
2009.11.4更新

2,375本 （テレビ1,675本　　　　ラジオ　700本）

ＡＣＣシルバー 10

ＡＣＣブロンズ 30

ＡＣＣファイナリスト 80

ＡＣＣシルバー 7

ＡＣＣブロンズ 10

ＡＣＣファイナリスト 32

特別賞 10賞　

ＡＣＣ地域ファイナリスト

169本 （テレビ　112本　ラジオ57　本）

　　社団法人全日本シーエム放送連盟（ＡＣＣ）

テレビ

総務大臣賞/ＡＣＣグランプリ、ＡＣＣゴールド 10

ラジオ

総務大臣賞/ＡＣＣグランプリ、ＡＣＣゴールド 3

2009 49th ACC CM FESTIVAL

入賞作品リスト
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

テレビＡＣＣ 総務大臣賞/グランプリ・ゴールド順位

　 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

総務大臣賞/
グランプリ BOSS

宇宙人ジョーンズ・地上の星/宇宙
人ジョーンズ・屋台/宇宙人ジョー
ンズ・知事/宇宙人ジョーンズ・刑
事

60/30/3
0/60

サントリーホールディングス シンガタ/ワンスカイ/電通 東北新社/ギークピクチュアズ 2118

2
アーモンドプレミオ/バン
ホーテンディアカカオ

「再会」篇/「テスト」篇/「仕事＆屋
台（ライバル）」篇/「兄妹の今(兄の
想い）」篇

30/30/3
0/30

江崎グリコ
シンガタ/電通/電通　関西
支社

東北新社 1690

3 サガミオリジナル 0.02 LOVE DISTANCE（再改訂） 90 相模ゴム工業
GT/ロックンロール・ジャパ
ン

ロックンロール・ジャパン 60

4 ダイワハウス
「ダイワハウスが言えない男」篇/
「言えない男／新築祝い」篇

60/60 大和ハウス工業 TUGBOAT/博報堂 東北新社 443

5 ホットペッパー スヌーピーとカエラ 篇 15 リクルート
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

春企画 2166

6 読売新聞
セキュリティー/映画/あたたかい
家/お弁当

30/30/3
0/30

読売新聞 シンガタ/電通 ギークピクチュアズ 1924

7 富士ゼロックス Balloon　篇 60 富士ゼロックス ＴＵＧＢＯＡＴ/電通 東北新社 2011

8 オールトヨタ
登場篇/エコカーの減税篇/浦島太
郎篇/ファッションショー篇

30/30/3
0/30

トヨタ自動車
電通/石川広告制作室/ワ
ンスカイ

太陽企画 734

9 小原歯車工業
きしむ人々・キッチン篇/きしむ
人々・オフィス篇

60/60 小原歯車工業 ビルド･クリエイティブハウス 電通クリエーティブＸ 1099

10 プロテインウォーター マッチョＡ 篇 15 サントリーホールディングス 電通/ワトソン・クリック 東北新社 2449
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

テレビＡＣＣシルバー

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

フェニックスプラザ摩耶 インタビュー／フェフェフェ 15 平和 博報堂　関西支社 春企画 1238

クロネコヤマト 宅配は、ﾈｺである。 15 ヤマト運輸 アサツーディ・ケイ 葵プロモーション 108

質庫　ぜに屋本店 品物の想い 60 質庫　ぜに屋本店 電通九州 ティーアンドイー 2296

JKA 9ways'09 90 JKA TUGBOAT/電通 ザ・ないん 63

BeeTV 『あなた専用ドラマ』篇 60 エイベックス通信放送 電通/ドリル リフト 1438

がん保険 アフラックストーリー⑧　井上さん 60 アフラック 電通 ドマーニ 1569

ホームセキュリティ 「セコムしてますか？」篇 30 セコム シンガタ/電通 東北新社 1694

日本医師会
勤務医・男性医師/勤務医・女性
医師

90/90 （社）日本医師会 博報堂 ＴＹＯプロダクションズ 442

Fanta

ファン太郎が行く 登場/ファン太郎
が行く 廊下/ファン太郎が行く クラ
ブ/ファン太郎が行く 俺たちのサイ
ダー

15/15/1
5/15

日本コカ・コーラ
博報堂クリエイティブ・
ヴォックス/博報堂

葵プロモーション 445

ソフトバンクモバイル
ダイエット/フランス人に遭遇/歌番
組/兄フラれる

30/30/3
0/30

ソフトバンクモバイル シンガタ/電通 ギークピクチュアズ 1944
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

テレビＡＣＣブロンズ

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ソフトバンクモバイル 応援するけん 15 ソフトバンクモバイル
シンガタ/ワトソン・クリック/
電通

ギークピクチュアズ 1880

キンチョール どうでもいい篇 15 大日本除虫菊
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

春企画東京 248

DAKARA 「スケート」篇 15 サントリーホールディングス 電通 電通テック 533

ＣＲ天才バカボン４１歳の
春だから

ＣＡ篇（出る） 15 大一商会 電通 エンジンフイルム 990

GEORGIA ゼリーコーヒー 「会議中」篇 15 日本コカ・コーラ GT/電通 電通クリエーティブＸ 1229

端末（mirumo９３４SH） ７０万回 15 ソフトバンクモバイル
シンガタ/ワトソン・クリック/
電通

ギークピクチュアズ 1888

乳がん触診セルフチェック
啓発CM

HANDS UP 篇 60 アストラゼネカ 電通　関西支社 シー・エム・エヌ 201

白岳しろ 時代劇 45 高橋酒造
オグルヴィ・アンド・メイ
ザー・ジャパン

パラダイス・カフェ 69

NEWクレラップ 大人に変身 30 クレハ 電通 電通テック 366

    みまもりほっとライン おでかけ 30 象印マホービン 電通　関西支社 高映企画 374

アロンアルファ EXTRA速攻
多用途

ロンドンバス 30 東亜合成 博報堂 テイ・シー・ジェー 440

 読売新聞
オリンピック「粘り強い取材」<卓球
> 篇

30 読売新聞東京本社 電通 ＴＹＯプロダクションズ 579

 BeeTV 窓 90 エイベックス通信放送 電通/ドリル リフト 1435

 ＢＯＳＳ　ＳＩＬＫＹ　ＢＬＡＣＫ 第一楽章 60 サントリーホールディングス シンガタ/ｇｏｅｎ°/電通 ギークピクチュアズ 1714

 
GATSBY BODY PAPER
SERIES

野球部篇 30 マンダム
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

渡辺企画/イチバンフイルム 1899

 BOSS 宇宙人ジョーンズ・大工 30 サントリーホールディングス シンガタ/ワンスカイ/電通 東北新社/ギークピクチュアズ 2114

 BOSS　BLACK 空飛ぶクジラ 30 サントリーホールディングス シンガタ/電通 東北新社 2248
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

 サントリーオールド 娘の相手 60 サントリーホールディングス 電通 東北新社 2418

 コンコルド

娯楽仮面コンケルドシーズン2-1/
娯楽仮面コンケルドシーズン2-3/
娯楽仮面コンケルドシーズン2-5/
娯楽仮面コンケルドシーズン2-6

15/15/15
/15

新日邦 ダン ザ・ないん 340

 QUARTER POUNDER
大砲男篇/最高速篇/宣言篇/心
情篇

15/15/30
/30

日本マクドナルド 電通/ﾋﾞｰｺﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ＴＹＯプロダクションズ 360

