
応募総数 2,650本 （テレビ1,878本　　　　ラジオ　772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 4 5 9

ＡＣＣシルバー 9 9 2 20

ＡＣＣブロンズ 9 13 8 1 31

ＡＣＣファイナリスト 20 30 23 2 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 1 2 1 4

ＡＣＣシルバー 3 4 2 9

ＡＣＣブロンズ 4 3 2 9

ＡＣＣファイナリスト 9 15 9 33

※総務大臣賞とＡＣＣグランプリ受賞作品は同一作品

特別賞 8賞　

ＡＣＣ地域ファイナリスト

173本 （テレビ　110本　　　　ラジオ　63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

2008 48th ACC CM FESTIVAL 

入賞作品リスト 



テレビ総務大臣賞／ＡＣＣグランプリ

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
家庭内通話/広告批評/同窓会/アヤ
間違える

30/30/3
0/30

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 817

エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター 佐々木宏 

プランナー 澤本嘉光 

クリエイティブ・プロデューサー 俊成和作 

プロデューサー 小佐野保／亀山芳徳 

プロダクション・マネージャー  水上裕規／権田理恵／小林信彦／佐藤正人 

ディレクター 山内健司 

カメラマン 蟹澤雄二 

ライトマン 秋元政幸 

美術 原田恭明 

エディター 前田智子／竹内智 

ミキサー 木野武 

タレント 上戸彩／樋口可南子／ダンテ・カーヴァー／志賀廣太郎／山口いづみ／田中幸太朗／北大路欣也（声のみ） 

ナレーター  The man 

音楽制作会社 アストロミュージック出版株式会社／株式会社メロディーパンチ 

スタイリスト 原朱美／佐伯敦子／増井芳江 

ヘアメイク 中谷圭子／高野雅子／陽 

キャスティング 山内雅子 



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
たまごクラブ・ひよこクラブ・た
まひよこっこクラブ

ママの誓い 60 ベネッセコーポレーション （株）博報堂 （株）東北新社 657

2 企業 9ways 90 日本自転車振興会 （株）電通/TUGBOAT （株）ザ・ないん 728

3 企業 あこがれのJAZZ CLUB 60 全日本空輸㈱ （株）博報堂 ㈱CampKAZ 2456

4 ホームセキュリティ 番犬 60 セコム株式会社 シンガタ/（株）電通 ギークピクチュアズ 852

5 企業 「出会い」篇/「乾杯」篇/「初対決」篇
30/30/3
0

黄桜 株式会社 （株）博報堂 （株）葵プロモーション 6

6 リテール

「ブラボー証券の面々1」篇（国債）改
訂/「ブラボー証券の面々2」篇（ファン
ドラップ）改訂/「ブラボー証券の面々
3」篇（投資信託）改訂/「ブラボー証
券の面々4」篇（ダイレクト）改訂

30/30/3
0/30

大和証券グループ本社 （株）電通/TUGBOAT （株）電通テック 350

7 日本医師会
小児救急医療/長期療養ベッド数削
減/産業医

60/60/6
0

社団法人日本医師会 （株）博報堂 （株）ＴＹＯプロダクションズ 1092

8
SOYJOY/SOYJOYプルーン
Feプラス

勝手に読唇術篇/勝手に会話参加篇
/暴食自慢篇/勝手に会議中継篇

15/15/1
5/15

大塚製薬（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ＴＹＯプロダクションズ 1761

9 BOSS
宇宙人ジョーンズ・空港/宇宙人
ジョーンズ・温泉/宇宙人ジョーンズ・
秋葉原/宇宙人ジョーンズ・農家

30/30/3
0/30

サントリー（株）
シンガタ㈱/ワンスカイ/（株）
電通

（株）東北新社 2792



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 キンチョール どっちにする 15 大日本除虫菊株式会社 （株）電通 株式会社春企画東京 208

2 冬期キャンペーン キス 篇 15 （社）中央酪農会議 （株）電通 （株）電通テック 287

3 ファンタ 透明先生 15 日本コカ・コーラ（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 666

4 ホワイト家族 お風呂 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 835

5 ホワイトプラン
キャメロンディアス「ベンチ」（純増
NO.1）

15 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

ギークピクチュアズ 857

6 BOLD ランナー（ふんわりシリーズ） 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 1544

7 カルピスソーダ ｢男子新体操～はじける躍動｣篇 15 カルピス（株） （株）博報堂 （株）二番工房 1686

8 真空内釜圧力IH炊飯ジャー 映像化できないおいしさ　NG 15 象印マホービン（株） （株）電通　関西支社 （株）高映企画 1960

9 BOSS 宇宙人ジョーンズ・温泉 15 サントリー（株）
シンガタ㈱/ワンスカイ/（株）
電通

（株）東北新社 2782

10 白岳しろ 「解散の危機」篇 60 高橋酒造(株)
(株)熊日広告社/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 140

11 松林景一美容クリニック天神 「糸にだって」篇 30
医療法人　松林景一美容クリニック天
神

（株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ ビデオステーションキュー 825

12 ホワイト家族 ただ友 30 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 827

13 ピースヒロシマ ノーモア 60 ピースヒロシマ実行委員会
Ｊ．ウォルター・トンプソン・
ジャパン(株)

（株）東北新社 1177

14 ホームセキュリティ BIG TRAP 90 セコム株式会社 シンガタ/（株）電通 ギークピクチュアズ 851

15 SOYJOY 勝手に読唇術篇 30 大塚製薬（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ＴＹＯプロダクションズ 1673

16 ＤｏＣｏＭｏ２．０ 「国境を越えて」篇 60 （株）ＮＴＴドコモ
（株）エヌ・ティ・ティ・アド/（株）
電通

（株）東北新社 2384

17 企業 JENGA 60 WWFジャパン
㈱ビルド・クリエイティブハウ
ス

（株）電通テック 2727



18 BOSS 宇宙人ジョーンズ・時代劇 30 サントリー（株）
シンガタ㈱/ワンスカイ/（株）
電通

（株）東北新社 2788

19 企業
「現状維持の法則」篇/「決定回避の
法則」篇

30/30 大和証券グループ本社 （株）電通/TUGBOAT （株）電通テック 329

20 ホワイト学割
３年犬組（父吠える）/学生に説明/ソ
フトバンクごっこ/校長

30/30/3
0/30

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 820



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
名古屋駅でおなじみのきしめ
ん

習性 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 1705

2 ファンタ エビさん先生 15 日本コカ・コーラ（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 665

3 旅割 そこ旅行なんですよ 15 全日本空輸（株）
（株）電通/シンガタ/トレード
マーク

（株）ザ・ないん 735

4 ナチュラピュリファイ化粧品 腐る・ファンデーション 15 株式会社FAJA （株）博報堂
有限会社BOSS/（株）ハイスクー
ル

768

5 ホワイト学割 校長 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 837

6 ミセスロイド 「白い純一篇 A」 15 株式会社白元 （株）電通 （株）ＴＹＯプロダクションズ 957

7 桃屋　ごはんですよ！ 妖怪会議篇（のり一有り） 15 （株）桃屋 （株）読売広告社 株式会社サイプラス 1245

8 電動ポット 電動ポット 「プチ整形」篇 15 象印マホービン 株式会社 （株）電通　関西支社 ㈱ビデオステーションキュー 2771

9 企業 志望校、上昇。 15 学校法人高宮学園代々木ゼミナール （株）電通 （株）電通テック 2815

10 企業ＣＭ ホスピタリティーＢ篇 30 (株）三越 （株）電通　中部支社 (株）電通テック名古屋支社 1355

11 企業CM 夢見ることに憶病でないこと 30 株式会社東洋紡績 （株）博報堂　関西支社 有限会社ハルック 261

12 株式会社南陽 人間篇 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

593

13 エステWAM ｢燃えるサラリーマン｣篇 30 株式会社　アルファイン
オグルヴィ・アンド・メイザー・
ジャパン（株）

（株）モンスターフィルムス 212

14 インクジェット技術広告 IJ技術「プリントは、どっち?」篇 30 キヤノン株式会社 （株）博報堂/博報堂C&D HOLON FILM INC. 633

15 新技術広告 新発明!AVM編 60 日産自動車株式会社 （株）ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ （株）葵プロモーション 642

