


株式会社ワコール
代表取締役社長執行役員

安
や す は ら

原　弘
ひ ろ の ぶ

展
〈プロフィール〉
1975年（株）ワコールに入社。2005年執行
役員 ウイングブランド事業本部長、06年取
締役常務執行役員、08年取締役専務執
行役員などを経て、11年代表取締役社長
執行役員に就任。13年から（株）ワコールホ
ールディングス専務取締役も兼任。
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O n  A i r

女性に美しくなってもらいたいをCMに活かす

　2014年、ワコールが活動テーマにしていた
のは「品質」。すべての「品質」を磨き上げて、
お客様の「信頼」に応えていこう！ということで
す。商品に関わる素材や縫製、デザインはもち
ろん、着用感や耐久性、さらには店頭のサービ
スやコミュニケーション、そしてワコールで働く
人たち自身も含めて、発信されるものすべてが
「ワコール品質」になるということを意識しな
がらやっていく一年でした。
　54回目を迎えたACC CMフェスティバルラ
ジオCM部門において「作る人」、「聞く人」、
「しゃべる人」、すべての視点が入ったクリエ
イティブを評価され２年連続となる最高賞を受
賞できたこと、また私たちのビジネスの種でも
ある商品セールスプロモーション「女神のヒミ
ツ」がマーケティング・エフェクティブネス部門
でメダリストを受賞できたことは、この１年クリ
エイティブとコミュニケーションにおける「品
質」を追求したことが評価されたのではないか
と思います。
　さて昨今、コミュニケーションにおけるそれ
ぞれのメディアと生活者の関係は激変してきて

います。広告宣伝にかける経費もROIを考えな
がら限られてきており、いかにして効果を上げ
るかを深く見ていかなくてはならない時代にな
ってきました。生活者の心を動かすコミュニケ
ーションを展開するには、広告主である私たち
自身が、ターゲットとなる生活者のことを深く
洞察し、生活動線における接点を熟考し、コミ
ュニケーションデザインをまず設計することが
大切だと思われます。そして基本構想をもとに
広告に携わる皆様とのセッションにおいて精度
を高め、質を高めていく。そのような過程を踏
んで仮説→実施→検証を繰り返す。この連続
が生活者との関係をより深く築いていくことへ
と繋がるのではないでしょうか。固定概念を取
り払い、アイデアを練りあう、そのような仕事か
ら次の次代を創るクリエイティブやコミュニケ
ーションが生まれると思います。
　「世の女性に美しくなって貰うことによっ
て、広く社会に寄与する」というワコールの目標
に向かい、これからも女性との繋がりを広告を
通じて深めていきます。
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Special Contents 贈賞式・記念パーティ　レポート

　今回の応募総数は
227 8作品（内訳：テレ
ビ1455点、ラジオ535
点、ME55点、インタラ
クティブ233点）。贈賞
式には約700名の受賞
者、CM関係者をはじめ
多くの報道陣が列席し
た。贈賞式は午後４時、
フジテレビアナウンサー
の福原直英、戸部洋子
両氏の進行で幕を開けた。
　ACCの高田坦史理事長は冒頭、「今年から
インタラクティブ部門が加わり４部門となりまし
た。日本の経済はもとより、CM業界を取り巻く環
境も激変しております。この賞をきっかけに、これ
までにない表現やキャンペーンの枠組みにトライ
していこうと、広告主や制作者の方々がいっそう
奮起されたり、また広告業界に入ってこのような
インパクトのある表現を作ってみたいという若い

方が出てきたら、これに勝る喜びはありません」と
あいさつ。
　続いて各部門の贈賞式に先立ち、第４回クリ
エイターズ殿堂の表彰式が行われた。選ばれた
４氏（詳細は25ページ）を代表して、堀川靖晃氏
より「どんないいアイデアでも、広告主がOKしな
い限り作品として世の中に出られない。その責
任をひしと感じ、いかにいいものを見抜くかの目
を養おうと頑張り続け、同じ職場に38年間おりま