 テレビ埼玉
「園芸」篇/「ゴキブリ」篇/「工作」
篇

60/60/60 テレビ埼玉
ビルド・クリエイティブハウ
ス

レイ 400

 年賀キャンペーン
「コンビニにて（購入）」篇/「住所、
教えてください。（作成）」篇/「早出
し」篇/「年明け年賀」篇

30/30/30
/30 日本郵政 博報堂 ＴＹＯプロダクションズ 427

 Ｆｉｔ’ｓ ショッピング 篇/犬の散歩 篇 15/15 ロッテ 電通 電通テック 548

 2008生徒募集告知
「授業参観」篇/「特別な日」篇/
「夢」篇/「テレビ」篇

15/15/15
/15

日本和装ホールディングス 電通 エンジンフイルム 669

 家庭教師のトライ

バカボンのパパ＆夏だけの篇/レ
レレのおじさん＆プロ体験篇/ハタ
坊＆プロ体験篇/イヤミ＆秋の＋
30点コース篇

15/15/15
/15

トライグループ 風とロック スプーン 1033

 企業広告（集合）
上野さんと荒俣さん篇/テレビから
八代亜紀篇/テレビから羊篇

30/30/30 大和ハウス工業 電通 二番工房 1338

 旭硝子
「世界中でAGC～中国」篇/「世界
中でAGC～ロシア夜」篇

30/30 旭硝子
電通/リワインド/ワンスカイ
/谷山広告

ピクト 1659

 ムーヴ コンテ
「はじめまして」篇/「角」篇/「クリス
マス」篇/「カクカク・ウシウシ」篇

15/15/15
/15

ダイハツ工業 電通 シー・エム・アルファ 1946

 ｉＱ
ＰＡＲＫＩＮＧ/ＣＬＥＡＮ　ＵＰ/ＣＡＴＣ
Ｈ

15/15/15 トヨタ自動車 電通 ピクト 2028

 BIG
登場/予想不要/ネット/夢の６億
へ

30/30/30
/30

独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター

電通/風とバラッド 東北新社 2134
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

テレビＡＣＣファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ZAQ ストロー篇 15 関西マルチメディアサービス 博報堂　関西支社 春企画 282

ユーポス キティ 篇（ごめんね） 15 ユーポス
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

春企画 2376

ハンゲ.jp 忍者　篇（改訂） 15 NHN Japan GT/アサツーディ・ケイ ＴＹＯプロダクションズ 61

ボラギノールA注入軟膏 熱血野球篇 15 天藤製薬 電通　関西支社 電通テック　関西支社 174

虫コナーズ コナーズペア篇（ベランダ） 15 大日本除虫菊 電通　関西支社 電通テック 197

読売新聞
オリンピック「粘り強い取材」篇　シ
ンクロ

15 読売新聞　東京本社 電通 ＴＹＯプロダクションズ 313

Fanta ZERO LEMON 転校生 15 日本コカ・コーラ
博報堂クリエイティブ・
ヴォックス/博報堂

葵プロモーション 381

DAKARA 「ゴルフ」篇 15 サントリーホールディングス 電通 電通テック 585

DEMIO 「デミオと自転車と私」篇 15秒 15 マツダ 博報堂 ＴＹＯプロダクションズ 663

牛乳に相談だ。キャンペー
ン

「相談会・先生Ａ」篇 15 中央酪農会議 電通 電通テック 717

自動でシュパッと消臭プラ
グ

プロレスで大ウケ 15 エステー
博報堂クリエイティブ・
ヴォックス/博報堂

マザース 768

WMC-太鼓の達人 「踏み切り」篇 15 バンダイナムコゲームス 電通 ハット 770

エイブル 「ぼくより考えている人」篇 15 エイブル
アイアンドエス・ビービー
ディオー

ＴＹＯプロダクションズ 861

スコッチ・ブライト　セルロー
ス クロス

あさり 15 住友スリーエム
ビーコン　コミュニケーショ
ンズ

葵プロモーション 971

QUARTER POUNDER 「心情」篇 15 日本マクドナルド 電通 ＴＹＯプロダクションズ 1094

無料放送 リモコン誤射　髪型 15 WOWOW 電通 二番工房 1300

ジャワティストレート　レッド RED 15 大塚ベバレジ 電通 ロボット 1469
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コバエコナーズ コバエ歌謡 篇 15 大日本除虫菊
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

春企画 1589

野菜炒め作り やさいいための唄 篇 15 日本食研
ケーオーアップ /電通西日
本　松山支社/電通　関西
支社

春企画 1597

ソフティモ ホワイトシリーズ 「女の戦い」篇 15 コーセーコスメポート 東急エージェンシー 東北新社 1671

インテル Centrino 2 プロ
セッサー・テクノロジー

「セントリーノ・ダンス」篇 15 インテル 電通 ピクト 1676

ホームセキュリティ 「セコムしてますか？」球場篇 15 セコム シンガタ/電通 東北新社 1696

ﾐｾｽﾛｲﾄﾞ お受験(好きな遊び) 15 白元 電通 ＴＹＯプロダクションズ 1795

FANTA 「ﾌｧﾝ太郎が行く 告白」篇 15 日本コカ・コーラ
博報堂/博報堂クリエイティ
ブ・ヴォックス

葵プロモーション 1850

GATSBY BODY PAPER
SERIES

野球部篇 15 マンダム
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

渡辺企画/イチバンフイルム 1889

ソフトバンクモバイル 空港 15 ソフトバンクモバイル シンガタ/電通 ギークピクチュアズ 2030

BOSS 宇宙人ジョーンズ・刑事 15 サントリーホールディングス シンガタ/ワンスカイ/電通 東北新社/ギークピクチュアズ 2113

BIG 登場 15
独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター

電通/風とバラッド 東北新社 2121

BIG 予想不要 15
独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター

電通/風とバラッド 東北新社 2125

BIG ネット 15
独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター

電通/風とバラッド 東北新社 2127

BOSS贅沢微糖 贅沢バッティングセンター篇 15 サントリーホールディングス シンガタ/電通 東北新社/ギークピクチュアズ 2368

西日本高速道路 「Ｇo　Ｔｈｅｒｅ」篇 30 西日本高速道路 電通西日本　広島支社
ワンダーランドハウス/ランニン
グ

2149

ええじゃないか 桃太郎 30 富士急行 電通 電通テック 43

全日本空輸 8年後の選手たちへ。 60 全日本空輸 博報堂/TUGBOAT ロボット 361

アーモンドチョコレート スーパースロー 篇 30 ロッテ 電通 モンスター☆ウルトラ 550

フリクション 消したいもの 30 パイロットコーポレーション 電通 レモンカンパニー 573
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日本医師会 勤務医・男性医師篇 60 日本医師会 博報堂 ＴＹＯプロダクションズ 682

オールトヨタ こども店長「給食」篇 30 トヨタ自動車
電通/石川広告制作室/ワ
ンスカイ

太陽企画 735

オロナミンCドリンク 「打ち込むオグシオ」篇 30 大塚製薬 電通 ロボット 907

ＣＲ天才バカボン４１歳の
春だから

ドラマ篇（なになに・出た） 30 大一商会 電通 エンジンフイルム 1018

POLO POLONOW 30 ユニクロ 電通 モンスター☆ウルトラ 1031

集英社文庫「ナツイチ
2008」

「言葉のちがう世界で」篇 240 集英社 電通 電通テック 1096

サントリーホットウーロン茶 お茶屋と美女 30 サントリーホールディングス サン・アド 1255

ReSOLA 井戸端会議篇 30 大塚食品 電通 スプーン 1256

大塚製薬 「人類と大豆」篇 60 大塚製薬 ライトパブリシテイ ライトパブリシテイ 1275

ＹＫＫ ＡＰ 家の中の特等席 30 ＹＫＫ ＡＰ
電通/ビルド・クリエイティブ
ハウス

エンジンフイルム 1400

ロングセラー 「隠しません」篇 60 再春館製薬所 電通 ハット 1615

旭硝子 「世界中でAGC～ロシア昼」篇 30 旭硝子
電通/リワインド/ワンスカイ
/谷山広告

ピクト 1620

ブックオフコーポレーション 「こころ」篇 30 ブックオフコーポレーション レッグス ビービーメディア 1654

読売新聞 海外旅行 30 読売新聞 シンガタ/電通 ギークピクチュアズ 1934

東京海上日動火災保険 Baby's Talk ３ 60 東京海上日動火災保険
シンガタ/ワンスカイ/トレー
ドマーク

東北新社 2007

ソフトバンクモバイル 歌番組 60 ソフトバンクモバイル シンガタ/電通 ギークピクチュアズ 2022

ソフトバンクモバイル サーフィン 30 ソフトバンクモバイル シンガタ/電通 ギークピクチュアズ 2025

ホットペッパー スヌーピーとカエラ 篇 A 30 リクルート
電通　関西支社/ワトソン・
クリック

春企画 2175

東芝/一般白熱電球製造
中止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

電球への思い 60 東芝 電通 サン・アド 2262

プロテインウォーター マッチョ 篇 30 サントリーホールディングス 電通/ワトソン・クリック 東北新社 2456
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角川文庫　夏の100冊 集団 30 角川グループパブリッシング 電通 ホリプロ 2502