16 エコ割 来てもらうより行こう 30 全日本空輸株式会社
シンガタ株式会社/（株）電通
/株式会社トレードマーク

（株）モンスターフィルムス 692



17 サントリーウーロン茶 自分に勝ちなさい 30 サントリー（株） （株）サン・アド 797

18 読売新聞ブランド もの知り博士 30 株式会社読売新聞
（株）電通/株式会社ワンスカ
イ

（株）ＴＹＯプロダクションズ 1106

19 カレ・ド・ショコラ 瞬きをしない女 120 森永製菓（株） （株）電通 （株）マザース 1050

20 SOYJOY 勝手に会議中継篇 30 大塚製薬（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ＴＹＯプロダクションズ 1737

21 POCARI　SWEAT 「いきなり果たし状/ラグビー」篇 60 大塚製薬（株） （株）電通/TUGBOAT3 （株）東北新社 2063

22 がん保険 アフラックストーリー６（鳥越さん篇） 60 アメリカンファミリー生命保険会社 （株）電通 （株）ドマーニ 2646

23 企業
「会話力1（話し方）」篇/「会話力2（3
時間コミットメント）」篇/「会話力4（ご
連絡手段）」篇

30/30/3
0

ソニー損害保険株式会社 （株）電通 パドル株式会社 411

24 DAKARA
名刺交換 篇/温泉 篇/英会話・発音
注意 篇

15/15/1
5

サントリー（株） （株）電通 （株）電通テック 643

25 年賀状（郵便）
二宮和也篇/養老孟司篇/上野樹里
篇/坂本龍一篇

30/30/3
0/30

郵便事業（株） （株）博報堂 （株）ＴＹＯプロダクションズ目黒 675

26 サントリー黒烏龍茶
あやめとかきつばた/秋の鉄板焼/新
入社員歓迎会/あんかけ炒飯

30/30/3
0/30

サントリー（株） （株）サン・アド 806

27 ブランド
ブラッドピット「トラム」/ブラッドピット
「風」/キャメロンディアス「パーティ」/
キャメロンディアス「ベンチ」

30/30/3
0/30

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

ギークピクチュアズ/Anonymous
content

854

28 家庭教師のトライ
トライの役割＆夏だけの篇/勉強の
やりかた＆プロ家庭教師篇/マンツー
マン・殿篇/マンツーマン・ツッパリ篇

30/30/3
0/30

(株)トライグループ 風とロック （株）スプーン 1399

29 伊右衛門
秋、里帰り/玄米茶づくり/花見船/新
茶、衣替え

30/30/3
0/30

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

（株）東北新社 1918



30 DoCoMo2.0
『DCMX（コンビニ）』篇/『DCMX（タク
シー）』篇/『基本料いきなり半額』篇
/704i debut!篇

60/60/6
0/60

株式会社NTTドコモ （株）電通/TUGBOAT （株）東北新社 2071

31 ど人生 「日記」篇 30 株式会社 毎日放送 （株）電通 （株）東北新社 2706

※NO.31はSmall　Budgetです。



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 アクアマリンふくしま ショーがない水族館 15 財団法人　ふくしま海洋科学館 ㈱福島博報堂 アクト/スタジオレック 203

2
ベストウエスタンホテル
ニューシティ弘前

思い出 15 （株）ランドーナージャパン （株）電通　中部支社 （株）シースリーフィルム 1637

3 静岡放送 「放課後」篇（泣き） 15 静岡放送 （株）電通 （株）スプーン 1526

4 フェニックスプラザ摩耶 登場篇 15 株式会社 平和 （株）博報堂　関西支社 （株）春企画 2745

5 誕生祭 引き 15 株式会社チヨダ （株）西鉄エージェンシー 株式会社ティーアンドイー 1963

6 蚊に効くカトリス 疑り深い目 15 大日本除虫菊株式会社 （株）電通 （株）電通テック 223

7
ミスタードーナツ／新チョコ
レート

ティザー篇 15 株式会社ダスキン （株）電通　関西支社 東映シーエム（株）　大阪支社 414

8 プレシャワー さびない女　篇 15 大日本除虫菊(株) （株）博報堂　関西支社 東映シーエム（株）　大阪支社 436

9 ベビースター　超ワイド麺 「ビューティー」篇 15 （株）おやつカンパニー （株）電通　関西支社 株式会社ワンダーランドハウス 515

10 釜寅 宅配で 15 レストラン・エクスプレス （株）電通 （株）電通テック 894

11 釜寅 特別な存在 15 レストラン・エクスプレス （株）電通 （株）電通テック 897

12 釜寅 私が始めたとき 15 レストラン・エクスプレス （株）電通 （株）電通テック 901

13 全九州質屋大バザール 「質の流れ　のれん」篇 15 福岡県質屋共販会 （株）ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ ビデオステーションキュー 1040

14 AirPress 「ビル・工事現場」篇 15 株式会社　トンボ鉛筆 （株）博報堂 株式会社　アンデスフィルム 1333

15 ＢＯＬＤ 御一行様 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 1562

16 社名変更 「お花畑で社名変更」篇 15 エステー（株）
博報堂クリエイティブ・ヴォッ
クス/（株）博報堂

（株）マザース 1631

17 スゴイ黒ダイズ 「朝のモノマネ体操（WALK）」篇 15 大塚チルド食品株式会社 （株）アサツーディ・ケイ （株）ＴＹＯプロダクションズ 1788



18 くるりんポイ！排水口 INAXの人 15 （株）INAX （株）博報堂 （株）東北新社 2254

19 サンポール 洗浄力篇 15 大日本除虫菊株式会社 （株）電通　関西支社 （株）春企画 2632

20 Coolish オペ篇 15 株式会社ロッテ （株）博報堂 （株）葵プロモーション 2811

21 DOMO! 発見 30 株式会社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 39

22 エステWAM 「親友の母」篇 30 株式会社　アルファイン
オグルヴィ・アンド・メイザー・
ジャパン（株）

（株）ピラミッドフィルム 204

23 エステWAM ボーリング 45 ㈱アルファイン
オグルヴィ・アンド・メイザー・
ジャパン（株）

（株）ピラミッドフィルム 299

24
へーベルハウス/ロングライ
フ住宅

高い買い物/サイトーさん+思い出の
値段

60 旭化成ホームズ（株） （株）電通
（株）ＴＹＯプロダクションズ/(有)ブ
レス

463

25 ガスパッチョ！ 「ピピッとコンロ・信長本能寺」篇 30 東京ガス（株） （株）電通 （株）シー・エム・エヌ 509

26 企業 19JAバンク企業広告「住宅ローン」 60 農林中央金庫 （株）博報堂 （株）ニッテンアルティ 637

27 冬期キャンペーン 「キス」篇 30 中央酪農会議 （株）電通 （株）電通テック 654

28 カルピスソーダ
はじける男子新体操「途中で着替え」
篇

30 カルピス（株） （株）博報堂 （株）二番工房 731

29 旅割 そこ旅行なんですよ 30 全日本空輸（株）
（株）電通/シンガタ/トレード
マーク

（株）ザ・ないん 772

30 手帳 華麗なるおっぱっぴー篇 30 株式会社高橋書店 （株）電通 （株）エンジンフイルム 915

31 nocria さち子との再会　夏 30 株式会社富士通ゼネラル （株）アサツーディ・ケイ （株）マザース 1052

32 フジカラーフォトブック ありきたりな旅行篇 30 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 1089

