークピク
チュアズ  

1785

67 企業 たいせつな人＋夫の変化 お留守番 ありがとう  30 30 30 オリンパス株式会社    （株）電通 株式会社コトバ   （株）スプーン    1888

68 MasterCard
priceless：ジャズクラブ篇 priceless：インドミュージカル
篇  

30 30 マスターカード・ワールドワイド    （株）マッキャンエリクソン   
（株）パラゴン （株）21インコーポレー
ション  

2024

69 企業 ティザー TRIP   30 30 （株）WOWOW    （株）電通    （株）東北新社 STINK   2116

70 万有製薬　ＡＧＡ キッチン篇 団地篇 リビング篇 自転車篇
30 30 30 
30

万有製薬（株）    （株）マッキャンエリクソン    （株）葵プロモーション    2341

71 トップバリュコレクション ある朝の風景 篇 授業参観 篇  お散歩 篇  30 30 30 イオン株式会社   
シンガタ株式会社 風とバラッド株式
会社 （株）電通 株式会社トレード
マーク

株式会社モンスターフィルムス    2425

72 企業 「喧嘩」篇 「裁判」篇 「家族」篇  30 30 30 ナップスタージャパン株式会社    （株）電通    （株）東北新社    2682

73 旬がまるごと「まぐろ」 まぐろは切るごとに単位が変わる    30 （株）　ポプラ社   
（株）博報堂ケトル （株）博報堂　 
KAZEPRO

（株）ティー・ビー・エス・ビジョン    504

74 OTTAVA 「音の花束」篇    60
（株）ＴＢＳラジオ＆コミュニケーショ
ンズ   

（株）電通    （株）パラダイス・カフェ    522

75 感謝飴　あめがとう ライブ篇 主婦篇 県民篇  30 30 30
有限会社ホップステップアヤウェブ  
 

テレビ宮崎商事株式会社   
有限会社ホップステップアヤウェブ  
 

670

＊）NO.73,NO.74,NO.75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 北海道米 応援ウエーブ篇    15 北海道米販売拡大委員会    （株）電通北海道   
（株）電通テック 株式会社札幌テレビ
ハウス  

1113

2 第一滝本館　企業 おかえりなさい・日和山篇    15 第一滝本館    （株）電通北海道    株式会社モーニング    1116

3 札幌駅のバーゲン'07 改札口／透明人間、押し寄せる！篇    15 札幌駅総合開発   
北海道JRエージェンシー （株）電通
北海道  

札幌テレビハウス    1701

4 雪やこんこ 雪やこんこ　新発売    15 六花亭製菓株式会社    電通北海道    株式会社　モーニング    2196

5 テイネオリンピア遊園地 テイネオリンピア遊園地／行進篇7/26OPEN    15 加森観光株式会社        株式会社モーニング    2579

6 水着楽園 短い夏    15 札幌パルコ    （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ    ワンダーランドハウス    2622

7 ベア・マウンテン ベア・マウンテン／聖域篇    15
サホロリゾート(加森観光株式会社)  
 

    株式会社モーニング    2849

8 十勝毎日新聞 食べて育つ篇    30 十勝毎日新聞社    ケーシーズ （株）電通北海道   （株）電通テック 札幌テレビハウス   1467

9 白い恋人2006
ヒロイン未満2006 通学列車2006 白い雪の中か
らあの人が来る篇　冬用 

30 30 30 石屋製菓株式会社    （株）電通北海道    株式会社インデックス・コア    1112

10 企業 墜落篇 希望篇 帰還篇  15 15 15 鈴木商会    （株）電通北海道   
（株）電通テック ディーウォーカー プ
レジャー 

1476

11 北海道の牛乳
河野牧場D HBC 長屋牧場A UHB 広瀬牧場A
HTB 堀牧場A STV

15 15 15 
15

ホクレン農業協同組合連合会   
（株）電通北海道 株式会社ビルド・ク
リエイティブハウス 株式会社ドリル 

株式会社モンスターフィルムス    1841

12 サントリーBOSS
ボスのCM40本？ 会議に飽きたらボス。 ボスの
CM、歩合制。 ボス島からサントリーニへ。

15 15 15 
15

サントリー（株）    （株）電通北海道   
（株）電通テック 株式会社札幌テレビ
ハウス  

2578

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 たまご もっこりたまご・おいし差　篇    15 坂本養鶏㈱        青森放送（株）    143

2 能開センター 「やっぱり能開」篇　基本バージョン    15 株式会社ワオ・コーポレーション    （株）大広    （株）ジェイ・フォックス    1165

3 柿酢 柿酢　アニメ　篇    15 株式会社　玉鈴醤油       
（株）福島放送 シーモア　コミュニ
ケーション  

1719

4 ローソンATM 山形上空篇    15 （株）ローソン    （株）電通    （株）ピクト    2416

5 ＮＴＴドコモ東北
元気なガイドさん 智恵子のふるさと 世界遺産を
目指す町 

30 30 30 株式会社ＮＴＴドコモ東北    協同広告（株）    （株）ソニア BUBBLE   81

1



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 横浜月餅 月餅兄弟登場 15 崎陽軒    （株）電通東日本    （株）電通テック    147