エボルタ グランドキャニオン 120 パナソニック
博報堂/博報堂アーキテク
ト

ハット 2561

アタックバイオジェル
泥遊び･日ハム 篇/泥はね･漁港レ
ポート 篇/カレーうどん･先生へのいた
ずら 篇/ワイン 篇

15/15/15
/15 花王 電通 太陽企画 588

静岡新聞社
インコ式静岡新聞篇/和服美人静
岡新聞篇

30/30 静岡新聞社 電通 スプーン 1183

福岡和白リハビリテーショ
ン学院

「歩行訓練」篇/「プラットホーム」篇/
「全員歩行」篇

15/15/15 学校法人　福岡保健学院 ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ ビデオ・ステーション・キュー 2257

マルボーロ
第４話「親友」篇/第5話「決意」篇/第6
話「結婚」篇/第7話「新たなる旅立ち」
篇

60/60/60
/60

北島 電通九州 ティーアンドイー 2009

ひかりTV
登場⑫/VOD②/レンタルビデオ①
/春⑤

15/15/15
/15

NTTぷらら 電通/TUGBOAT 電通テック 372

三井不動産レジデンシャル
「家路」篇/「朝の散歩」篇/「娘と帰る」
篇/「子供の寝る家」篇

60/60/60
/60

三井不動産レジデンシャル
電通/ビルド・クリエイティブ
ハウス

レイ 394

Answer
「アンサーハウス登場」/「４つの部屋」
/「ＰＲＩＭＥ登場」/「ＳＴＹＬＥ登場」

30/30/30
/30

ＮＴＴドコモ
博報堂/博報堂クリエイティ
ブ・ヴォックス/風とバラッド

葵プロモーション 438

ジャワティストレート RED/GREEN 30/30 大塚ベバレジ 電通 ロボット 657

牛乳に相談だ。キャンペー
ン

「相談会・先生Ｂ」篇/「相談会・先生C」
篇/「相談会・牛先生」篇/「相談会・大
先生」篇

15/15/30
/30 中央酪農会議 電通 電通テック 716

金麦
ブランコの君は篇/丘の上から愛をこ
めて篇/おしゃべりな昼下がり篇/金麦
の夏篇

15/15/15
/15

サントリーホールディングス
電通/シンガタ/螢光
TOKYO

スプーン 1000

ファインへーベルハウス 「雨」篇/「灼熱」篇/「風」篇 30/30/30 旭化成ホームズ 電通 ＴＹＯプロダクションズ 1651

新日本石油
「SS研修」篇/「震災時研修」篇（600ヶ
所）/「エネファーム研修」篇

30/30/30 新日本石油
電通/石川広告制作室/ワ
ンスカイ

東北新社 1664

ドールバナナ
「Ｄｏｌｅマン登場」/「Ｄｏｌｅマン大活
躍？！」

15/15 ドール
電通ヤングアンドルビカム/
シンガタ

東北新社 1706

エリクシール シュペリエル
笑顔のハリ、つづく/朝のハリ/吹
石さん、流す

30/15/15 資生堂 ＴＵＧＢＯＡＴ 葵プロモーション 1912
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

九州新幹線つばめ
「～黒豚横丁2008～」篇/「～温泉
峠2008～」篇

30/30 九州旅客鉄道 電通九州 ティーアンドイー 2036

角瓶 来店/注文 30/30 サントリーホールディングス 電通/dof 東北新社 2303

BOSS贅沢微糖
贅沢バッティングセンター篇/贅沢
マラソン篇

30/30 サントリーホールディングス シンガタ/電通 東北新社/ギークピクチュアズ 2363

GFP '08
everyday 第一話/everyday 第六話
/everyday 第二話/everyday 第七話

45/45/45
/45

グリーン・フィルム・プロジェクト事務
局

電通 葵プロモーション 113

GFP '08
everyday 第三話/everyday 第八話
/everyday 第四話/everyday 第九話

45/45/45
/45

グリーン・フィルム・プロジェクト事務
局

電通 葵プロモーション 380

GFP '08
everyday 第五話/everyday 第十
話

45/45
グリーン・フィルム・プロジェクト事務
局

電通 葵プロモーション 382

★ 文芸社ビジュアルアート 夫の葬式 60 文芸社ビジュアルアート 電通 電通テック 1575

★ ウル･オス
肌の健康診断A篇/肌の健康診断B篇
/肌の健康診断C篇/肌の健康診断D
篇

30/30/30
/30 大塚製薬 博報堂 ＴＹＯプロダクションズ 1624

★スモールバジェット部門
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

北海道地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

太陽いっぱいの真っ赤なゼ
リー

太陽いっぱいの真っ赤なゼリー／
太陽の味篇

15 もりもと
東急エージェンシー北海道
支社

モーニング 1236

雪やこんこ 窓の外は雪篇 15 六花亭製菓 電通北海道 モーニング 1530

のぼりべつクマ牧場 本物が見たい 15 登別温泉ケーブル 創文 毛ガニフィルム 2045

夏の４pla市 エスカレーター篇 15 ４丁目プラザ 電通北海道 モーニング 2194

キャンパス説明会 Animal篇 15 学校法人北星学園 電通北海道 ﾚﾊﾞﾝ 2224

JR TOWER BARGAIN DANCE／開催前 15 札幌駅総合開発 電通北海道 ｎｉｃｅ 2241

北海道日本ハムファイター
ズ焼そば

ヤキソバジャンプ篇 ２ 30 日清食品 アサツーディ・ケイ Tower Film 344

函館観光誘致 わたしの町のペレストロイカ 60 函館市地域交流まちづくりセンター 博報堂 博報堂プロダクツ 2236

09-10冬　ルスツリゾート
リアルスキー篇/アラウンドスキー
篇/ショートムービー篇

15/15/1
5

加森観光 電通北海道 nice 1536

サッポロ北海道生搾りみが
き麦

オフィスの善意  /こだわる善意/
ふいて渡す善意/ 喜ばせたい善意

15/15/1
5/15

サッポロビール Wieden＆Kennedy Tokyo doors.inc 2120

北海道米 ごはん篇/お弁当篇 30/30
北海道米販売拡大委員会/北海道
米食率向上戦略会議

電通北海道 ｎｉｃｅ 2143
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

東北地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ぷっくら笹かまぼこ ぷっくらメロディ 15 鐘崎 仙台博報堂 ＢＵＢＢＬＥ 1022

酔神 降臨 15 薩摩恵比寿堂 西広
ビデオ・ステーション・キュー
/T&E

1539

ユニフォームレンタル にぎやかなロッカー 15 同仁社 アトリエ・オレンジ スタジオレック 2483

公共広告機構２００８年度
東北地域キャンペーン

自転車って、もっと素敵になれるは
ず。

30 社団法人公共広告機構 仙台博報堂 グレープシティ 1039

公共広告
地産地消＆フードマイレージ/ＣＯ
２削減/いい子（ＥＣＯ）

15/40/1
5

秋田テレビ 秋田テレビ 88

綜合スタッフ
壺ダンサー/新聞配達員/ヤシの
皮むき屋

15/15/1
5

綜合スタッフ デーライト 太陽企画 1073
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

関東・甲信越・静地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ウルトラHix 妻のメモ篇 15 コロナ 電通東日本 ＴＹＯプロダクションズ 887