33 ﾄｸﾎﾝ ﾊﾘｺﾚ(秋冬) 30 トクホン （株）電通 ディレクターズカンパニー・レモン 1151

34 銀のさら
Experiment/Experiment002/Experim
ent003

60 株式会社レストラン･エクスプレス （株）電通 （株）電通テック 1157

35 髪色輝くヘアカラー 街かど 30 （株）マンダム （株）電通　関西支社 （株）渡辺企画 1344

36 ジョージア 麻雀 30 日本コカ・コーラ（株） （株）電通 （株）葵プロモーション 1351

37 企業 ファのない世界 60 大和証券グループ本社 ground/（株）電通 （株）電通テック/キラメキ 1623



38 毎日新聞 ｢裁判所前｣篇 30 （株）毎日新聞社 （株）毎日広告社 （株）二番工房 1628

39 真空内釜圧力IH炊飯ジャー 本当のおいしさとは 30 象印マホービン（株） （株）電通　関西支社 （株）高映企画 1967

40 企業 Ｂａｂｙ’ｓ　Ｔａｌｋ 60 東京海上日動火災保険（株）
シンガタ　株式会社/株式会
社　ワンスカイ/株式会社　ト
レードマーク

（株）東北新社 2013

41 SANKEI  EXPRESS 1month 30 株式会社　産業経済新聞社 （株）電通/TUGBOAT （株）東北新社 2035

42 代々木アニメーション学院 アニメの原点 30 株式会社代々木ライブアニメイション （株）アサツーディ・ケイ FLAG 2049

43 ENEOS 「新ｽﾛｰｶﾞﾝ発表」篇（改訂） 30 新日本石油（株）
（株）電通/（株）石川広告制
作室/（株）ワンスカイ

（株）東北新社 2119

44 東京ディズニーリゾート 小さな奇跡 30 ㈱オリエンタルランド （株）電通 ㈱CampKAZ 2506

45 オロナミンCドリンク 公転 30 大塚製薬（株） （株）電通 （株）ロボット 2615

46 メリット お風呂 30 花王（株） （株）電通 （株）ロボット 2710

47 BRATOP 「安心」篇 30 ㈱ユニクロ （株）電通 （株）東北新社 2752

48 手作りチョコレート 「女の子はいろいろ考える」篇 60 明治製菓（株） （株）電通 （株）ニットー 2784

49 ドガッチ 「ニュース」篇 30 株式会社　プレゼントキャスト （株）電通 （株）東北新社 2813

50 カルピスソーダ ｢男子新体操～全演技｣篇 150 カルピス（株） （株）博報堂 （株）二番工房 1695

51 マリエール
下見・ステンドグラス/下見・パイプオ
ルガン/下見・試着室/下見・ガーデン

15/15/1
5/15

株式会社平安閣 （株）電通　中部支社 エジソンライトハウス 2431

52
大阪市路上喫煙の防止に関
する条例

条例周知篇/禁止地区周知篇 30/30 大阪市 （株）シースリーフィルム 445

53 マルボーロ であい/失恋/奪われた恋
60/60/6
0

株式会社　北島 （株）電通九州 株式会社　ティーアンドイー 2003

54 別府競輪
別府競輪の男達　VOL9/別府競輪の
男達　VOL11/別府競輪の男達
VOL12/別府競輪の男達　VOL13

15/15/1
5/15

別府市 （株）電通九州
ワンダーランドハウス/Ｕ２/写童
団

2293



55 Fanta
投稿⑧「映画監督」篇/投稿⑨「戦国
武将」篇/投稿⑩「ｴｱﾌｧｲﾄ」篇

15/15/1
5

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 8

56 ACUO 登場篇/歓迎会篇 30/30 ㈱ロッテ （株）電通 （株）東北新社 280

57 ガスパッチョ！
「床暖房･この冬から」篇/「床暖房･静
かな暖房」篇

30/30 東京ガス（株） （株）電通 （株）電通テック/（株）ホリプロ 285

58 TOWN　WORK
地元Love　北千住/地元Love　大宮/
地元Love　上野/地元Love　　立川

30/30/3
0/30

（株）リクルート （株）アサツーディ・ケイ （株）ＡＤＫアーツ 365

59 日産NOTE
ローズ＆マリー篇/エヴァファミリー篇
/ロバート＆教頭篇/コーチ篇

30/30/3
0/30

日産自動車（株）
（株）ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ
/（株）博報堂

（株）葵プロモーション/（株）プラス
ヘッズ

653

60 黒あめ オフィス/仔犬/おじさん
30/30/3
0

春日井製菓株式会社
（株）アサツーディ・ケイ　中部
支社

太陽企画（株） 1238

61 企業広告
「やってみたいこと」篇/「動物園」篇/
「360°×365日」篇

60/30/3
0

オリンパス株式会社 （株）電通/コトバ （株）スプーン 1538

62
SOYJOY/SOYJOYストロベ
リー

女優とマネージャー篇/いちご娘篇/
これからは低GI篇

30/30/3
0

大塚製薬（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ＴＹＯプロダクションズ 1773

63 Volvic
「1L for 10L.2008　井戸に集まる笑
顔」篇 /「1L for 10L.青い水の世界
へ」篇

15/30
ダノンウォーターズオブジャパン株式会
社

（株）博報堂 株式会社　アンデスフィルム 1871

64 金麦
待ちきれなくて/好き篇/くもりガラス
篇/麦ワラ帽子の君は篇/浴衣の君
は篇

15/15/1
5/15

サントリー（株）
（株）電通/シンガタ(株)/螢光
TOKYO

（株）スプーン 1934

65 FMV
「お店にて」篇/「マー君」篇/「同居
人」篇

30/30/3
0

富士通株式会社 （株）電通/TUGBOAT （株）東北新社 2059



66 タウンページ
オートクチュール(デヴィ夫人)篇/ピア
ノ教室(假屋崎さん)篇/パソコン修理
篇/写真館篇

30/30/3
0/30

ＮＴＴ番号情報株式会社
（株）電通/株式会社　ワンス
カイ

（株）東北新社 2131

67 Green Film Project ‘07
アンナと地球　第二話/アンナと地球
第三話/アンナと地球　第四話/アン
ナと地球　第六話

45/45/4
5/45

グリーン・フィルム・プロジェクト事務局 （株）電通 （株）東北新社 2154

68 ANAプレミアムクラス 地上篇/上空篇 30/30 全日本空輸（株）
シンガタ（株）/（株）電通/
（株）トレードマーク

（株）東北新社 2190

69 ＤｏＣｏＭｏ２．０
「考えられへんぞ！！」篇/「サクサク
ダウンロード」篇/「２ｉｎ１やねん」篇

60/60/3
0

（株）ＮＴＴドコモ
（株）エヌ・ティ・ティ・アド/（株）
電通

（株）ホリプロ/（株）東北新社 2376

70 企業
バースデーケーキ/あこがれのJAZZ
CLUB

30/30 全日本空輸㈱ （株）博報堂 ㈱CampKAZ 2458

71 テレビドガッチ
グリーンピーしばの巻/黒豆しばの巻
/ピーナッしばの巻

30/30/3
0

株式会社　プレゼントキャスト （株）電通 （株）電通テック 2520

72 JAバンク企業広告
総論(出会い）/教育（息子の想い）/
定年（義父の夢）

60/60/6
0

農林中央金庫 （株）博報堂 （株）ニッテンアルティ 2704

73
Wide Leg/カシミヤ/ヒートテッ
クインナー/プレミアムダウン

「朝」篇/「ぎゅっ」篇/「雪の駅」篇/「真
新しい冬」篇

30/30/3
0/30

㈱ユニクロ （株）電通 （株）東北新社 2757

74 ギネス世界記録2008 ページをめくれば世界一 30 株式会社　ポプラ社 （株）博報堂 （株）ヴァカンス 241

75 企業 マッチ棒クイズ 60 サノヤス・ヒシノ明昌 （株）電通　関西支社 (株)アットアームズ 383

※NO.74.75はSmall　Budgetです。



北海道地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 スカパー！ プロ野球 ファイターズ　つづきは 15
株式会社スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 60