2 飲酒運転根絶
「二度とは戻らない時間～すべてのドライ
バーへ～」篇

15 静岡県    株式会社ダン    株式会社ＳＤＴエンタープライズ    502

3 お菓子大好き 戸棚篇 15 台東食品株式会社    株式会社ながのアド・ビューロ    株式会社ながのアド・ビューロ    1380

4 Willink ウィリンクデビュー 15 株式会社第四銀行    （株）電通東日本    株式会社エッグ    1428

5 冬のホワイト 野菜も一緒に 15 米久    （株）電通東日本    SDTエンタープライズ    2133

6
メタボリックシンドロームの予
防と対策

「ぽんたのしない、する」篇 15 静岡県　（広報室）    株式会社富士テレネット    株式会社富士テレネット    2827

7 Willink ドミノ 30 株式会社第四銀行    （株）電通東日本    株式会社エッグ    1441

8 佐鳴予備校 「島岡監督のエピソード」篇 30 佐鳴予備校    （株）電通東日本    （株）エンジンフイルム    1845

9 TNCネットPCレスキュー隊 パソコンの叫び 30 TOKAI    （株）電通東日本    SDTエンタープライズ    2151

10 BLUE PIECE PROJECT 未来篇 30 静岡新聞社    （株）アサツーディ・ケイ    エスビーエスプロモーション    2776

11 Deats 食卓 食器 レタス  15 15 15 株式会社オーカワ    （株）大広    （株）創造    442

12 企業 田中グッジョブ篇 新しい上司篇   30 30 三幸興業（株）    POOL inc.    （株）博報堂プロダクツ    684

13 企業広告
ボックスラーメンの唄　ティザー ボックスラーメン
の唄　A ボックスラーメンの唄　B 

15 15 15 セキスイハイム東海（株）    新企画（株）    （株）ザ・ないん    811

14 DOMO/DOMO NET
カラー「カラーはいいよな」篇 改訂 応募コード「め
んどくさい」篇(リニューアル告知無しタイプ) やり
たい仕事「ドングリ」篇 スカウト「先パイ」篇

15 15 15 
15

株式会社 アルバイトタイムス    （株）電通 関西支社    （株）高映企画    1163

15
だいし学資ローン・だいしマイカー
ローン

合格気分07 車気分07   15 15 株式会社第四銀行    （株）電通東日本    株式会社エッグ    1446

16 望月商事 なんで　1 なんで　2 命名  15 15 30 株式会社望月商事    （株）電通東日本    株式会社SDTエンタープライズ    1852

17 静岡新聞 工事現場 定食屋   30 30 静岡新聞社    （株）電通    （株）スプーン    2381
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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 金沢競馬 知りたい    15 石川県競馬事業局    （株）電通西日本    （株）フィックス    174

2 開店1周年祭 ホームベース・4/1まで    15
イオンドーム前ショッピングセンター  
 

（株）電通名鉄コミュニケーションズ   株式会社映像ボックス    1513

3 交通安全 命の交差点    15 愛知県警察本部    （株）電通名鉄コミュニケーションズ   株式会社映像ボックス    2131

4 アピタバザール 最も美しい動物　篇　　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    2171

5 ジュラシックセール 「おたけび」篇    15 (株)三越 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ    （株）電通 中部支社    （株）電通テック　名古屋支社    2282

6 ふとん だじゃれ歌    15 石田屋    （有）サンロード企画    （株）イノセンス    2336

7 スチールドラゴン 「パイロット」篇　オムツver 字幕版    15 長島観光開発(株)     （株）電通 中部支社    （株）電通テック　名古屋支社    2487

8 長熟二度仕込みしょうゆ 「じっくり」篇    15 イチビキ（株）    （株）電通 中部支社    （株）電通テック　名古屋支社    2597

9 住宅情報タウンズ 桃太郎 篇    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2669

10
源のますのすし、宇宙食への挑
戦。

無重力練習編    30 （株）源   
（株）メディア・シェイカーズ （株）電通
  

（株）ピクト    39

11 ゴルフ倶楽部大樹 扇風機隊    30 （有）大樹開発    （株）新東通信    （株）バモスクルー    319

12 i-sho・ni Cケア　イキレーナ BAD息！・GOOD息！篇    30 UHA味覚糖株式会社    （株）電通 関西支社    （株）アットアームズ    507

13 株式会社ニットー　企業CM 注文の多い奥さん    30 （株）ニットー    （株）電通 中部支社    (株）キッチン    661

14 リクナビＮＥＸＴ 「社長室・可能性」篇　3.7ＮＥＷ    30 （株）リクルート    （株）電通 中部支社    （株）シースリーフィルム    1398

15 呉服安谷　企業 貝篇    30 呉服安谷    （株）博報堂    （株）博報堂プロダクツ    1411

16 公共広告 言葉で出来る地震対策    30 社団法人公共広告機構    （株）大広 名古屋支社    （株）シーエムハウス    2109

17 ジュラシックセール 「いい子」篇    30 (株)三越 名古屋ｶﾝﾊﾟﾆｰ    （株）電通 中部支社    （株）電通テック　名古屋支社    2459

18 企業
ワニ・トレーナー ゴルフボール販売業 レストラ
ン・スタッフ 

15 15 15 株式会社　綜合スタッフ    株式会社　デーライト    太陽企画（株）    369

19 マリエール あなたに会えた 約束 笑いのツボ 一度失敗
15 15 15 
15

株式会社平安閣    （株）電通 中部支社    エジソンライトハウス    1108

20 名古屋流カレーうどん
インド人・語る　A インド人・語る　B インド人・語
る　C 

15 15 15 寿がきや食品株式会社    （株）電通 中部支社    （株）シースリーフィルム    1366

21 キャンペーン 8恋。第1章 8恋。第2章 8恋。最終章  30 60 60 富山テレビ放送（株）        （株）フィックス    1644

22 (株)東海理化電機製作所
「インターフェイス」篇 「セイフティ」篇 「セキュリ
ティ」篇 

30 30 30 (株)東海理化電機製作所    （株）電通 中部支社    (株)電通テック 名古屋支社    2475
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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 企業 「車買います。Yタイプ」    15 株式会社ユーポス    （株）大広    （株）創造    602