吉運堂 Born篇 15 吉運堂 電通東日本 グレープシティワインスタジオス 1008

自殺防止 いのち 15 山梨県広聴広報課 アドブレーン社 アドブレーン社 1217

もも太郎 学芸会篇Ｂ 15 セイヒョー 新潟博報堂 テイ・シー・ジェー 1318

中華定食 中華定食　お客様篇 15 三宝 電通東日本 Ｃ Ｆａｃｔｏｒｙ 1377

山梨県 児童虐待防止 隠す 15 山梨県　福祉保健部　児童家庭課 ジェイ・アイ・シー フィックス 1431

御前崎市 市長メッセージ篇 15 御前崎市 SBSプロモーション SBSメディアビジョン 1490

日本大学三島高等学校 あこがれの少女篇 15 日本大学三島高等学校 相互広告社 SBSメディアビジョン 1512

静岡県エルピーガス協会 炎だからおいしいね　篇 15 静岡県エルピーガス協会 SBSプロモーション SBSメディアビジョン 1611

ウェディング ハートに火・1月BF 15 ベルクラシック甲府 ユーティーワイ企画 ユーティーワイ企画 1641

自動車点検整備推進キャン
ペーン2008

「商店街の大阪のおばちゃん」篇　レ
ギュラータイプ

15 静岡県自動車整備振興会 コスタ アンテロープ 1670

富士山静岡空港 富士山静岡空港で出かけよう！ 15 静岡県 SBSプロモーション SBSメディアビジョン 2086

BiVi藤枝グランドオープン オープン前編 15 大和運営管理 ダン エスディティーエンタープライズ 2556

アイエイアイ 習字の練習改訂篇30秒タイプ 30 アイエイアイ ダン 朝日メディアブレーン 1075

YUREX 「偉人」篇 30 面白法人KAYAC ピラミッドフィルム 1396

セキスイハイム　ボックスラー
メン

ラーメン店主の過去/ボックスラーメン
出前

15/15 セキスイハイム東海 新企画 ザ・ないん 333

交通安全CP
偉い人も、普通の人も(レギュラー)/ど
んなときも！？(レギュラー)/適齢期
は、 75歳(レギュラー)

15/15/1
5

静岡県 電通東日本　静岡支社 太陽企画 1074

ａｂｎ地球を守ろう！プロジェク
ト

ライチョウ・夏編/ライチョウ・冬編 30/30 長野朝日放送 長野朝日放送 長野朝日放送 1426

Web Wallet
「主婦の悩み」篇/「財布の中身」篇/
「間に合わない」篇/「インターネット活
用法」篇

30/30/3
0/30

静岡銀行 電通東日本 アイティ・インターナショナル 2242

13



2009 49th ACC CM FESTIVAL

北陸・中部地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

喜多の湯 スナック 15 カケン 新東通信 高映企画 616

WALK BAZAR WALK～篇　開催中 15 ユニー 電通　中部支社 シースリーフィルム 640

エアポートウォーク名古屋 ＣＡ 15 ユニー 電通　中部支社 シースリーフィルム 853

デンタルプロブラック 必死な蝶 15 ジャックス 新東通信 春企画 899

トヨタカローラ愛知 『グラビア』篇 15 トヨタカローラ愛知 廣告社 マキシマ 1553

小さなおうどん 舞妓 15 寿がきや食品 電通　中部支社 シースリーフィルム 1558

名古屋文理大学 スペシャリスト 15 名古屋文理大学 電通名鉄コミュニケーションズ シースリーフィルム 1563

ローソンATM クライミング 15 ローソン・エイティエム・ネットワークス 電通 ピクト 1904

ナムコワンダーボウル 夜１０時のボウリングマン 15 ナムコ 電通西日本 ラックプロ 2331

週刊Bu！ ブーブーブー 15 エーアンドエス エーアンドエス イノセンス 2570

SUNSHINE SAKAE 「下げスギ」篇 30 京楽栄開発 アサツーディ・ケイ ＴＹＯプロダクションズ 562

ＴＶキャンペーンスポット テレビのチカラ 75 中京テレビ放送 中京ビデオセンター 885

蒲郡マリンアーケード ウミガメの 30 蒲郡市競艇事業部 新東通信 シースリーフィルム 906

ダルマローソク 灯りを点すだけではなく・・・ 90 東海製蝋 中部日本放送 1245

クールベーシック サウナ　篇 30 鶴弥 アサツーディ・ケイ　中部支社 スプーン 1358

スーパートライ ギプス　篇 30 鶴弥 アサツーディ・ケイ　中部支社 スプーン 1371

名鉄協商パーキング Ｐ♪ 30 名鉄協商 電通名鉄コミュニケーションズ 映像ボックス 1858

善都 なぜ？篇 30 善都 アサツーディ・ケイ　中部支社 太陽企画 2535

愛のスコール まちぶせ/ノド/進路/じゃぁね
15/15/15

/15
南日本酪農協同 大広九州 ビデオステーションキュー 614

六条温泉 喜多の湯 ガソリンスタンド/犬ぞり/スナック 15/15/15 カケン 新東通信 高映企画 618

マリエール
ドレスの試着/彼の試着/料理の試食/ウェ
ルカムボード

15/15/15
/15

平安閣 電通　中部支社 エジソンライトハウス 940

転職ライブ 指導/後悔/取り合い/成長
15/15/15

/15
リクルート 電通　中部支社 シースリーフィルム 1604

三越ラシック 帽子篇/ニット篇 30/30 三越ラシック 電通　中部支社 電通テック名古屋支社 1764

エネファーム
図解　登場篇/図解　CO2削減篇/図解　地
産地消篇

30/30/30 東邦ガス 博報堂　中部支社 東北新社 1808

名古屋港水族館
イルカのブレイクダンス/イワシのアート/ペ
ンギン上陸作戦

15/15/15 名古屋港水族館 大広　名古屋支社 映像ボックス 1867

ワンダフル鈑金塗装倶楽部 スポーツ中継：野球/スポーツ中継：ゴルフ 15/15 金沢丸善 ヨシダ宣伝アドブレーン事業部 フィックス 2246

14



2009 49th ACC CM FESTIVAL

近畿地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

BJURSTA 焼肉レイアウト篇 15 イケア・ジャパン アサツーディ・ケイ 葵プロモーション 192

関西サイクルスポーツセン
ター

スペースサイクリング 15 自転車センター 大広 ビデオステーションキュー/風車 237

ペンギンパレード ウォーキングマシーン篇 15 大阪ウォーターフロント開発 博報堂　関西支社 CPIプラス 479

ひらかたパーク ひらパー兄さんつっこむ　篇 15 京阪電気鉄道 博報堂　関西支社 東映シーエム　大阪支社 1494

PiTaPa 初デート 30 スルッとKANSAI マッキャンエリクソン パラゴン 39

三条たたみ 襖畳 30 ＴＴＮコーポレーション 新通 テイ・シー・ジェー 1071

カンテーレ ありがとう！関
西

応援歌 60 関西テレビ放送 電通　関西支社 電通テック 1248

フェニックスプラザ摩耶
芦屋マダム/工場員/笑う女/ＣＭ
批評

15/15/1
5/15

平和 博報堂　関西支社 春企画 277

サンテレビジョン
ハイビジョン/ぼやき 09-3/40周年
／沈まんぞー2009

15/15/1
5

サンテレビジョン 電通　関西支社 電通テック　関西支社 448
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2009 49th ACC CM FESTIVAL