2 ハウスシチュー ホタテシチュー 15 ハウス食品（株） （株）読売広告社 （株）ワッツ　オブ　トーキョー 799

3 やきそば弁当 「たまらんとまらん」篇 15 東洋水産株式会社 （株）電通 太陽企画（株） 1203

4 ナッチャンRera　車割 車割のうた（登場） 15 東日本フェリー株式会社 （株）電通北海道 株式会社nice 1948

5 ホクレン大収穫祭 ホクレン大収穫祭開催告知 15 ホクレン農業協同組合連合会 （株）電通北海道 （株）ナイス 2122

6
プレイランドハッピー企業広
告

砲丸投げ篇 15 新和グループ （株）電通北海道 （有）毛ガニフィルム 2185

7 室蘭やきとり弁当 室蘭やきとり0707北海道　本告篇 15 株式会社プレナス/ほっかほっか亭
（株）アサツーディ・ケイ　九州
支社

株式会社モーニング 2249

8 サッポロテイネ サッポロテイネ　The music篇 15 加森観光株式会社 株式会社モーニング 2290

9 除雪機 親子篇 30 本田技研工業株式会社 （株）電通 株式会社イフワークス 931

10 企業 大地のいのち篇 60 ホクレン農業協同組合連合会 （株）電通北海道 (株)nice 1504

11 FOMAエリア改善訴求
FOMAエリア改善訴求 第3弾　ぼくら
はFOMAでつながっている！～総集
編

30 NTTDoCoMo北海道 株式会社北海道博報堂 株式会社モーニング 2277

12 春キャンペーン2008
手続きカンタンYO篇/文字が大きい
YO篇

15/15 株式会社北海道新聞社 株式会社北海道博報堂 株式会社インデックス・コア 707

13
第一滝本館　お食事処「湯の
里」

中庭篇/カウンター篇/オープンキッ
チン篇

15/15/1
5

（株）第一滝本館 （株）電通北海道 （株）モーニング 1413

14 きっかけは食卓キャンペーン
じゃがいも篇/おせち篇/食べ物の名
前篇

15/15/1
5

北海道文化放送（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア 1427

15 ジョブキタ ストライカー/バレリーナ/魚屋
15/15/1
5

株式会社アルバイト情報社 （株）電通北海道 株式会社nice 1922



東北地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 スカパー！ プロ野球 イーグルス　つづきは 15
株式会社スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 66

2 専門学校 Nitchoスマイルオーケストラ 15 日本調理技術専門学校 株式会社読売福島広告社 株式会社スタジオレック 2442

3 ダイドードリンコ株式会社 白い自販機 60 ダイドードリンコ株式会社 （株）博報堂　関西支社 株式会社クリエイターズユニオン 2441

4 伊右衛門 横顔 90 サントリー（株） （株）電通 （株）東北新社 2584

5 とびっきり自然な純米酒 カラダが求める 30 秋田銘醸株式会社 （株）読売広告社 （株）サンク 2648

6
焼肉レストラン　夏のキャン
ペーン第一弾「みんなのカル
ビ投票」

投票に行こう！/円グラフ 15/15 株式会社京王’Ｓ 株式会社仙台博報堂 バブル 584

7 銀行
おじいちゃんの幸せ探し/お母さんの
元気/夏ちゃんの話せてよかった

30/30/3
0

株式会社七十七銀行 （株）電通東日本 有限会社 Qoo 2434

8 平泉文化遺産
中尊寺篇/毛越寺篇/骨寺村荘園遺
跡篇

15/15/1
5

（株）岩手めんこいテレビ 有限会社ダブルス広告事務所 2620

9 正月ＣＭ カサンドラ劇場Ａ/カサンドラ劇場Ｂ 60/60
スガワラ靴店/ＭＯＳＳビル/メガネの松
田/愛真館/マッハランド  盛岡ガス

株式会社　盛岡博報堂 ベアーズ企画製作室 2836



関東・甲信越・静地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 DOMO! 発見A 15 株式会社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 40

2 夏の高校野球生中継
夏の高校野球PR　15秒PR連日放送
中篇

15 （株）静岡朝日テレビ 株式会社朝日メディアブレーン 900

3 リクルート リクルート・ロボット篇　第2弾 15 株式会社アイエイアイ 株式会社ダン 株式会社富士テレネット 905

4 TOWN WORK 友人篇 15 （株）リクルート （株）電通 （株）ザ・ないん 1140

5 うつ自殺予防広報 父と娘の時間　篇 15 静岡県企画部広報局 株式会社ピーエーシ‐ 株式会社アンテロープ 1409

6 だいしマイカーローン 洗車篇 15 （株）第四銀行 （株）電通東日本 （株）エッグ 1744

7 コロナファンヒーターHix リモコン勝負篇 15 （株）コロナ （株）電通東日本
（株）円谷プロダクション/（株）エッ
グ

1827

8
山梨県 「やまなし子育てネッ
ト」

みんなが支えてる 15 山梨県 知事政策室 広聴広報課 （株）ジェイ・アイ・シー （株）フィックス 2284

9 社会啓発 玄関ドア　篇 15 山梨県福祉保健部児童家庭課 株式会社ユーティーワイ企画 株式会社ユーティーワイ企画 2586

10 企業広告 砂漠篇 30 スター精密株式会社 株式会社静岡博報堂 （株）博報堂プロダクツ 121

11 企業広告 「世界一の会社で働こう」篇 30 （株）エフ・シー・シー （株）電通東日本 （株）ザ・ないん 1110

12 TOWN WORK この街で働きたい篇 60 （株）リクルート （株）電通 （株）ザ・ないん 1149

13 STOP飲酒運転 ｼｬﾄﾞｰ 30 テレビ信州 （株）電通 （株）葵プロモーション 1232

14 SHOEMART LOVELOVESHOES 30 株式会社シューマート
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 2184

15 静岡放送
放課後篇（泣き）/おやつ篇/ボディビ
ル篇

30/30/3
0

静岡放送（株） （株）電通 （株）スプーン 780

16 静岡産業大学
スポーツ保育のスイッチ/映像制作の
スイッチ

15/15 第二静岡学園 （株）電通東日本 アンテロープ 1258



17
だいし長期固定金利型住宅
ローン

長～いバット篇/長～い物干篇 15/15 （株）第四銀行 （株）電通東日本 （株）エッグ 1638

18
公益信託JA・静岡県信連民
俗芸能振興基金

寺野ひよんどり/清澤神楽 30/30 静岡県信用農業協同組合連合会 株式会社ピーエーシー 株式会社SDTエンタープライズ 2136

19 ＪＡの宅配
うちの冷蔵庫篇/トラックの中は会議
中篇

15/15
全国農業協同組合連合会長野県本部
生活部生活課宅配グループ

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 2160



北陸・中部地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 スカパー！ プロ野球 ドラゴンズ　つづきは 15
株式会社スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 58