2 ZAQ2007春のキャンペーン 「引越し」篇 キャンペーン有り    15
関西マルチメディアサービス株式会
社   

（株）博報堂 関西支社    有限会社ハルック    889

3 レタス いろんな助け合い    15 あわじ島農協    （株）電通西日本    （株）日広工房    1884

4 ひらかたパーク　THE BOON 子供だった篇（8/1日～27日用）    15
京阪電気鉄道株式会社 ひらかた
パーク   

（株）博報堂 関西支社    東映シーエム（株） 大阪支社    2087

5 姫路セントラルパーク
姫路セントラルパーク／くるまの冒険 サファリ篇
（ハリケーン）   

15 加森観光株式会社        株式会社モーニング    2608

6 企業 雨宿り    60 株式会社サンドラッグ   
(株）ジェーアール西日本コミュニケー
ションズ   

（株）高映企画    373

7 DENPO 家族の誕生日・姉妹（コブクロ）篇    30
西日本電信電話株式会社 テルウェ
ル西日本株式会社  

（株）読売広告社 （株）エヌ・ティ・
ティ・アド  

（株）アットアームズ    767

8 公共マナー 車内は部屋ではありません。    30 社団法人　公共広告機構    （株）大広    （株）東北新社    1982

9 ヨシケイ関西支部 走る食材篇秋キャンペーンなし    30 ヨシケイ関西支部    （株）電通 関西支社    東映シーエム（株） 大阪支社    2911

10 フレッツ・光プレミアム 家族の絆 子供の好奇心   60 60 西日本電信電話株式会社   
（株）エヌ・ティ・ティ・アド （株）アサ
ツーディ・ケイ 関西支社  

（株）ピラミッドフィルム    620

11 家呑み宣言 クラブ篇 Ｈｉｐ　Ｈｏｐ編 言わんとこ篇  15 15 15 カネテツデリカフーズ株式会社    （株）電通 関西支社    東映シーエム（株） 大阪支社    640

12 キャンパスGO!GO! 銅像篇 おふくろの味篇 影響篇  15 15 15 株式会社リクルート    （株）電通    太陽企画（株）    1087

13 企業 森田恭通 上田バロン 紫舟 ARGYLE
30 30 30 
30

（株）オー・エム・コーポレーション    （株）朝日広告社    東映シーエム（株） 大阪支社    1873

14 本格焼酎「それから」
頑張らんでも あえていえば篇 飲み方篇 居酒屋
メニューB篇

15 15 15 
15

サントリー（株）    （株）電通 関西支社    （株）アットアームズ    1876

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 タダ    15 株式会社中国銀行    （株）アサツーディ・ケイ    メビウス（株）    582

2 しまんと緑茶 じつは茶どころ  しまんと緑茶　篇    15 広井茶生産組合    株式会社メディア・エーシー    有限会社グッドスタッフジャパン    794

3 ケータイde中国新聞 「折りたたみ」篇    15 ㈱中国新聞社    （株）電通西日本 広島支社    （株）アットアームズ    1403

4 自由時間 「マリオネット」篇    15 ワタナベプリント株式会社    （株）電通西日本 松山支社    ワンダーランドハウス    2243

5 エアコン取付特急便 「若手芸人」篇    15 株式会社デオデオ    I&Q ADVERTISING    （株）シースリーフィルム    2309

6
SHOE・PLAZA　サマークリアラン
ス

「ダルメシアン」篇    15 ㈱チヨダ   
㈱DNP西日本 （株）電通西日本 広
島支社  

㈱クロステレビビジョン中国支社    2535

7 しごと情報アイデム サヨナラはいわないよ 篇    15 株式会社 アイデム    （株）博報堂 関西支社    有限会社 ハルック    2955
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8 TYSデジタル放送告知 「山」篇  15 テレビ山口株式会社    （株）タグボート    （株）ライトパブリシテイ    922

9 ロイヤルアドベンチャー 「R.T.ジョーンズJr氏」篇    30 ㈱高宮カントリークラブ    （株）電通西日本 広島支社    （株）トゥモロゥー    1548

10 高田引越センター 「転校」篇    30 （株）高田引越センター    セーラー広告（株）    （株）ビデオステーションキュー    1587

11 徳島派遣センター 「エジプト」篇    30 徳島派遣センター    セーラー広告株式会社　徳島支社    株式会社スペース    1615

12 黄金樹 「車内」篇    30 日本かんきつ研究所株式会社    （株）電通西日本 松山支社    株式会社日広工房    2233

13 ウィズガス
人肌の暮らし「環境篇」 人肌の暮らし「暮らし篇」 
人肌の暮らし「未来篇」 

30 30 30 広島ガス（株）    （株）中国博報堂    ワンダーランドハウス    71

14 デジタル告知 佐藤アナ篇 横溝アナ篇 早川アナ篇  15 15 15 テレビ山口（株）    ＴＵＧＢＯＡＴ    （株）ライトパブリシテイ    2083

15 ガスコンロ製品
「ジュテーム」篇 「ケスクセ」篇 「ウィ・ムッシュ」篇
 「ア・ラ・シャペル」篇

15 15 15 
15

広島ガス㈱    （株）電通西日本 広島支社   
（株）アットアームズ MISTRAL FIRMS
 U-KONCEPT 

2410

16 SHOE・PLAZA 「Happy！」篇 「Enjoy！」篇   15 15 ㈱チヨダ   
㈱DNP西日本 （株）電通西日本 広
島支社  

㈱クロステレビビジョン中国支社    2513

17 愛媛県知事選挙
事前告知「その日はアカン」 事前告知「朝7時か
らやってるから」 当日告知「興味ないかもしれん
けど」 

15 15 15 愛媛県    （株）電通西日本 松山支社    株式会社　日広工房    2585

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 ９１１T 「サイン」篇    15 ソフトバンクモバイル株式会社   
株式会社アサツーディ・ケイ九州支
社   