中国・四国地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

プリウス 新型プリウス「信号」篇 15 トヨタカローラ山口 読売広告西部山口支社 ブイ・ドライブ 101

プリウス 新型プリウス「孫」篇 15 トヨタカローラ山口 読売広告西部山口支社 ブイ・ドライブ 102

美作大学 「ウォール街」篇 15 学校法人　美作学園 電通西日本　岡山支社 スペース 506

神戸市立須磨海浜水族園 癒されるユーレイ 15 神戸市立須磨海浜水族園 電通西日本　神戸支社 高映企画 509

神戸市立須磨海浜水族園 超大胆なイルカたち 15 神戸市立須磨海浜水族園 電通西日本　神戸支社 高映企画 511

ゆめタウン広島　ファーストク
リスマス

標識篇 15 イズミ 電通西日本　広島支社 トゥモロゥー 856

中国新聞社　企業広告 「折り鶴」篇 15 中国新聞社 電通西日本　広島支社 アットアームズ 1113

ミウラの水処理 水処理・人面魚 15 三浦工業
電通西日本　松山支社/電通
関西支社

高映企画 1777

個別指導塾スタンダード 屋外 15 スタンダードカンパニー 朝日広告社 ワンダーランドハウス 2156

サノヤス・ヒシノ明昌 「無人島」 60 サノヤス・ヒシノ明昌 電通　関西支社 アットアームズ 202

エクスプレス予約 アナウンサー出張物語 60 西日本旅客鉄道　岡山支社 電通西日本　岡山支社 アットアームズ 503

地域 「5秒でできる、思いやり」篇 30 公共広告機構 セーラー広告 スペース 1118

環境広告 「４６億年の奇跡」篇 90 コニカミノルタホールディングス 東急エージェンシー 太陽企画 1167

ネオクロール 「四国化成のヒミツ」篇　その2 30 四国化成工業 電通西日本　高松支社 スペース 1291

ネット学習　学問よすすめ
学問よすすめ「登場」篇/学問よすす
め「成績アップ」篇

15/15 山口ケーブルビジョン 読売広告西部山口支社 ブイ・ドライブ 103

エルジオ
エルジオヘ生まれ変わります。/創りた
いのは、いい関係。

30/30 エルジオ ビザビコミュニケーションズ 山陽映画 1461

三都物語（京都）/（神戸） 谷村のススメ/歩くのがいちばん 30/30 西日本旅客鉄道 東急エージェンシー 21インコーポレーション 1740

潮冷熱
「風をつくる、道具たち。/団扇」篇/「風
をつくる、道具たち。/扇子」篇

30/30 潮冷熱 セーラー広告 南海放送サービス 2139
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九州・沖縄地域テレビファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ワンダーランド２５周年企業ＣＭ 挑戦　海 15 平興産 博報堂　九州支社 ＶＳＱ 159

新天町商店街商業協同組合 パンダロマンのうた2番 15 新天町商店街商業協同組合 西広 ビデオ・ステーション・キュー 870

エイリックスタイル　アスバ貝塚駅 「新種？！発見」篇 15 アライアンス 西広 ビデオステーションキュー 1209

天神　夏のバーゲン レトロなヒーローもの 15 都心界 三広
ビデオ・ステーション・キュー/宮脇写真事務所
/GUTS! 1640

西鉄バス　エコルカード エコルカード2009 15 西日本鉄道 西広 RKB映画社 1911

こども専用ドレッシング 「魔女」篇 15 フンドーキン醤油 ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ ビデオ・ステーション・キュー 2263

アレッタ 「何食べる？」篇 15 ジャスマック ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ T&E 2294

豊後高田市　観光 仁王に会いにいこう 30 豊後高田市 大分朝日放送 豊後高田市 32

九州電力 記念写真・高圧発電機車 60 九州電力 博報堂　九州支社 ロボット 634

シティマラソン福岡2009 参加者募集/男性 30 福岡市 大広九州 VSQ 1373

シティマラソン福岡2009 参加者募集/女性 30 福岡市 大広九州 VSQ 1437

組合ブランドCM 「開眼」篇 30 山口県質屋組合 ＢＢＤＯ　Ｊ　ＷＥＳＴ ワンダーランドハウス 1961

マルボーロ 「佐賀の風景」篇 60 北島 電通九州 ティーアンドイー 1998

大分むぎ焼酎二階堂 消えた足跡 30 二階堂酒造 大広九州 ビッツ 2151

同和問題啓発強調月間 その手は 45 福岡市人権啓発センター 電通九州 電通テック 2309

ワンダーランド２５周年企業Ｃ
Ｍ

フィンガーリフティング/フィンガーバス
ケット

15/15 平興産 博報堂　九州支社 ＶＳＱ 162

ソラリアプラザ 「天気図」篇（テイザー）/「天気図」篇 15/60 ソラリアプラザ商店会 西鉄エージェンシー ビデオステーションキュー/Hu-sha 521

デーリィ牛乳
08デーリィちゃん　はぁちゃん（宮崎）/08
デーリィちゃん　あっくん（宮崎）/08デーリィ
ちゃん　みゆちゃん（鹿児島）

30/30/30 南日本酪農協同 大広九州 アプトクリエーション 704

シティマラソン福岡2009 参加者募集　男性/参加者募集　女性 15/15 福岡市 大広九州 VSQ 1369

アラジン
依頼中 スーパースター/難航中 スーパー
スター/買取 登場/車検修理 登場

15/15/15
/15

ユーリンクス 西広 ビデオ・ステーション・キュー 1534

ＢＢＩＱ光テレビ ロスト　篇/アニメ　篇/ディスカバリー　篇 15/15/15 九州通信ネットワーク 西広/ＣＳ西広 東北新社 1933

霧島
はなれるふるさと/かえってきたふるさと/
ずっとふるさと/ひさしぶりのふるさと

30/30/30
/30

霧島酒造 電通九州 パイロン 2495

WMC筑紫野 ドリンク/ホットドッグ/ポップコーン 15/15/15 ワーナーマイカルシネマズ KJ企画 ビデオ・ステーション・キュー 2497
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ラジオＡＣＣ　総務大臣賞・グランプリ/ゴールド順位

　 商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

総務大臣賞/
グランプリ ナイトスチーマー 寝ても覚めても 120 パナソニック 福本ゆみ事務所 1060

2 パナソニック 欲しいものがいっぱいあった 180 パナソニック 福本ゆみ事務所 730

3 アミノ酸いきいき充実
商談/お見合い/英語の授業/アニ
キ

20/25/2
0/20

味の素 アサツーディ・ケイ エフエム東京 2111
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ラジオＡＣＣシルバー

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

イメージＣＭ 会社で印象に残るもの 20 日京クリエイト ＳＢＳプロモーション 静岡放送 606

メンズビューティ 絶滅危惧種 90 パナソニック 大広 ビッグフェイス 1037

サントリー美術館 足音 30 サントリーホールディングス 博報堂 フットワーク 263

スターフライヤー 小心者篇 60 スターフライヤー ニッポン放送/電通 264

ザ・プレミアム・モルツ おいしい音 60 サントリーホールディングス 読売広告社 福本ゆみ事務所 1104

ラジオ・チャリティ・ミュー
ジックソン

映像のない世界篇 90 ニッポン放送 ニッポン放送/電通 502

アースコンシャスキャン
ペーン

ボルネオ島の笑い話 90 ジャパンエフエムネットワーク
エフエム東京/ランダムハウス/
電通

1750
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ラジオＡＣＣブロンズ

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

三和シヤッター工業 奥さん篇 20 三和シヤッター工業 ニッポン放送/電通 355

リセ いないいないばー 20 ロート製薬 電通　関西支社 ステップ 725

ツネイシホールディングス 常石造船「進水式・映画予告」 90 ツネイシホールディングス
ジャパンエフエムネットワー
ク

エフエム東京 1753

サンスタートニックシャン
プー

練習 60 サンスター 電通ヤングアンドルビカム 大日 594

充電式エボルタ 使い捨てられてたまるか 60 パナソニック 福本ゆみ事務所 1451

スゴ衣 あの人よりも 60 ワコール ドラゴン東京/福本ゆみ事務所 1757

音波振動ハブラシ　ドルツ マイナスしこう 90 パナソニック 大広 ビッグフェイス 1595

きもの着付教室
美しい女に/自慢できる腕/ﾌﾟﾚｾﾞﾝ
ﾄ

60/60/6
0

日本和装ホールディングス 電通 エムアイティギャザリング 352

Minute Maid LIMON &
NADA

メールでふられる/穴の開いた靴
下/ストッキングが伝線/人違い

40/40/4
0/40

日本コカ・コーラ
博報堂クリエイティブ・
ヴォックス/博報堂

東北新社 465

ＣＨＩＮＴＡＩ
バーチャルカンバーセイション/鋭
いサウンドロゴ

60/60 ＣＨＩＮＴＡＩ アサツーディ・ケイ 1991 992
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ラジオＡＣＣファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