2
キュラーズ　レンタル収納ス
ペース

物　篇 15 株式会社ピードモント 協同広告（株） 太陽企画（株） 271

3 ザ・グランドティアラ ロックする花嫁　モデルＣ篇 15 株式会社愛知冠婚葬祭互助会 株式会社アイアド・プラス （株）東北新社 1332

4 アピタバザール 雪原篇　開催 15 ユニー株式会社 （株）電通　中部支社 （株）シースリーフィルム 1514

5 タウンワーク社員 社員の拳 15 （株）リクルート （株）電通　中部支社 （株）シースリーフィルム 1701

6 エイキハウス 家は自由だ 15 （株）栄輝工建 （株）日本エージェンシー 2568

7 正栄産業 座禅 30 (株）正栄産業 (株）北陸博報堂　富山支社 (株）アビックスタジオ金沢 207

8 転職ライブ 出会い 30 （株）リクルート （株）電通　中部支社 （株）シースリーフィルム 1647

9 テレビＣＭ ストロマトライトの呟き 60 中京テレビ放送（株） 中京ビデオセンター株式会社 1863

10 数の子 「宇宙ドリル」篇 30 加藤水産 （株）電通北海道
（株）電通テック/CINETONE
DELUXE

2242

11 （社）公共広告機構 日課のスライド 30 （社）公共広告機構 （株）三晃社 （株）葵プロモーション 2557

12 ボートピア名古屋
スペクタクル篇/エンターテイメント篇
/ファンタジー篇/スリラー篇

15/15/1
5/15

日本モーターボート競走会 （株）博報堂　中部支社 株式会社映像ボックス 587

13 うつ啓発キャンペーン
里山（親子）篇/電車（社会）篇/公園
（親子）篇/自転車（夫婦）篇

15/15/1
5/15

富山うつプロジェクト （株）博報堂 （株）ＴＹＯプロダクションズ 963

14 Gcar 静かな走り/ボディカラー 15/15 （株）ガリバーインターナショナル （株）新東通信 （株）ハルック 1421

15 企業 黒子A/黒子B 15/15 （株）リクルートスタッフィング （株）電通　中部支社 （株）シースリーフィルム 1672



近畿地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 ZAQ お誕生会 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 259

2
ボンルージュ　三番街のバー
ゲン

書初め 15 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 （株）大広 （株）ビーンズフィルム 490

3 企業 大奥篇（恐るべし） 15 株式会社エコリング （株）読売広告社 東映シーエム（株）　大阪支社 574

4 タウンワーク社員 「ウルトラ社員」篇 15 （株）リクルート （株）電通　関西支社 （株）シースリーフィルム 2081

5 城崎マリンワールド セイウチ／水鉄砲 15 日和山観光株式会社
（株）オリコム/有限会社ラン
グ

（株）創造 2598

6 スカパー！プロ野球 タイガース　つづきは 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）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 56

7 ZAQ 夏祭り 30 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 257

8 企業 ガーナのお葬式　篇 60 有限会社　公友社 （株）電通　関西支社 （株）ハット 1549

9 高野山 「私のお母さん」篇 30 南海電気鉄道株式会社 （株）電通　関西支社 （株）電通テック 2066

10 IKEA　関西ﾛｰﾝﾁ TVCM 万年床篇　60秒A 60 ｲｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 （株）アサツーディ・ケイ （株）葵プロモーション 2873

11
関西サイクルスポーツセン
ター

ecology/healthy/economy
15/15/1
5

財団法人自転車センター （株）大広
株式会社ビデオステーション
キュー

488

12 ｎａｍＢａ　ＨＩＰＳ
「難波にラスベガスが出現」篇/「レッ
ドカーペット」篇/「フリーフォール」篇/
「恋におちる」篇

15/15/1
5/15

平川商事株式会社 （株）博報堂　関西支社 （株）ニッポンムービー大阪 2616



中国・四国地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 スカパー！ プロ野球 カープ　つづきは 15
株式会社スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 59

2 自由時間 回るハムスター 15 ワタナベプリント株式会社 （株）電通西日本　松山支社 株式会社スペース 1388

3 自動車防振装置 NO VIBRATION 15 倉敷化工株式会社 山陽映画株式会社 1400

4
やまぐち1泊2日ぶらり満喫の
旅

「知育ゲーム？」篇 15 （株）防予旅行サービス セーラー広告（株）
セーラー広告（株）/南海放送映像
サービス（株）

2252

5 企業広告 「ありがとう」篇 15 有限会社八幡浜看護婦家政婦紹介所 株式会社愛広 株式会社イノセンス 2511

6 企業広告 「simple」篇 15 ニンジニアネットワーク株式会社 株式会社イノセンス 2516

7 企業広告 「蝶の吸水行動」篇 15 松山市公営企業局 株式会社愛広 株式会社イノセンス 2517

8 鶏めしの具 とりめしの具　篇 15 ㈱丸久 ㈱読売広告西部　山口支社 TYSビジョン 2565

9 カニ缶 おいしさでエールを　改定　篇 15 マルハ㈱中国支社 ㈱読売広告西部山口支社 TYSビジョン 2585

10 企業 2008安定供給「送電線」篇 30 中国電力株式会社 株式会社中国博報堂 スリーディプロダクツ 28

11 yes!takagi Starting Up 30 髙木工業株式会社 （株）大広　東京本社 （株）ＴＹＯプロダクションズ 575

12 引きTRY！ 「妊婦」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 2235

13 （株）新来島どっく 「見上げた、仕事だ。」篇 30 （株）新来島どっく セーラー広告（株） （株）ビデオ・ステーション・キュー 2245

14 企業 「夜」篇/「朝」篇 60/60 メガネの田中チェーン株式会社 （株）電通　関西支社 （株）ビーンズフィルム 47

15 企業
｢えーっと」篇　ブティック/「えーっと」
篇　レストラン

30/30 株式会社ハーティウォンツ 株式会社中国博報堂
株式会社ビデオ・ステーション・
キュー 495

16 西日本高速道路株式会社 「標識」篇Ａ/「標識」篇Ｂ 30/30 西日本高速道路株式会社　中国支社 （株）電通西日本　広島支社 株式会社ワンダーランドハウス 726



17 企業 第１話/第２話/第３話
60/60/6
0

株式会社　ローソン （株）電通西日本　岡山支社 テレビ山口（株） 1993

18 初売り 出世篇/プロポーズ篇/写真篇
15/15/1
5

岡山一番街商店会 （株）電通西日本　岡山支社 株式会社ウェイブ 2012



九州・沖縄地域テレビファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 スカパー！ プロ野球 ホークス　つづきは 15
株式会社スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）アサツーディ・ケイ （株）モンスターフィルムス 68