株式会社ビデオステーションキュー  
 

685

2 特急定期券エクセルパス 「人生訓」篇    15 九州旅客鉄道株式会社   
株式会社アサツーディ・ケイ九州支
社   

株式会社ビデオステーションキュー  
 

692

3 ＨＥＬＰトラック 厳しい環境篇    15 （社）福岡県トラック協会    （株）西鉄エージェンシー    ビデオステーションキュー    1413

4 福岡市地下鉄 時計    15 福岡市交通事業振興会    （株）電通九州    ビデオステーションキュー    1586

5 多重債務者無料相談 風船    15 福岡県弁護士会    （株）電通九州    ビデオステーションキュー    2061

6 ケイコとマナブ さばずし    15 株式会社　リクルート    （株）電通 関西支社    株式会社　日広工房    2256

7 タウンワーク社員版 ファンク 篇    15 株式会社 リクルート    （株）電通 関西支社    （株）春企画    2663

8 MUSIC CITY TENJIN 2006 イコライザー    15 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 （株）
ユーツ‐  

2907

9 企業 雨    60 （株）アスカコーポレーション    （株）電通九州    アプトクリエイション    1622

10 企業広告 男と女（と男）    30 ＭｒＭａｘ    （株）電通九州    （株）電通テック    1780
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11 2006年九州地域キャンペーン 街のコレステロール    30 公共広告機構    （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ   
株式会社ビデオステーションキュー  
 

1828

12 若松競艇パイナップルナイター 犬（DOG）    30 若松競艇    （株）電通九州    ビデオステーションキュー    2064

13 さつま白波 「日本の心」篇　黒千代香    30 薩摩酒造株式会社    （株）電通九州    （株）ティー・ワイ・オー    2101

14 木樽「世界一」醤油 時の旅人    60 フンドーキン醤油株式会社    （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ    ワンダーランドハウス    2514

15 福岡ソフトバンクホークス
「野球がある。」レギュラー篇 「野球がある。」友
達篇 「野球がある。」仲間篇 

30 30 30
福岡ソフトバンクホークスマーケティ
ング株式会社   

株式会社アサツーディ・ケイ九州支
社   

株式会社ビデオステーションキュー  
 

680

16 企業 この道を四十年 家族になる季節 恋する通学路  30 30 30 西日本鉄道(株）    （株）西鉄エージェンシー   
パイロン (株）アプト・クリエーション 
パノラマ 

1341

17 ＪＲ九州　つばめ 温泉岬 黒豚横丁   30 30 九州旅客鉄道株式会社    （株）電通九州   
ＴＵＧＢＯＡＴ Ｔ＆Ｅ アプトクリエーショ
ン 

1356

18 プロ野球キャンペーン カメラマン編 料亭編   60 60 （株）福岡放送    （株）電通九州    パイロン    1612

19 神の河 午前３時 午前５時 午前７時  30 30 30 薩摩酒造株式会社    （株）博報堂 九州支社    ワンダーランドハウス    1637

20 南陽 工事現場篇 工場篇   30 30 株式会社南陽    （株）博報堂 九州支社   
株式会社ビデオステーションキュー  
 

2180

21 夢つくし・つくしろまん オカンのごはん オカンのおにぎり   30 30 JA全農ふくれん    （株）西鉄エージェンシー    パイロン    2947
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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

ナショナル空気清浄機 くしゃみ会話講座    90 松下電器産業（株）    （株）大広    （株）ビッグフェイス 399

ＣＤ

プランナー 井田万樹子

コピー 井田万樹子

プロデューサー 大久保佳昭

ディレクター 井田万樹子／森田一成

ミキサー 犬丸正弘／本田祐一

ナレーター

プロダクションマネージャー 東竜太

三浦洋一／光居誠

佐藤勝／菊地聡／るり江／藤原昌美／植村昭則／森田一成／村上かず

1



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
ジーノ薬用育毛ローション・フォレス
ティーノ

湯上り ドライヤー   20 20 味の素（株）    （株）アサツーディ・ケイ    （株）エフエム東京    480

2 FOMA　Ｐ９０３ｉ 館内アナウンス    40 松下電器産業（株）    （株）博報堂    ㈱タンゴ    2700

3 ネオレスト
TVでできないCM　ナレーター TVでできない
CM　代理店女性 TVでできないCM　代理店男
性 

60 60 60 ＴＯＴＯ株式会社    （株）電通    株式会社エムアイティギャザリング    1753

4 サントリー響30年 寿命    150 サントリー（株）    （株）電通   
（株）ランダムハウス （株）エフエム東
京  

1267

1



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 スポーツオーソリティ 二次使用    20 （株）メガスポーツ    （株）新東通信    （株）スタジオ企画    317