栃木県自動車整備振興会 「いしやきいも」篇 20 栃木県自動車整備振興会 アサヒノ広告 アビックスタジオ金沢 2187

湯あみの島 ＷＥＢで 20 長島観光開発 三晃社 beBlueSTUDIO 2361

アルガード 出席 20 ロート製薬 電通　関西支社 ステップ 241

愛媛ＦＣ 環境対策 20 愛媛ＦＣ 電通西日本　松山支社 イノセンス 1767

なんこつ入りつくね棒20円
引き

平等院鳳凰堂 20 ローソン 博報堂　九州支社 エフエム鹿児島 217

トップクリアリキッド 迷子 20 ライオン 電通 エムアイティギャザリング 334

箱根　彫刻の森美術館 3サイズ篇 20 財団法人彫刻の森美術館 ニッポン放送/電通 359

Palcon 「オヤジ」篇 20 大成建設ハウジング 電通 大日 631

お風呂 「九九」篇 20 東京ガス 電通 エムアイティギャザリング 639

CHINTAI 迷惑な部屋～隣の部屋 20 CHINTAI 電通 大日 769

ヘアドライヤー 目を閉じて 20 パナソニック 福本ゆみ事務所 1062

キレイキレイ　泡で出る消
毒液

「私が触ったもの」篇 20 ライオン 博報堂 ティーシー・マックス 1510

カルピス 嫌い 20 カルピス アサツーディ・ケイ エフエム東京 2104

ＡＥＤ普及促進 救命～2008年6月の記録～ 100 日本救急医療財団 ＳＴＶラジオ 2374

ワードタンク 言葉の訂正 60 キヤノンマーケティングジャパン 電通 エムアイティギャザリング 323

食と炎 「ボッ」篇 40 東京ガス 電通 エムアイティギャザリング 637

サイクロン掃除機 猫の気持ち 60 パナソニック 福本ゆみ事務所 732
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EOS Kiss X 双子篇 60 キヤノンマーケティングジャパン 博報堂 福本ゆみ事務所 1784

グロンサン強力内服液 疲労インタビュー/田村部長 40 ライオン 電通 エムアイティギャザリング 2152

スターフライヤー ゾウとネズミ篇 90 スターフライヤー ニッポン放送/電通 266

JOMO ライブ塩の道 150 ジャパンエナジー 東急エージェンシー ランダムハウス 1357

スチームオーブンレンジ ハロー手作り 120 パナソニック 福本ゆみ事務所 1452

キヤノンマーケティングジャ
パン

私を写した人がいる 120 キヤノンマーケティングジャパン 博報堂 福本ゆみ事務所 1785

三菱電機ビルテクノサービ
ス

20年の歴史 330 三菱電機ビルテクノサービス 電通　関西支社 豪勢堂コネクタ 439

ガスファンヒーター
「母のひとこと」篇/「彼氏のひとこ
と･電話」篇/「娘のひとこと･反対」
篇

20/20/20 東京ガス 電通 エムアイティギャザリング 110

カルピスコンク
「いいおっぱい」篇/「パパのおっぱ
い」篇/「おっぱいは誰のもの」篇

60/60/60 カルピス 電通 豪勢堂コネクタ 635

スチームオーブンレンジ/
斜めドラム式洗濯乾燥機/
食器洗い乾燥機

部長帰宅篇/部長パンツ篇/部長
温泉篇

60/60/60 パナソニック 電通　関西支社 ステップ 1182

SOYJOY
1時の格言 その2/1時の格言 その
3/1時の格言 その6/1時の格言
その12

20/20/20
/20 大塚製薬 アサツーディ・ケイ 1991 1540

アネッサ 虹/太陽を捕まえた男 60/60 資生堂 福本ゆみ事務所 1736

アースコンシャスキャン
ペーン

中田さんへ/野田さんへ/吉田さん
へ

20/20/20 ジャパンエフエムネットワーク
エフエム東京/ランダムハウス/
電通

1751

やさいしぼり お幸せに篇改訂/脇役篇改訂 60/60 カゴメ 博報堂 Ｊ－ＷＡＶＥ/福本ゆみ事務所 1941

アネッサ 真夜中のテニス/真夜中のゴルフ 60/60 資生堂 福本ゆみ事務所 1955
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北海道地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ノーザンホースパーク ボクたちハダカ　篇 20 ノーザンホースパーク ＳＴＶラジオ 2096

サイクロン式掃除機 そば屋 40 パナソニック 博報堂 フットワーク 2365

アタック 口紅/豹柄/迷彩 5/5/5 花王 電通 エムアイティギャザリング 2310
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東北地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

ペイントスタッフ ぬりぬり編 20 ペイントスタッフ 河北アドセンター バブル 274

ラウンドワン ４月２４日篇 20 ラウンドワン
アサツーディ・ケイ　関西支
社

ヒッツコーポレーション 1990

リフォーム リフォームはお任せ？ 90 住工房Ｍ ＩＢＣ岩手放送 1892

ショッピングセンター あれが無い！/あれが見たい！ 20/20 イオンリテール 仙台博報堂 仙台博報堂 1448
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関東・甲信越・静地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

エフエム群馬 時を刻む 20 エフエム群馬 電通　中部支社 デジタルタンク２ｎｄ 615

まさごグループ　かつ政 時代への反抗 20 まさごグループ　かつ政 静岡エフエム放送 リップス 2341

焼肉飯店　京昌園 にくさあまって 20 焼肉飯店　京昌園 静岡エフエム放送 リップス 2345

エフエム群馬 今日の人 40 エフエム群馬 電通　中部支社 デジタルタンク２ｎｄ 613

じゃらん 男なんて 40 リクルート 電通 大日 1820

エフエム群馬 「深海」篇 90 エフエム群馬 電通　中部支社 サンデーフォークフロント 553

ヴィラ・デ・マリアージュ 「父の本音」篇 90 プリオコーポレーション アサツーディ・ケイ/ダイコク アサツーディ・ケイ/ダイコク 1718

新潟県産牛乳
お姉ちゃんの里帰り篇/お姉ちゃん
の入院篇/父親になる準備？篇/
お姉ちゃんの出産篇

40/40/4
0/40

北陸酪農業協同組合連合会 電通東日本 コム 1314

山田製作所
「オイルポンプ」篇/｢スピードメー
ター｣篇/「ステアリングコラム｣篇

20/20/2
0

山田製作所
電通　中部支社/マザーゲ
イト/エフエム群馬

サンデーフォークプロモーション
デジタルタンク！

1398

東京サマーランド
ドンラーマサ　篇/ダイエット　篇/
アカペラ　篇

60/60/6
0

東京サマーランド 博報堂 エフエムナックファイブ 2179
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北陸・中部地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

三越 ラシック 「計算」篇 20 三越 ラシック 電通　中部支社 サンデーフォークフロント 543

はたらいく あめふり 20 リクルート 電通　中部支社 サンデーフォークフロント 1681

ラグーナ蒲郡 観覧車 60 蒲郡海洋開発 電通　中部支社
エジソン ライト ハウス/サン
デーフォークプロモーション　デ
ジタルタンク！

741

メニコン２WEEKプレミオ
２WEEKプレミオのバラード　Bタイ
プ

60 メニコン 電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 917

三越ラシック 恋愛実況中継 120 三越ラシック 電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 662

フロム・エーナビ 今日のフロム・エー 90 リクルート 電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 912