2 企業広告 純増No.１　外国人･代打 15 ソフトバンクモバイル株式会社 （株）博報堂 （株）サン・アド 685

3 一（はじめ）茶織 ﾎﾞﾄﾙ収穫　春篇 15 日本コカ・コーラ（株） （株）博報堂/南国有限会社 （株）葵プロモーション 921

4 福岡県トラック協会 街・トラック 15 （社）福岡県トラック協会 （株）大広九州 株式会社ティーアンドイー 1016

5 ＢＢＩＱ光テレビ 結婚記者会見　篇 15 九州通信ネットワーク株式会社
（株）西広/株式会社　ＣＳ西
広

（株）東北新社 1946

6 ＳＵＭＭＥＲ ＳＡＬＥ ほしい 15 株式会社チヨダ （株）西鉄エージェンシー
株式会社ティーアンドイー/motion
design U2

1970

7 企業 フェリー提督 15 阪九フェリー株式会社 （株）大広九州 パイロン 2305

8 大きな文字になりました 「熟年夫婦/3.24以降」 15 西日本新聞社 （株）西広 （株）ビデオ・ステーション・キュー 2380

9 オリオンビール 2007お歳暮「人結び縁結び」篇 15 オリオンビール株式会社 株式会社ブレーン沖縄 株式会社ブレーン沖縄 2843

10
２００８福岡ソフトバンクホー
クス開幕広告

「ブン！ブン！ＨＡＷＫＳ」全員開幕篇 60
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

263

11 株式会社南陽 機械漫才篇 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

596

12 本格むぎ焼酎　二階堂 文字のかけら 30 二階堂酒造有限会社 （株）大広九州 有限会社ビッツ 1011

13 水族館 命篇 30 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 1305

14 真夏の井筒屋祭 『割り込み』篇 30 株式会社　井筒屋 （株）電通九州 株式会社　スタジオ56 1367

15 オリオン南国物語 レギュラー 30 オリオンビール株式会社 株式会社ブレーン沖縄 株式会社ブレーン沖縄 2848

16 茶流彩彩　さんぴん茶 「友達　その1」篇/「友達　その2」篇 15/15 日本コカ・コーラ（株） （株）電通 （株）葵プロモーション 934

17 省エネキャンペーン
地球温暖化篇/冬篇/お風呂篇/キッ
チン篇

30/30/3
0/30

九州電力 株式会社 （株）西広 （株）東北新社 1668



18 企業
お茶/爪楊枝/綿棒/ＣＭの中でＣＭ
（液晶テレビ）

15/15/1
5/15

ミスターマックス （株）電通九州 （株）電通テック 1670

19
引っ越しのチャンスです／OL
篇

その１/その６/その８
15/15/1
5

(株)ディックスクロキ (有)ハナダカンパニー
(有)ジェイ・エム・ディ/(株)ワン
ダーランドハウス 1979

20
ハッピースプリングパー
ティー

ＳＴＯＲＹ‐１「ルド、地球へ」/ＳＴＯＲ
Ｙ‐2「がんばれルド」

90/90 株式会社スペースワールド （株）電通九州 株式会社ティーアンドイー 2135

21 別府競輪
別府競輪の男達　VOL2/別府競輪の
男達　VOL3/別府競輪の男達
VOL4/別府競輪の男達　VOL6

15/15/1
5/15

別府市 （株）電通九州
ワンダーランドハウス/Ｕ２/写童
団

2163

22 九州新幹線　つばめ
鹿児島スイッチ～温泉峠～/鹿児島
スイッチ～黒豚横丁２００８～

30/60 九州旅客鉄道株式会社 （株）電通九州/ＴＵＧＢＯＡＴ 株式会社ティーアンドイー 2241



ラジオ総務大臣賞／ＡＣＣグランプリ

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 胡麻麦茶 留守番電話 120 サントリー（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 455

エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター  加藤英夫 

クリエイティブ・ディレクター 黒田金次郎 

プランナー 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 

ミキサー 犬丸正弘 

音響効果 副島圭介

タレント 福田天球／山埜有美子／中川真仁 

ナレーター 梶本潔 

キャスティング 森田一成

プロダクションマネージャー 東竜太 



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 オカモトのコンドーム 父のプロポーズ 20 オカモト㈱ （株）文化放送 1594

2 EOS Kiss デジタル あっという間 40 キヤノンマーケティングジャパン（株） （株）電通
株式会社青二プロダクション/株
式会社MITギャザリング

163

3 ＦＭぐんま営業案内ＣＭ スナック篇 90 （株）エフエム群馬 （株）電通　中部支社 （株）電通　中部支社 2232

4 フロム・エー関西版 おつかれさま/男性営業/女性営業
40/60/6
0

（株）リクルート （株）電通　関西支社 （株）ビッグフェイス 2419



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
Jinoフォレスティーノ薬用アミ
ノ育毛ローション

床屋 20 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 652

2 グランブルー 最高にブルーな会議 20 オエノンホールディングス（株） （株）博報堂 （株）オサマジョール 1041

3 いいこと茶 今日のできごと 20 カルピス（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 2770

4 コンパクトビッグ 冷蔵庫の中に… 40 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 878

5 サントリーCCレモン 自己完結型ラブレター 40 サントリー（株） （株）博報堂 福本ゆみ事務所 579

6 企業・食と炎 「炊き込みご飯」篇 120 東京ガス（株） （株）電通
㈲福本ゆみ事務所/㈱エムアイ
ティギャザリング 288

7 サントリーホール コカリナ 120 サントリー（株） （株）読売広告社 福本ゆみ事務所 2362

8 リクナビNEXT 場所/上司/キャリアアップ/社風
20/20/2
0/20

（株）リクルート （株）電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 1795

9 企業 黄昏/適齢期 120/120 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 676



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 メタボリック対策用品 実況 20 スギ薬局 （株）電通　中部支社 （株）エフエム愛知/（株）アセント 1015

2 山用品 温暖化篇 20 日本用品株式会社 （株）ニッポン放送/（株）電通 532

3
Jinoフォレスティーノ薬用アミ
ノ育毛ローション

お熱 20 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 674

4 エアコン 手術室のエアコン 20 関東エアコン専門卸売センター （株）文化放送 1395

5 企業 「上司の説教」篇 60 三幸興業株式会社 POOL inc. （株）博報堂プロダクツ 1082

6 すしざんまい 会話ネタ篇 60 株式会社喜代村 （株）ニッポン放送/（株）電通 985

7 ナショナル食器洗い乾燥機 他人のムダ 60 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 2389

8 BOSS レジェンド 出会い/手と手/別れ
20/20/2
0

サントリー（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 443

9 ザ・サントリーオールド 母の水割り/行きなはれ/熱唱
60/60/6
0

サントリー（株） （株）電通 （株）ランダムハウス 1168



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 ラシック
「テンポシリーズ・クラシック１」篇Ａタ
イプ

20 （株）三越 ラシック （株）電通　中部支社 （株）サンデーフォークフロント 1643

2 長島温泉　湯あみの島 時の流れ 20 長島観光開発（株） （株）三晃社 ビー・ブルー 2466

3 ＣＢＣラジオ ５秒でもさびしいがや 20 中部日本放送（株） 370

4 エコアイディア ナクナル 20 松下電器産業（株） （株）博報堂 ㈱タンゴ 706

5 引越し 思い出篇 20 ファミリー引越しセンター株式会社 （株）ニッポン放送/（株）電通 971

6 明治キシリッシュ イキあり 20 明治製菓（株） （株）電通
株式会社エムアイティギャザリン
グ

1349

7 つやや お前んちのねえちゃん 20 味の素（株） （株）電通 （株）大日 1832

8 スリムアップシュガー 気になるお肉・電話 20 味の素（株） （株）電通 （株）大日 1836

9 SOYJOY おなか 20 大塚製薬（株） （株）博報堂 オサマジョール 2158

10 スチームオーブンレンジ 噛まない子供 60 松下電器産業（株） （株）大広　東京本社 （株）ビッグフェイス 2445

11 ピノ マサコとショウコ 60 森永乳業（株） （株）博報堂 グッドアイデア 330

12 サントリーホール 感情表現 40 サントリー（株） （株）大広 福本ゆみ事務所 453

13 エコアイディア ナクナル 40 松下電器産業（株） （株）博報堂 ㈱タンゴ 641

14
Jinoフォレスティーノ薬用アミ
ノ育毛ローション

娘の夢 40 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 672

15 エコキュート 自分会議 60 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 895

16 キシリッシュ アロハ 60 明治製菓（株） （株）電通 （株）ランダムハウス 1115

17
ナショナル瞬間あったかトワ
レ

迷惑女優 60 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 1534



18 ララン 密かにささえる 60 （株）ワコール
（株）ドラゴン東京/（有）福本ゆみ
事務所

1545

19 エコドライブ 無限音階 60 トヨタ自動車（株） ダオ （株）ランダムハウス 1710

20 企業 ボーン・イン・アフガニスタン 180 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）エフエム東京 645