2 京都広告賞募集告知 名前を売り出そう    20 京都広告業協会    （株）電通 関西支社    サウンドファベル    315

3
ジーノ薬用育毛ローション・フォレス
ティーノ

洗顔    20 味の素（株）    （株）アサツーディ・ケイ    （株）エフエム東京    479

4 飲酒運転根絶キャンペーン カンパイ！    20 （株）エフエム東京        （株）エフエム東京   (株）ランダムハウス 1992

5 住宅情報タウンズ テレビ    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    2539

6 飲酒運転根絶キャンペーン 赤い記憶    60 （株）エフエム東京        （株）エフエム東京   (株）ランダムハウス 1987

7 アデノゲン＆マキアージュ
イブのエデン／その１ イブのエデン／その
２ イブのエデン／その３ イブのエデン／そ
の４

90 90 90 
90

（株）資生堂    （株）トウインクル    （有）福本ゆみ事務所    1110

8 ナショナル　防犯・防災製品
「海外旅行」（おるすばんツインPA）
「買い物」（げんかん用心・まど用心）
「バス旅行」（けむり当番）

60 60 60 松下電器産業（株） （株）電通 （株）大日 2931

1



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 アルペンクイックフィットネス 席を譲ったら    20 株式会社アルペン    （株）電通 中部支社   
（株）エフエム愛知 株式会社アセント
  

1125

2
ジーノ薬用育毛ローション・フォレ
スティーノ

寝ぐせ    20 味の素（株）    （株）アサツーディ・ケイ    （株）エフエム東京    481

3 新「堂堂人生」 サイン    20 第一生命    （株）電通    （株）ランダムハウス    1817

4 アデランス「ヘアシーダ」 ヒソヒソ話／ヌーディストビーチ    20 株式会社アデランス　   
オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパ
ン（株）   

（有）フットワーク    2319

5 スラーリア便秘内服液 ヒーローインタビュー    60 ロート製薬（株）    （株）電通 関西支社    株式会社ステップ    92

6 森と水の学校 大人には聞こえないＣＭ    60 サントリー（株）    （株）大広    有限会社福本ゆみ事務所    253

7 薬用毛髪力イノベート 脱退宣言    50 ライオン（株）    （株）アサツーディ・ケイ        493

8 DUALIS 出世街道交通案内＜社内派閥＞篇　    90 日産自動車株式会社   
（株）ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ （株）
博報堂  

オサマジョール    872

9
メンソレータムブランド（ハンド
ベール・アクネス・ボディベール）

手の話 顔の話 肌の話  20 20 20 ロート製薬（株）    （株）電通 関西支社    株式会社ステップ    91

10 企業
丹波杜氏の酒造り唄（MLCC) 八女茶山唄（ブ
ルートゥースモジュール）  

60 60 株式会社村田製作所    （株）電通 関西支社    （株）ビッグフェイス    121

11 ヘーベルハウス　LUFT
団塊夫婦の言い訳（その1） 団塊夫婦の言い
訳（その2） 団塊夫婦の言い訳（その3） 

120 120
120

旭化成ホームズ（株）    （株）電通    （有）福本ゆみ事務所    653

12 企業 母の内視鏡　頑固者のブログ　妻の内視鏡 90 90 90 オリンパス株式会社 （株）電通　株式会社コトバ
（株）スプーン （株）ランダム
ハウス

2152
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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 自社PR サンパイメージ編    20 Sympa    ダイワ    （有）リップス    2004

2 アパートニュース タラバガニ    20 アパートニュース出版（株）    （株）新東通信    （株）スタジオ企画    312

3 夏の預金キャンペーン 5秒以上迷ったら    20 東海労働金庫    （株）電通名鉄コミュニケーションズ   株式会社スタジオ企画    1527

4 白だし 守備範囲    20 フンドーキン醤油株式会社    （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ   
株式会社ビデオステーションキュー  
 

2048

5
明光義塾／女の子がんばれキャン
ペーン

曖昧    20 明光ネットワークジャパン    （株）電通    シンガタ（株） （有）福本ゆみ事務所   647

6 リクナビＮＥＸＴ 桜井先輩    20 株式会社リクルート        （株）サン・アド    856

7 アミノバリュー 腹芸    20 大塚製薬（株）    （株）電通   
（株）ランダムハウス （株）エフエム東
京  

1477

8 呼子萬坊のいかまんじゅう ホテルマン    20 株式会社萬坊    （株）博報堂 九州支社    株式会社ティーアンドイー    1607

9 愛知学院大学 ピーターパン    20 愛知学院大学    （株）電通 中部支社    オガワマコトオフィス    1849

10 肌ラボ極潤ヒアルロン液 雨乞い    20 ロート製薬（株）    （株）電通 関西支社    株式会社ステップ    1995

11 ナショナル　ドルツ 告白    20 松下電器産業（株）    （株）大広 東京本社    豪勢堂コネクタ    2292

12
2万円でラジオＣＭをつくろうキャン
ペーン

「2万円あれば」篇／ハモリバージョン    30 ＦＭ群馬 マザーゲイト   （株）電通 中部支社    ミックス    2902

13 エンジェリーいのこ 時間感覚    60 エンジェリーいのこ    （株）電通 中部支社   
（株）エフエム愛知 株式会社アセント
  

2653

14 漏電遮断機 漏電ラップ    60 （財）関西電気保安協会    （株）電通 関西支社    （株）ヒッツコーポレーション    2587

15 ヘーベルハウス ふんじゃった    60 旭化成ホームズ（株）    （株）電通    （有）福本ゆみ事務所    269

16 黒烏龍茶 脂肪異動    40 サントリー（株）    （株）電通   
（株）ランダムハウス （株）エフエム東
京  

1286

17 カローラ ふつう    60 トヨタ自動車（株）    （株）電通    （株）ランダムハウス    1713

18 リポビタンＤ 「子供のために」篇    60 大正製薬（株）    （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ    有限会社メガヘルツ    2237

19 パナソニック　ICレコーダー 長い会議    40 松下電器産業（株）    （株）大広 東京本社    豪勢堂コネクタ    2281

20 企業 NO MORE朝食抜き    120 味の素（株）    （株）アサツーディ・ケイ    （株）エフエム東京    486
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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