洗濯機 父と子の洗濯 120 パナソニック 大広 ビッグフェイス 1040

フロム・エーナビ
コーラス１/コーラス２/コーラス３/
コーラス４

20/20/2
0/20

リクルート 電通　中部支社 デジタルタンク！２nd 915

イシグロ
石黒さんと、同僚/石黒さんと、そ
の妻/石黒さんと、部下のOL

20/20/2
0

イシグロ アド大広名古屋 シースリーフィルム 931

26



2009 49th ACC CM FESTIVAL

近畿地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

上田安子服飾専門学校 お部屋案内  篇 20 上田安子服飾専門学校 電通　関西支社 ヒッツコーポレーション 209

アナウンス教室生徒募集 思いやり・・・予算？ 20 和歌山放送事業センター 和歌山放送 437

ジョーバ ＯＬの告白篇 20 パナソニック 電通　関西支社 ステップ 491

角質除去器 かくしつ篇 20 パナソニック 電通　関西支社 ステップ 720

エクシブ タップダンス 20 ロート製薬 電通　関西支社 ステップ 726

関西電気保安協会 飛行機にて 20 関西電気保安協会 電通　関西支社 ヒッツコーポレーション 2390

大阪厚生信用金庫 強盗篇 60 大阪厚生信用金庫 ＡＢＣ開発 朝日放送 170

パンシロンキュア 経費削減ヒーロー 60 ロート製薬 電通　関西支社 ステップ 245

コンパクトビッグ ハンバーグ 30 パナソニック 大広 ビッグフェイス 1036

Panasonic Beauty タイムカプセル篇 120 パナソニック 電通　関西支社 ステップ 1187

au ＣＡ００１　コマーシャルソング 120 ＫＤＤＩ 博報堂　関西支社 ＢＯＢＯＳ 1977

家族間通話無料
第２話/第13.5話/第14.5話/第16
話

60/60/6
0/60

ＮＴＴドコモ 電通　関西支社 ビッグフェイス 183

和漢箋
先生のあだ名/先生の血液型/先
生のスポーツ

20/20/2
0

ロート製薬 電通　関西支社 ステップ 243

カラー複合機
「コピー」篇/「ネットワーク機能」篇
/「いろんなサイズ」篇

60/60/6
0

京セラミタ 電通　関西支社 ビッグフェイス 1056

愛着家電
電子レンジ篇　前日タイプ/ドライ
ヤー篇　前日タイプ/電気敷毛布
篇　前日タイプ

60/60/6
0

パナソニック 電通　関西支社 ステップ 1424
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中国・四国地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

秋吉台サファリランド 「ナマケモノのヒミツ」篇 20 タナカホテルグループ セントラル広告 戦略会議 1731

愛媛ＦＣ 実況 20 愛媛ＦＣ 電通西日本　松山支社 イノセンス 1768

愛媛ＦＣ 移籍 20 愛媛ＦＣ 電通西日本　松山支社 イノセンス 1770

地域 「5秒でできる、思いやり」篇 40 公共広告機構 セーラー広告 スペース 1190

オハヨー牛乳
パパに質問4/パパに質問5/パパ
に質問6

20/20/2
0

オハヨー乳業 電通西日本　岡山支社 スペース/ステップ 513

愛媛ＦＣ
サッカー中継／合コン/サッカー中
継／営業会議

60/60 愛媛ＦＣ 電通西日本　松山支社 イノセンス 1771
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九州・沖縄地域ラジオファイナリスト

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社 作品番号

鶏竜田揚げ棒20円引き コイン 20 ローソン 博報堂　九州支社 エフエム鹿児島 208

冷やし麺３０円引き 看病 20 ローソン 博報堂　九州支社 エフエム鹿児島 224

浴衣 証拠 20 蝶屋 大広九州 VSQ 1337

教育ローン ロウ金利 20 九州労働金庫 大広九州 T&E 1457

パチンコ 私の事情篇 20 パチンコの玉屋 電通九州 アプトクリエーション 1836

体組成バランス計 丸井です 60 パナソニック 大広 ビッグフェイス 1048

さつま無双 灯台下暗し 60 さつま無双 南日本新聞開発センター エフエム鹿児島 2208

さつま無双 決意 60 さつま無双 南日本新聞開発センター エフエム鹿児島 2212

黒伊佐錦 酒を飲む意味1/酒を飲む意味2 40/40 大口酒造 西広 ビデオ・ステーション・キュー 1078

パチンコ屋 お守り篇/餅篇 20/20 パチンコの玉屋 電通九州 アプトクリエーション 1840
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特別賞　
特別賞 受賞者 広告主 商品名 題名 秒数 作品番号

伊藤直樹 相模ゴム工業 サガミオリジナル 0.02 LOVE DISTANCE（再改訂） 90 60

読売新聞 企業 セキュリティー/映画/あたたかい家/お弁当
30/30/30

/30 1924

セコム ホームセキュリティ 「セコムしてますか？」篇 30 1694

ソフトバンクモバイル 企業 ダイエット/フランス人に遭遇/歌番組/兄フラれる
30/30/30

/30 1944

読売新聞東京本社 読売新聞 オリンピック「粘り強い取材」<卓球> 篇 30 579

　大一商会 ＣＲ天才バカボン４１歳の春だから ＣＡ篇（出る） 15 990

大和ハウス工業 ダイワハウス 「ダイワハウスが言えない男」篇/「言えない男／新築祝い」篇 60/60 443

富士ゼロックス 企業 Balloon　篇 60 2011

東畑幸多 江崎グリコ アーモンドプレミオ/バンホーテンディアカカオ 「再会」篇/「テスト」篇/「仕事＆屋台（ライバル）」篇/「兄妹の今(兄の想い）」篇
30/30/30

/30 1690

サントリーホールディングス BOSS
宇宙人ジョーンズ・地上の星/宇宙人ジョーンズ・屋台/宇宙人ジョーンズ・知事/宇宙人
ジョーンズ・刑事

60/30/30
/60 2118

サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・大工 30 2114

トヨタ自動車 オールトヨタ 登場篇/エコカーの減税篇/浦島太郎篇/ファッションショー篇
30/30/30

/30 734

旭硝子 企業 「世界中でAGC～中国」篇/「世界中でAGC～ロシア夜」篇 30/30 1659

（株）リクルート ホットペッパー スヌーピーとカエラ 篇 15 2166

サントリーホールディングス プロテインウォーター マッチョＡ 篇 15 2449

大日本除虫菊 キンチョール どうでもいい篇 15 248

ソフトバンクモバイル 端末（mirumo９３４SH） ７０万回 15 1888

マンダム GATSBY BODY PAPER SERIES 野球部篇 30 1899

大和ハウス工業 ダイワハウス 「ダイワハウスが言えない男」篇/「言えない男／新築祝い」篇 60/60 443

江崎グリコ
アーモンドプレミオ/バンホーテンディ
アカカオ

「再会」篇/「テスト」篇/「仕事＆屋台（ライバル）」篇/「兄妹の今(兄の想い）」篇
30/30/30

/30 1690

セコム ホームセキュリティ 「セコムしてますか？」篇 30 1694

サントリーホールディングス BOSS
宇宙人ジョーンズ・地上の星/宇宙人ジョーンズ・屋台/宇宙人ジョーンズ・知事/宇宙人
ジョーンズ・刑事

60/30/30
/60 2118

読売新聞 企業 セキュリティー/映画/あたたかい家/お弁当
30/30/30

/30 1924

ソフトバンクモバイル 企業 ダイエット/フランス人に遭遇/歌番組/兄フラれる
30/30/30

/30 1944

サントリーホールディングス ＢＯＳＳ　ＳＩＬＫＹ　ＢＬＡＣＫ 第一楽章 60 1714

ソフトバンクモバイル 企業 応援するけん 15 1880

ソフトバンクモバイル 端末（mirumo９３４SH） ７０万回 15 1888

サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・大工 30 2114

サントリーホールディングス BOSS　BLACK 空飛ぶクジラ 30 2248

◆ベスト
湯川篤毅

相模ゴム工業 サガミオリジナル 0.02 LOVE DISTANCE（再改訂） 90 60

プランナー

澤本嘉光

多田琢

山崎隆明

◆ベスト
福里真一

プロデュース

浅野夕佳

小佐野保
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特別賞 受賞者 広告主 商品名 題名 秒数 作品番号