21 響 星になったふるさと 150 サントリー（株） （株）電通 （株）ランダムハウス 1096

22 企業広告 キッズプロジェクトむかしむかし 100 （株）Ｊ‐ＷＡＶＥ
（株）Ｊ‐ＷＡＶＥ/(有)福本ゆみ事
務所

1648

23 企業 想うわよ 90 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所 1859

24 企業 環境・どんぐりプロジェクト 80 東京ガス（株） （株）ビデオプロモーション
（株）エフエム東京/有限会社福本
ゆみ事務所

1929

25 電池がどれでもライト 表彰式/遺言/バツイチ
20/20/2
0

松下電器産業（株） （株）電通　関西支社 ステップ 225

26 ＳＤムービー 歌う男/喋る女/斬られる男
60/60/6
0

松下電器産業（株） （株）大広　東京本社
東映シーエム（株）　大阪支社/株
式会社　ステップ

720

27 サントリーフラワーズ
「取り調べ」/「説得」/「命令」/「ギャ
ル」

60/60/6
0/60

サントリー（株） （株）博報堂 （有）フットワーク 739

28 企業CM
鏡の中の約束/鏡の中のラブレター/
鏡の中の親友

120/120
/120

（株）資生堂 （株）トウインクル （有）福本ゆみ事務所 1133

29 ９０５ｉ
「イブなのに、の人々②ママ」篇/「イ
ブなのに、の人々⑤父」篇

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

福本ゆみ事務所 1146

30 ムラーノ
新世界×さくら/クシコスポスト×
シャボン玉/茶色の小瓶×桃太郎

60/60/6
0

日産自動車株式会社 （株）ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯ （有）フットワーク 2108

31 企業
「男を骨抜き～」篇/「男の炒め物～」
篇

90/90 （株）ジャックス （株）電通 （株）豪勢堂コネクタ 2454



32 ＪＡＬ企業広告
シベリアを守る/エコフライト/ガイアナ
イト

120/120
/120

日本航空 （株）読売広告社 福本ゆみ事務所 2559

33 企業 夫婦カメラ/デジタルカメラブーム 90/90 オリンパス（株） （株）電通/（株）　コトバ
（株）スプーン/（株）ランダムハウ
ス

2676



北海道地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 産消協働を考える うれしいか。くやしいか。篇 20 (株)十勝毎日新聞社 （株）電通北海道 (株)札幌テレビハウス 1786

2 自社PRスポット 心に響くHBCラジオ 60 北海道放送（株） 北海道放送（株） 639

3 ＡＥＤ普及促進 俊平への手紙 100 財団法人　日本救急医療財団 （株）ＳＴＶラジオ 808

4 サッポロクラシック
バフンウニ/ジンギスカン/北海シマエ
ビ

20/20/2
0

サッポロビール（株） （株）読売広告社 （有）フットワーク 147



東北地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 マイローソンポイント たまっている家族 20 株式会社ローソン 株式会社仙台博報堂 イトオンＪスタジオ 325

2 ラジオ福島ＰＲスポット
私が笑顔になれるときＰＡＲＴ①/私
が笑顔になれるときＰＡＲＴ②/私が
笑顔になれるときＰＡＲＴ③

20/20/2
0

（株）ラジオ福島 （株）ラジオ福島 2444



関東・甲信越・静地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 観光サービス 貴方を抱きしめる 20 川根本町まちづくり観光協会
（株）エスビーエスメディアビ
ジョン

（株）エスビーエスメディアビジョン 266

2 パールピアス パールのピアス 20 （株）コサカパール （株）ダイワ （株）エスビーエスメディアビジョン 274

3 布団 夢シリーズ①仕事 20 （株）こはり （株）静鉄アド・パートナーズ 静岡放送（株） 275

4 企業 「会社の将来性」篇 20 三幸興業株式会社 POOL inc. （株）博報堂プロダクツ 1075

5 企業 「排水溝」篇 20 三幸興業株式会社 POOL inc. （株）博報堂プロダクツ 1090

6 国民年金基金 確率篇 20 山梨県国民年金基金 株式会社アドブレーン社 株式会社アドブレーン社 2860

7 自社開局25周年記念ＣＭ 台所のリズム 60 静岡エフエム放送（株） 静岡エフエム放送（株） 静岡エフエム放送（株） 2484

8 ＦＭぐんま営業案内ＣＭ 「英会話」篇 60 （株）エフエム群馬 （株）電通　中部支社 （株）電通　中部支社 2545

9 ＴＯＵＫＡＩ‐０
被災者の教訓　井上さん篇/被災者
の教訓　清水さん篇

20/20 静岡県 株式会社　富士テレネット 株式会社　富士テレネット 337

10 味の素
男の料理塾　男はつらいよ/男の料
理塾　料理はあいまいだ/男の料理
塾　耳たぶ

40/40/4
0

味の素（株） （株）博報堂 （有）福本ゆみ事務所 1779

11 企業 初めての歯ブラシ/好きな人と歯 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 2238



北陸・中部地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 ラシック 女ゴコロ 20 ラシック （株）電通　中部支社 サンデーフォークフロント 1363

2 アルペンフィットネスクラブ エスカレーター 20 （株）アルペン （株）電通　中部支社 愛知国際放送（株）/（株）アセント 1424

3 黒飴 「松竹梅」篇 20 春日井製菓（株） （株）電通　中部支社 愛知国際放送（株）/（株）アセント 1654

4 フロムエーナビ デート 20 （株）リクルート （株）電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 2076

5 ナガシマスパーランド 早送り 20 長島観光開発（株） （株）三晃社 ビー・ブルー 2129

6 なばなの里 オシベとメシベ 20 長島観光開発（株） （株）三晃社 ビー・ブルー 2469

7 Goo ボクとワタシとクルマの話 50 株式会社プロト・コーポレーション （株）アサツーディ・ケイ 株式会社スタジオ企画 376

8 タウンワーク 校歌 60 （株）リクルート （株）電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 1803

9 コーミこいくちソース 帰ってきたコロッケ 90 コーミ（株） （株）電通　中部支社 愛知国際放送（株）/（株）アセント 1418

10 タウンワーク社員 タンク/ウワー/シャイ/クシャイ
20/20/2
0/20

（株）リクルート （株）電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 1816



近畿地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 上田安子服飾専門学校 鎖 20 上田安子服飾専門学校 （株）電通　関西支社 サウンドフォーラム 366

2 肌研極潤ヒアルロン液 ツッパリ 20 ロート製薬（株） （株）電通　関西支社 株式会社ステップ 369

3 大阪総合デザイン専門学校 コンビニ強盗 20 大阪総合デザイン専門学校 （株）電通　関西支社 （株）サウンドフォーラム 449

4 ラクティス 「巻き舌」篇 20 神戸トヨペット株式会社 （株）電通西日本　神戸支社 株式会社ステップ 1880

5 らくらくホン 解らなくても聞こえる 20 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西
（株）エヌ・ティ・ティ・アド/（株）
アサツーディ・ケイ　関西支社

（株）ヒッツコーポレーション 2199

6 企業 乾燥肌親子篇 20 スギ薬局 （株）大広　名古屋支社 デジタルタンク！ 2239

7 豊かな自然をいつまでも 回文 60 （株）和歌山放送 （株）和歌山放送 112

8 オーブンレンジ 新しいかけ算 60 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 877

9 Jetstar 一周年キャンペーン「留守番電話」篇 60 Jetstar Airways
オグルヴィ・アンド・メイザー・
ジャパン（株）

（株）ランダムハウス 1324

10 ドゥーテストプラス お腹の赤ちゃん 90 ロート製薬（株） （株）電通　関西支社 ステップ 238

11 ナショナル　電気圧力なべ 「休日出勤」篇 120 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 1482

12 子育て家電 子供の時計 120 松下電器産業（株） （株）大広　東京本社 （株）ビッグフェイス 2446

13 朗読教室生徒募集

武士の一分（たけしのいっぷん）２０
秒 ’０８　①/武士の一分（たけしの
いっぷん）２０秒 ’０８　②/武士の一
分（たけしのいっぷん）２０秒 ’０８　③

20/20/2
0

（株）和歌山放送 （株）和歌山放送 113

14 ＡＤ薬用入浴液 パパと娘/パパと息子/パパと妻
40/40/4
0

ロート製薬（株） （株）電通　関西支社 ステップ 235



15 オンデマンドTV 第一話/第二話/第六話/第十話
120/120
/120/12
0

株式会社ＮＴＴぷらら （株）電通
株式会社エムアイティギャザリン
グ 824

16 冬ギフト　美ノ国 千利休のおもてなし/円山応挙の技 60/60 日本ハム（株）
（株）アサツーディ・ケイ　関西
支社

（株）ヒッツコーポレーション 1838

17 企業
将軍になるの巻/一反木綿の巻/そし
てハブラシが残ったの巻

90/90/9
0

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 2210

18 フロム・エー関西版 レンジ/金縛り/佳子
20/30/6
0

（株）リクルート （株）電通　関西支社 （株）ビッグフェイス 2420



中国・四国地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 中国新聞 紙面刷新予告「販売所」篇 20 株式会社中国新聞社
（株）電通西日本　広島支
社