　2014年10月31日、東京・有楽町の朝日ホールで「第54回ACC CMフェスティバル」贈賞式が開催された。
記念パーティは内幸町の帝国ホテルにて盛大に挙行。栄えある総務大臣賞／ACCグランプリは、テレビCM部
門がサントリーホールディングスのペプシNEX ZERO「桃太郎」、ラジオCM部門がワコールのブラ全般「ボク
の周りのブラ事情」、ME部門がアディダスジャパンのサッカー日本代表ユニフォーム「輪になれ、日本。」に贈
られた。今年新設されたインタラクティブ部門（協賛：一般社団法人 インターネット広告推進協議会〈JIAA〉）
は、本田技研工業のインターナビ「Sound of Honda/Ayrton Senna 1989」が選ばれた。

2014 54th ACC CM FESTIVAL贈賞式を開催
総務大臣賞はサントリー、ワコール、アディダスジャパン、本田技研工業

テレビCM部門審査員

マーケティング・エフェクティブネス部門審査員

ラジオCM部門審査員

インタラクティブ部門審査員

Special Thanks（movie）：Kazoo Sato（TBWA＼HAKUHODO）, TAKUMI SHIGA（caviar）
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2014 54th ACC CM FESTIVAL　入賞作品発表会
　11月14日有楽町朝日ホールマリオンにて、入賞作品の中
から選りすぐりの傑作CMを上映する「入賞作品発表会」
を開催した。テレビ、ラジオ、ME、インタラクティブ４部門の
審査員長からの講評を交え、グランプリをはじめとする入賞
作品を上映。
　なお、この発表会は東京を皮切りに全国30か所で順次
開催している。

（各地域の開催日はACCホームページでご確認ください）

した。今回受賞作品を出された広告主の方も、
見抜く力をお持ちだったと思います。そういう方
が来年も再来年もやっていただきたい。いい目
を持った方がいると広告を大切にできる会社に
なると、世の中に広めてください。」とあいさつが
あった。
　その後クラフト賞と、「小田桐昭賞」（CMの企
画力、アイデアのチカラに対して制作者個人へ
エールを送る賞）の贈賞が行われた。同賞は、
BIGの「10億円だぞ篇」などを制作した岡野
草平氏に贈られた。続いてテレビCM部門地域
賞、ブロンズ・シルバー作品を紹介。のちインタラ
クティブ部門、ME部門、ラジオCM部門、テレビ
CM部門の順でゴールドとグランプリの贈賞が行
われた（詳細は10～17ページ）。
　続いて総務大臣賞が、長谷川岳総務大臣政
務官より贈られ、受賞者であるサントリー食品イ

ンターナショナルの北川廣一氏、ワコールの中堤
康之氏、アディダス ジャパンのトーマス・セイラー
氏、本田技研工業代理で電通の三島邦彦氏が
あいさつした（詳細は９ページ）。
　最後に、CMにおける優秀な演技に対して
贈られる演技賞の贈賞では、俳優の遠藤憲一
さん（キリンビール／キリンチューハイビターズ、
フォーシーズ／ピザーラ）、小松菜奈さん、石井
杏奈さん（ともにエイベックス通信放送／ｄビデ
オ）が登壇。遠藤さんは「チューハイもピザーラも
ぶっ飛んでいるキャラ。笑ったり叫んだりという演
出に至るまで、話し合いながらつくりました。今52
歳ですが、18歳の養成所時代からCMのオー
ディションを受けまくって、落ちていました。今この
場で、賞までもらって申し訳ないです」とあいさ
つ。小松さんは「このCMのように友だちの好き
な人に告白することは実際にはないので、演じら

れて楽しかったです」、石井さんは「『女や』とい
うセリフが印象的でした。景色のよい所で撮影
できたのでリフレッシュしました」と話した。
　贈賞式に引き続き、会場を帝国ホテル「富士
の間」に移して記念パーティが行われた。冒頭、
高田理事長が「CM４業種からなるACCのパー
ティで、日ごろゆっくり話すこともできない人 と々
親睦を深める機会になれば幸いです」と乾杯の
あいさつ。その後は歓談の時間となり、会場は多