大和ハウス工業 ダイワハウス 「ダイワハウスが言えない男」篇/「言えない男／新築祝い」篇 60/60 443

大和ハウス工業 企業広告（集合） 上野さんと荒俣さん篇/テレビから八代亜紀篇/テレビから羊篇 30/30/30 1338

サントリーホールディングス サントリーオールド 娘の相手 60 2418

田中秀幸 エイベックス通信放送 BeeTV 『あなた専用ドラマ』篇 60 1438

リクルート ホットペッパー スヌーピーとカエラ 篇 15 2166

サントリーホールディングス BOSS　BLACK 空飛ぶクジラ 30 2248

サントリーホールディングス BOSS
宇宙人ジョーンズ・地上の星/宇宙人ジョーンズ・屋台/宇宙人ジョーンズ・知事/宇宙人
ジョーンズ・刑事

60/30/30
/60 2118

江崎グリコ アーモンドプレミオ/バンホーテンディアカカオ 「再会」篇/「テスト」篇/「仕事＆屋台（ライバル）」篇/「兄妹の今(兄の想い）」篇
30/30/30

/30 1690

ヤマト運輸 クロネコヤマト 宅配は、ﾈｺである。 15 108

大一商会 ＣＲ天才バカボン４１歳の春だから ＣＡ篇（出る） 15 990

サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・大工 30 2114

読売新聞 企業 セキュリティー/映画/あたたかい家/お弁当
30/30/30

/30 1924

ソフトバンクモバイル 企業 ダイエット/フランス人に遭遇/歌番組/兄フラれる
30/30/30

/30 1944

新日邦 コンコルド
娯楽仮面コンケルドシーズン2-1/娯楽仮面コンケルドシーズン2-3/娯楽仮面コンケルドシー
ズン2-5/娯楽仮面コンケルドシーズン2-6

15/15/15
/15 340

独立行政法人日本スポーツ振興センター BIG 登場/予想不要/ネット/夢の６億へ
30/30/30

/30 2134

パナソニック ナイトスチーマー 寝ても覚めても 120 1060

パナソニック 企業広告 欲しいものがいっぱいあった 180 730

サントリーホールディングス ザ・プレミアム・モルツ おいしい音 60 1104

パナソニック 充電式エボルタ 使い捨てられてたまるか 60 1451

ワコール スゴ衣 あの人よりも 60 1757

パナソニック ナイトスチーマー 寝ても覚めても 120 1060

パナソニック 企業広告 欲しいものがいっぱいあった 180 730

サントリーホールディングス ザ・プレミアム・モルツ おいしい音 60 1104

パナソニック 充電式エボルタ 使い捨てられてたまるか 60 1451

ワコール スゴ衣 あの人よりも 60 1757

◆ベスト音楽 林　尚司 ロッテ Ｆｉｔ’ｓ ショッピング 篇/犬の散歩 篇 15/15 548

◆ﾛﾝｸﾞｾﾗｰ 三菱ﾋﾞﾙテクノサービス 企業 20年の歴史 330 439

◆ベスト
笠松則通

財団法人　JKA 企業 9ways'09 90 63

鋤田正義 大和ハウス工業 ダイワハウス 「ダイワハウスが言えない男」篇/「言えない男／新築祝い」篇 60/60 443

広川泰士 江崎グリコ アーモンドプレミオ/バンホーテンディアカカオ 「再会」篇/「テスト」篇/「仕事＆屋台（ライバル）」篇/「兄妹の今(兄の想い）」篇
30/30/30

/30 1690

演出（テレビ）

高田雅博

辻川幸一郎

◆ベスト
八木敏幸

山内健司

◆ベスト演出（ラジオ） 福本ゆみ

◆ベストミキサー 安田慎一

撮影
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特別賞 受賞者 広告主 商品名 題名 秒数 作品番号

サントリーホールディングス BOSS
宇宙人ジョーンズ・地上の星/宇宙人ジョーンズ・屋台/宇宙人ジョー
ンズ・知事/宇宙人ジョーンズ・刑事

60/30/30
/60 2118

江崎グリコ
アーモンドプレミオ/バンホーテンディ
アカカオ

「再会」篇/「テスト」篇/「仕事＆屋台（ライバル）」篇/「兄妹の今(兄の
想い）」篇

30/30/30
/30 1690

ヤマト運輸 クロネコヤマト 宅配は、ﾈｺである。 15 108

サントリーホールディングス DAKARA 「スケート」篇 15 533

サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・大工 30 2114

独立行政法人日本スポーツ振興センター BIG 登場/予想不要/ネット/夢の６億へ
30/30/30

/30 2134

朝青龍明徳 日本コカ・コーラ Fanta
ファン太郎が行く 登場/ファン太郎が行く 廊下/ファン太郎が行く ク
ラブ/ファン太郎が行く 俺たちのサイダー

15/15/15
/15 445

加藤清史郎 トヨタ自動車 オールトヨタ 登場篇/エコカーの減税篇/浦島太郎篇/ファッションショー篇
30/30/30

/30 734

リクルート ホットペッパー スヌーピーとカエラ 篇 15 2166

クレハ NEWクレラップ 大人に変身 30 366

サントリーホールディングス BOSS
宇宙人ジョーンズ・地上の星/宇宙人ジョーンズ・屋台/宇宙人ジョー
ンズ・知事/宇宙人ジョーンズ・刑事

60/30/30
/60 2118

サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・大工 30 2114

役所広司 大和ハウス工業 ダイワハウス 「ダイワハウスが言えない男」篇/「言えない男／新築祝い」篇 60/60 443

◆ベストエディター 神田剛志

◆ベスト演技
木村カエラ

Tommy Lee
Jones
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ジャーナリスト賞

テレビＣＭ部門

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
作品
番号

テレビ埼玉 「園芸」篇/「ゴキブリ」篇/「工作」篇 60/60/60 テレビ埼玉 ビルド・クリエイティブハウス レイ 400

ラジオＣＭ部門

商品名 題名 秒数 広告主 広告会社 制作会社
作品
番号

パナソニック 欲しいものがいっぱいあった 180 パナソニック 福本ゆみ事務所 730

創設目的 選考委員
社                 名  所    属  ・  役    職 氏        名

報知新聞東京本社 スポーツ報知 編集局 文化社会部 部長 木俣　自明

スポーツニッポン新聞社 編集局　文化社会部 次長 山崎　智彦

共同通信社 編集局　文化部　部長 細田　正和

産経新聞 東京本社 編集局　文化部　編集委員 山根　 　聡

産経新聞東京本社 サンケイスポーツ文化報道部編集委員 玉井　哲

選考方法 時事通信社 編集局文化部長 渡邊　波留華

中日新聞東京本社 東京新聞　放送芸能部　部長 卓田　謙一

朝日新聞 東京本社 編集局文化グループ　次長 清水　敬久

読売新聞 東京本社 編集局　文化部長 飯田　政之

日刊スポーツ新聞社 編集局　文化社会部 部長 笹森　文彦

日本経済新聞社 編集局　文化部　編集委員 池田　卓夫

毎日新聞社 編集局　学芸部長 重里　徹也

わが国において放送されたラジオおよびテレビのコマーシャル
（CM）の中から、最も時代性・社会性を反映し影響力のあった作
品を、ジャーナリストの立場から選考・顕彰することによって、
国民生活の一層の向上と放送文化の健全な発展に資することを目
的に2000年度より創設。今年で第10回目。

選考対象としたCMは、ＡＣＣの今年度入賞作品の中からＡＣＣブ
ロンズ以上の70作品（テレビ部門50作品、ラジオ部門20作品）と
した。それぞれのCMが持つ社会性、独創性、話題性、グローバル
性、時代性などの選考基準をベースに、選考委員がジャーナリス
トとしての責任において判断し、慎重かつ厳正な選考を行った。
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