21 ナショナル洗濯乾燥機 クマピ    120 松下電器産業（株）        （有）福本ゆみ事務所    777

22 企業 ミナミトミヨをさがして    120 ライオン（株）    （株）電通    （株）ランダムハウス    1262

23 企業広告 初雪    120 松下電器産業（株）        （有）福本ゆみ事務所    1681

24 富士急ハイランド 男　篇 女　篇   60 60 株式会社　富士急ハイランド    株式会社　アドブレーン社    株式会社　アドブレーン社    1455

25 マスターカード 万年筆篇 レストラン篇 ジャズクラブ篇 
120 120
120

マスターカード・ワールドワイド    （株）マッキャンエリクソン    福本ゆみ事務所    746

26 CHANEL セラミックウォッチ・ J12 時の影 二つの時 時の粒 
120 120
120

シャネル株式会社    （株）アサツーディ・ケイ    （有）福本ゆみ事務所    776

27 カロリーメイト ニュース番組 浮気 赤ちゃん  20 20 20 大塚製薬（株）    （株）電通   
（株）ランダムハウス （株）エフエム東
京  

1279

28 リポビタンＤ クイズ番組・ピカソ 留守電・バンコク   60 60 大正製薬（株）    （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ    （有）メガヘルツ    1842

29 サントリーオールド もうひと花 笑う門 手帳  60 60 60 サントリー（株）    （株）電通    （株）ランダムハウス    1865

30 企業
「骨に出る！」篇 「肌に出る！」篇 「朝、出る！」
篇 

20 20 20 味の素（株）    （株）電通    （株）大日    2186

31 キユーピーマヨネーズ レタス篇 ニンジン篇   60 60 キユーピー株式会社    （株）大広    株式会社1991    2743
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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 清酒　男山 名水の仕事    20 株式会社男山        （株）ＳＴＶラジオ    164

2 北海道米 キャッチボール篇    20 北海道米販売拡大委員会    （株）電通北海道        1371

3 エアコン ふんばる女    60 松下電器産業（株）    （株）大広    （株）ビッグフェイス    396

4 生粋
「金のオノ」篇 「生粋の男たちへ・1」篇 「生粋の
男たちへ・2」篇 「生粋の男たちへ・3」篇

20 20 20 
20

サッポロ飲料株式会社    （株）博報堂    （株）博報堂プロダクツ    1582

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 変えてみっぺフェア とうとう篇 20 ＴＯＴＯ（株） （株）電通    （株）ラジオ福島    2613

2 週末セール
不幸な平日　留守電　押してダメなら引いて
みろ

20 20 20 （株）ローソン　東北ローソン支社    （株）仙台博報堂    （株）イトオンＪスタジオ    136

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 プラズマテレビWooo うらめしや    20 （株）日立製作所    （株）電通    (株)MITギャザリング    930

2 ええじゃないか エイじゃないか　篇    20 株式会社　富士急ハイランド    株式会社　アドブレーン社    株式会社　アドブレーン社    1523

3 ええじゃないか 体操競技　篇    20 株式会社　富士急ハイランド    株式会社　アドブレーン社    株式会社　アドブレーン社    1529

4 企業イメージ 原寸大で    20 株式会社　ミマキエンジニアリング    株式会社　共立プラニング    アンチテーゼ社 2117

5
2万円でラジオＣＭを作ろうキャン
ペーン

「クリエーテブ」篇    20 ＦＭ群馬 マザーゲイト   （株）電通 中部支社    ミックス    2920

6 企業PR 「給食での異変」篇    20 ホテルサンバレー那須    東栄広告株式会社    スリーエス    3006

7 信越放送デジタル推進部 ＷＥＢ広告・夫婦の会話篇    60 信越放送（株）    信越放送（株）    信越放送（株）    742

8 ルネサス テクノロジ　那珂事業所
地元のおじいさんに聞いてみましょう。 女子高
生に聞いてみましょう。 ビジネスマンに聞いてみ
ましょう。 主婦に聞いてみましょう。

20 20 20 
20

（株）ルネサス テクノロジ    （株）東急エージェンシー    （株）エムワンプロダクション    743
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9 新潟県産牛乳
牛乳がない！Ａタイプ 牛乳がない！Ｂタイプ 牛
乳がない！Ｃタイプ 

40 40 40 新潟県酪農業協同組合連合会    （株）電通東日本    （株）コム    1535

10 “まずは１割”ごみ削減！！ ごめんなさい 篇 立派なごみ篇   20 20 静岡県    株式会社ピーエーシー    株式会社SDTエンタープライズ    1953

11
2万円でラジオＣＭを作ろうキャン
ペーン

「頑固な群馬男」篇 「頑固な群馬女」篇   20 20 ＦＭ群馬 マザーゲイト   （株）電通 中部支社    ミックス    2905

12 選挙に行こうキャンペーン 選挙に行こうキャンペーン    60    （株）エフエムナックファイブ        （株）エフエムナックファイブ    1728

13 企業
「投手」篇　「スポットライト」篇　「エン
ドロール」篇

60 60 60 ちばぎん保証株式会社    （株）電通東日本    （株）大日    2161

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 志摩スペイン村 「アリスが来る！」篇    20 近鉄レジャーサービス（株）    （株）大広    （株）創造    644

2 名鉄ホーム かくれんぼ    20 名鉄不動産株式会社    （株）電通名鉄コミュニケーションズ   株式会社スタジオ企画    1520

3 大学 耳たぶ    20 愛知学院大学    （株）電通 中部支社    オガワマコトオフィス    1655

4 ラシック 2nd anniversary 記念イベント    20 株式会社 三越 ラシック    （株）電通 中部支社    スタジオ Mix    1861