(株)アットアームズ 874

2 エコキュート お湯の演説 30 中国電力株式会社 株式会社中国博報堂 スタッフコーポレーション 57

3 企業イメージ 木々のささやき 60 太陽石油株式会社 福本ゆみ事務所 831

4 ＡＣ公共広告機構 「家族記念日」篇 40 ＡＣ公共広告機構
（株）電通西日本　広島支
社

（株）エンジンフイルム 871

5 リサイクル促進 想い出を、資源に。 40 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国
西日本放送サービス株式
会社

株式会社日広工房/株式会社
アプト・クリエーション

2425

6 中国銀行 「財布の嘆き」/「桃太郎の再会」 90/90 中国銀行
（株）電通西日本　岡山支
社

（株）ランダムハウス 1372

7 四国電力　企業広告 自分と地球篇/思えばリモコン篇 30/30 四国電力株式会社 株式会社四国博報堂 （株）ビッグバード 2070



九州・沖縄地域ラジオファイナリスト

No. 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

1 シロヤパリガン
クリーニングのシロヤパリガン　最後
のお願い

20 シロヤパリガン （株）エフエム熊本 （株）エフエム熊本 1079

2
守ろう地球環境キャンペーン
ＣＭ

あぶないエコロジー 20 （株）エフエム熊本 （株）エフエム熊本 （株）エフエム熊本 1083

3 ウルトラ１６０メガコース 160編 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 1331

4 ラーメンスタジアム 実験放送 20 福岡地所 （株）電通九州 パイロン 2534

5 味・塩こしょう おなかがへる曲 20 ダイショー （株）大広九州 ティーアンドイー 2630

6 ＨＯＭＥ’Ｓ賃貸 ベートヴェン篇 40 株式会社ネクスト （株）西鉄エージェンシー アプト・クリエーション 1318

7 テレビに光 もったいない「口論」篇 40 西日本電信電話株式会社 （株）大広 （株）ビッグフェイス 1645

8 酔彩 素直になれる時間 60 さつま無双 南日本新聞開発センター （株）エフエム鹿児島 2773

9 株式会社南陽
ダンプ車/再生ウエハ研磨装置/油圧
式リーダレス型基礎機械/ブルドー
ザー

20/20/2
0/20

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 610

10 幕王 課長/運転手さん/ママ
20/20/2
0

株式会社プレナス （株）電通九州 株式会社ティーアンドイー 1088



特別賞

賞名 受賞者名 広告主 商品 題名 秒数 作品番号

日本自転車振興会 企業 9ways 90 728

大和証券グループ本社 企業 「現状維持の法則」篇/「決定回避の法則」篇 30/30 329

大和証券グループ本社 リテール
「ブラボー証券の面々1」篇（国債）改訂/「ブラボー証券の面々2」篇（ファンドラッ
プ）改訂/「ブラボー証券の面々3」篇（投資信託）改訂/「ブラボー証券の面々4」篇
（ダイレクト）改訂

30/30/30/
30

350

ベストＣＭプランナー（ラジオ） 井田万樹子 サントリー（株） 胡麻麦茶 留守番電話 120 455

ベスト演出 岩井克之 大塚製薬（株） SOYJOY/SOYJOYプルーンFeプラス 勝手に読唇術篇/勝手に会話参加篇/暴食自慢篇/勝手に会議中継篇
15/15/15/
15

1761

ベストアートディレクション 大貫卓也 ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイトプラン キャメロンディアス「ベンチ」（純増NO.1） 15 857

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族 家庭内通話/広告批評/同窓会/アヤ間違える
30/30/30/
30

817

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト学割 ３年犬組（父吠える）/学生に説明/ソフトバンクごっこ/校長
30/30/30/
30

820

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族 ただ友 30 827

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族 お風呂 15 835

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト学割 校長 15 837

ソフトバンクモバイル株式会社 ブランド
ブラッドピット「トラム」/ブラッドピット「風」/キャメロンディアス「パーティ」/キャメロ
ンディアス「ベンチ」

30/30/30/
30

854

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイトプラン キャメロンディアス「ベンチ」（純増NO.1） 15 857

セコム株式会社 ホームセキュリティ BIG TRAP 90 851

セコム株式会社 ホームセキュリティ 番犬 60 852

サントリー（株） BOSS 宇宙人ジョーンズ・温泉 15 2782

サントリー（株） BOSS 宇宙人ジョーンズ・時代劇 30 2788

サントリー（株） BOSS
宇宙人ジョーンズ・空港/宇宙人ジョーンズ・温泉/宇宙人ジョーンズ・秋葉原/宇
宙人ジョーンズ・農家

30/30/30/
30

2792

サントリー（株） 胡麻麦茶 留守番電話 120 455

（株）リクルート フロム・エー関西版 おつかれさま/男性営業/女性営業 40/60/60 2419

松下電器産業（株） コンパクトビッグ 冷蔵庫の中に… 40 878

サントリー（株） BOSS レジェンド 出会い/手と手/別れ 20/20/20 443

サントリー（株） BOSS
宇宙人ジョーンズ・空港/宇宙人ジョーンズ・温泉/宇宙人ジョーンズ・秋葉原/宇
宙人ジョーンズ・農家

30/30/30/
30

2792

ベネッセコーポレーション
たまごクラブ・ひよこクラブ・たまひよこっこ
クラブ

ママの誓い 60 657

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族 家庭内通話/広告批評/同窓会/アヤ間違える
30/30/30/
30

817

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト学割 ３年犬組（父吠える）/学生に説明/ソフトバンクごっこ/校長
30/30/30/
30

820

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族 ただ友 30 827

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト家族 お風呂 15 835

ソフトバンクモバイル株式会社 ホワイト学割 校長 15

大塚製薬（株） SOYJOY 勝手に読唇術篇 30 1673

大塚製薬（株） SOYJOY/SOYJOYプルーンFeプラス 勝手に読唇術篇/勝手に会話参加篇/暴食自慢篇/勝手に会議中継篇
15/15/15/
15

1761

大塚製薬（株） SOYJOY 勝手に会議中継篇 30 1737

秋田浩司

ベストＣＭプランナー（テレビ） 麻生哲朗

ベストプロデュース（ラジオ） 大久保佳昭

ベスト演技

白戸家の人々
（お父さん犬/
樋口可南子/
ダンテ・カーヴァー/
上戸彩）

豊川悦司
田中麗奈

ベストプロデュース（テレビ） 小佐野　保

ベスト撮影


	表紙
	テレビグランプリ
	テレビゴールド
	テレビシルバー
	テレビブロンズ
	テレビファイナリスト
	北海道テレビファイナリスト
	東北テレビファイナリスト
	関東･甲信越･静地域テレビファイナリスト
	北陸･中部テレビファイナリスト
	近畿テレビファイナリスト
	中国･四国テレビファイナリスト
	九州･沖縄テレビファイナリスト
	ラジオグランプリ
	ラジオゴールド
	ラジオシルバー
	ラジオブロンズ
	ラジオファイナリスト
	北海道ラジオファイナリスト
	東北ラジオファイナリスト
	関東･甲信越･静ラジオファイナリスト
	北陸･中部ラジオファイナリスト
	近畿ラジオファイナリスト
	中国四国ラジオファイナリスト
	九州･沖縄ラジオファイナリスト
	特別賞