5 四日市大学オープンキャンパス 花火    20 四日市大学    （株）三晃社    株式会社ミックス    2066

6 月刊ケリー8月号 部長と秘書    60 （株）ゲイン    （株）新東通信    （株）スタジオ企画    394

7 スポーツ デポ 名古屋人    30 株式会社アルペン    （株）電通 中部支社   
（株）エフエム愛知 株式会社アセント
  

1126

8 長島スパーランド ナガシマの唄    40 長島観光開発 株式会社    （株）三晃社    be blue  アーバンライフスタジオ 1840

9 黒あめ あえて    60 春日井製菓株式会社    （株）電通 中部支社   
（株）エフエム愛知 株式会社アセント
  

2654

10 JR東海名古屋往復きっぷ
時報　ロックじじい篇 時報　六児の父篇 時報
クイズ篇 

20 20 20 東海旅客鉄道株式会社   
（株）ジェイアール東海エージェン
シー   

（株）ジェイアール東海エージェン
シー 株式会社　ミックス  

1000

11 タウンワーク三重版 分割 誕生 惑星 ビッグバン
30 20 20 
20

（株）リクルート    （株）電通 中部支社    （株）ミックス    2655

12 タウンワーク758 ヨーロッパ ハワイ 西区  20 20 20 （株）リクルート    （株）電通 中部支社    （株）ミックス    2664

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
大阪総合デザイン専門学校　声優
専攻科

ヤンキー    20
学校法人　上田学園　大阪総合デザ
イン専門学校   

（株）電通 関西支社    株式会社　サウンドフォーラム    198
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2 垂水温泉太平の湯 カウント    20 （株）アコーセラミック    （株）新東通信    スタジオ企画    406

3
アウディ西宮・アウディ神戸・アウ
ディ姫路

ある歌    20 株式会社阪神小型モータース    （株）電通西日本    株式会社ステップ    770

4 ありがとう浜村淳です 映画紹介    20 （株）毎日放送    （株）電通 関西支社    （株）ビッグフェイス    1818

5 天使のくちびる まぶしすぎ    20 ロート製薬（株）    （株）電通 関西支社    株式会社ステップ    1972

6 公共マナー 勘違い男篇    20 社団法人　公共広告機構    （株）大広    （株）ビッグフェイス    2831

7 リンクス 「なつみちゃん」篇    60 日本ハム株式会社    （株）電通 関西支社    （株）ビッグフェイス    1072

8 フロム・エー　関西版 「うざかわいい・カレシ」篇    60 株式会社リクルート    （株）電通 関西支社    （株）ビッグフェイス    1079

9 それから アハハの居酒屋    60 サントリー（株）    （株）電通 関西支社    （株）ヒッツコーポレーション    2451

10 FOMA 「ベビーローテンション・愛」篇    120
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西  
 

（株）電通 関西支社    （株）ビッグフェイス    1086

11 企業広告 私の来世    120 松下電器産業（株）    （株）電通 関西支社    （株）ビッグフェイス    2647

12 ナショナルホームページ
我が家の2007年問題/料理篇 我が家の2007年
問題/健康篇 我が家の2007年問題/家事篇 

60 60 60 松下電器産業（株）    （株）大広 東京本社    （株）ビッグフェイス    2137

13 企業 歯磨き兄弟1 歯磨き兄弟4 歯磨き兄弟5  90 90 90 サンスター(株）    （株）電通 関西支社    （株）ヒッツコーポレーション    2606

14 あったかトワレ
午前のトイレタイム 午前のトイレタイム 午後のト
イレタイム 午後のトイレタイム

30 30 30 
30

松下電器産業（株）    （株）大広    （株）ビッグフェイス    323

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 ケータイde中国新聞 「ファン心理」篇    20 ㈱中国新聞社    （株）電通西日本 広島支社    （株）アットアームズ    1512

2 お食事券 「オショクジケン」篇    20 株式会社平井料理システム    株式会社電通西日本高松支社    株式会社スペース    2141

3 SHOE・PLAZA 球審篇    20 ㈱チヨダ   
㈱DNP西日本 （株）電通西日本 広
島支社  

㈱クロステレビビジョン中国支社    2493

4 地域 「地域で守ろう、地域の子ども」篇    20 社団法人公共広告機構    セーラー広告株式会社    株式会社スペース    2547

5 FOMAエリア 作詞家とプロデューサー    60 （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    1301

6 ハイブリッドカー 「地球に明るいニュース」篇    60 愛媛トヨペット株式会社    （株）電通西日本 松山支社    株式会社アプト・クリエーション    2091

7 企業イメージ アルソミトラ・マクロカルパ    60 太陽石油㈱        (有)福本ゆみ事務所    2980
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8 ファミリー割引 まわりくどいプロポーズ    120 （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    1305

9 企業 「娘の作戦」篇 「旅する父・日本海」篇   60 60 ㈱NTTドコモ中国    ㈱中国広告通信社 ㈱中国博報堂   スタッフコーポレーション    128

10 ナタリーマリナタウン　シーテラス
「胸騒ぎの潮騒」第一話 「胸騒ぎの潮騒」第二
話 「胸騒ぎの潮騒」第五話 「胸騒ぎの潮騒」第
六話

60 60 60 
60

藤和不動産㈱ 三菱地所㈱   （株）電通西日本 広島支社    山陽映画㈱広島支社    1500

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 カーパルコビッグワン 港のふたり    20 カーパルコビッグワン    （株）エフエム熊本    （株）エフエム熊本    67

2 J:COM 宇宙人篇    20 Ｊ：ＣＯＭ福岡    （株）西鉄エージェンシー    アプト・クリエーション    1343

3 子ども110番 知らない人篇    20 （社）福岡市タクシー協会    （株）西鉄エージェンシー    アプト・クリエーション    1348

4 住宅ローン 声が小さい    20 九州労働金庫    （株）西鉄エージェンシー    株式会社アプト・クリエーション    1350

5 ＨＯＭＥ’Ｓ お化け屋敷篇    20 （株）ネクスト    （株）西鉄エージェンシー    アプト・クリエーション    1402

6 Ｈ・Ｉ・Ｂ・Ａ・Ｒ・Ｉ 社長のイス篇    20 （株）ヒラオカコーポレーション    （株）西鉄エージェンシー    アプト・クリエーション    1408

7 カーライフローン ぶるぶるぶる～ん    20 九州労働金庫    （株）西鉄エージェンシー    (株）アプトクリエーション    1768

8 みそ 本音    20 フンドーキン醤油株式会社    （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ   
株式会社ビデオステーションキュー  
 

2050

9 冬のバーゲン 落ちる    20 ソラリアステージ    （株）西鉄エージェンシー    （株）ユーツ‐    2879

10 企業 世界に一つだけの料理    180 フンドーキン醤油株式会社    （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ   
株式会社ビデオステーションキュー  
 

2023

11 企業イメージ ウクレレ 猫ふんじゃった 骨伝導  60 60 60 九州電力株式会社    （株）電通九州    アプトクリエーション    1236

12 黒白波 始めた人たち 産地呼称 20 20 薩摩酒造株式会社 （株）博報堂 九州支社 九州録音センター 1601
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特別賞
賞名 受賞者名 広告主 商品

w
e

作品№

中島信也 （株）資生堂 企業広告 1198

熊木杏里 （株）資生堂 企業広告 1198

ソフトバンクモバイル株式会社 ブランド
キ
ャ
キャメロンディアス「NY」篇 ブラッド「インド」篇 キャメロン「ストリート」篇 ブラッド「スペイン」篇 30 30 30 30 1776

ソフトバンクモバイル株式会社 ブランド キャメロン「変身」篇 1789

サントリー（株） サントリーウーロン茶
サ
ン
姉妹の食卓 姉さんの恋 姉の手料理 初めての口紅 30 30 30 30 1073

（株）資生堂 企業広告 1198

ベスト演出 久間敬一郎 (株)リクルート リクナビ　プレミア 216

サントリー（株） BOSS
宇
宙
人
宇宙人ジョーンズ・宅配便 宇宙人ジョーンズ・カラオケ 宇宙人ジョーンズ・競争社会 宇宙人ジョーンズ・牧場 30 30 30 30 2308

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族２４
ホ
ワ
予想外な家族 店頭 声変わり 30 30 15 　 1123

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族２４ 1124

ソフトバンクモバイル株式会社 ブランド
キ
ャ
メ
キャメロンディアス「NY」篇 ブラッド「インド」篇 キャメロン「ストリート」篇 ブラッド「スペイン」篇 30 30 30 30 1776

ソフトバンクモバイル株式会社 ブランド 1789

ソフトバンクモバイル株式会社 SLIMIA　705SH/企業/企業/Wホワイト
予
想
予想外「名刺」篇 予想外「スパイ全員」篇 予想外「一人のスパイ」篇 Wホワイト「予想外・犬」篇 15 15 15 15 2686

ソフトバンクモバイル株式会社 企業（AQUOSケータイ） 2687

(株)リクルート B-ing 墓場の怪人カビビンガ 化石男ヒトデンジャー 日本危うし！ガマギラーの侵入
ショッカー首領出現！！ライダー
危うし

15 15 15 15 215

(株)リクルート リクナビ　プレミア 216

ベストＣＭプランナー（ラジオ） 山本渉 ＴＯＴＯ株式会社 ネオレスト

T
V
で
で

TVでできないCM　ナレーター TVでできないCM　代理店女性 TVでできないCM　代理店男性 60 60 60 　 1753

株式会社 ロッテ クーリッシュ 865

グンゼ（株） BODY WILD 2231

グンゼ（株） BODY WILD 2234

富士フイルム株式会社 フジカラーポストカード 1022

ベスト演技 藤原紀香 大日本除虫菊株式会社 蚊に効くカトリス 1201

ベスト演技 大友康平 大日本除虫菊株式会社 蚊に効くカトリス 1201

サントリー（株） BOSS 2288

サントリー（株） BOSS

宇
宙
人
ジ

宇宙人ジョーンズ・宅配便 宇宙人ジョーンズ・カラオケ 宇宙人ジョーンズ・競争社会 宇宙人ジョーンズ・牧場 30 30 30 30 2308

サントリー（株） DAKARA 「食事のバランス」篇 「送別会」篇 「改・スープ」篇 「改・夜ふかし」篇 15 15 15 15 211

サントリー（株） DAKARA 241

ベスト演技 本島美和
「改・食事+送別会」篇 30

ベスト演技
Tommy Lee
Jones

宇宙人ジョーンズ・カラオケ 15

ベスト演技 長瀬智也

ちょんまげ篇 15

パンツ会議（BODY WILD）篇 60

パンツ会議（BODY WILD）篇 15

「イナバウアー」 15

ベストＣＭプランナー（テレビ） 東畑幸多

山田悠子の就職活動 180

ベストプロデュース 小佐野保

店頭 15

キャメロン「変身」篇 30

予想外のいい動き（砂場）篇 30

ベストアートディレクション 大貫卓也
30

ベスト撮影 上田義彦
新しい私になって 90

ベストサウンド
新しい私になって 90

新しい私になって 90

題名 秒数

山田悠子の就職活動 180

夫婦 15

夫婦 15

1
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