くの人の熱気に包まれ盛り上がりを見せた。中
締めのあいさつでは、日本アドバタイザーズ協会
専務理事であり、当協会理事でもある藤川達夫
氏が「テレビ・ラジオのコンテンツを作っている皆
さんがこうして一堂に会して、元気になって、さ
あ出て行くぞ!となるのがACCの一つの大きな
目的でしょうし、大きな役割でもあると思います。
本日は誠にありがとうございました」とパーティを
締めた。

総務大臣賞（ME）を受け取るセイラー氏

クリエイターズ殿堂受賞 堀川氏ごあいさつ

総務大臣賞（テレビ）を受け取る
サントリー食品インターナショナル北川氏

総務大臣賞（ラジオ）を受け取る中堤氏

小田桐昭賞を受け取る岡野氏

JAA専務理事 藤川氏 各部門グランプリのフォトセッションを開催（写真はラジオCM部門）
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第54回ACC CMフェスティバルの開催、誠におめでとうございます。栄えあ
る賞を受賞された皆様に、心からお祝い申し上げます。主催者である全日本
シーエム放送連盟の高田理事長をはじめとする関係者のご尽力、現場で活躍
されている方々の情熱に心から敬意を表します。

CMは、時代を映す鏡です。それぞれの時代には、それぞれの時代を代表す
るCMがあり、国民一人一人の気持ちや思い出、記憶と密接に結びついて、豊
かな文化を育んできました。そうした優れたCMは、まさにここにいらっしゃる
皆様の、時代を鮮やかに切り取る感性と、卓越した技術、すなわち、脚本、監
督、演出、撮影、照明、音響、美術、企画、そうした個々の技術に支えられたも
のです。

今回グランプリに選ばれた作品は、名実ともに日本のトップの評価を受けたも
のであり、時を経て、文化そのものになっていくのだと思います。そうした素晴ら
しい作品に対して総務大臣賞をお渡しできることを大変光栄に思います。

総務省は、皆様方の感性と技術の結晶である、日本の優れたCMを、多くの
方々に視聴してもらいたいと考えています。本年７月には「字幕付きCMの普及
推進」に向けて実践的な「ロードマップ」を提示したところですが、関係の皆様
方には、今後ともより一層の取り組みをお願いしたいと思います。

放送は「４K・８K」や「スマートテレビ」といった新たな次元に入っています。
そういった新しいステージにふさわしい、迫力ある映像のCMなど、魅力あふれ
るCMを更に制作し、世の中の人 を々楽しませていただきたいと思います。

本日の受賞者の皆様、御列席の皆様のますますの御活躍を祈念いたします。

　アディダスにとってサッカーは心臓部にあり、今年
行なわれたブラジルでのFIFAワールドカップは非常
に重要なイベントでした。今年のグローバルブランド
メッセージは、「すべてをかけよう」。これは、夢を実
現するために力の限り尽くしていくという意味です。こ
のメッセージをユニフォームの背中の赤い線にこめま
した。円陣を組むと、その線で大きな赤い輪ができ、
すべてをかけることへのシンボルとなるのです。この
円陣プロジェクトは、ワールドカップの約４カ月前に立
ち上げました。様 な々活動を通して日本中に円陣の輪
を広げ、国民がすべてをかけて日本代表を応援して
いくという仕組みを作り出したのです。その結果日本
代表ユニフォームの売り上げは、前回大会４月末当時
期と比較して約７倍まで伸び、日本代表関連の各商
品も過去最高の売り上げとなりました。アディダスは
引き続き日本代表を応援し、日本のサッカー文化がさ
らに発展するように貢献して参りたいと思います。

マーケティング・エフェクティブネス部門グランプリ
アディダス ジャパン株式会社
副社長　マーケティング事業本部長

トーマス セイラー 氏

　「Sound of Honda／Ayrton Senna 1989」は
Hondaが提供するインターナビのプロモーションとし
て制作したものです。当時アイルトン・セナが記録し
た鈴鹿サーキットの最速ラップの走りを現代に再現
しました。F1でも導入されている走行データを記録・
解析し、運転に役立てるという考えは、テレマティク
ス技術とともに進化を遂げ、Hondaのナビ搭載車か
ら集められた走行データをもとに、安心安全なドライ
ブを支援するという今日の取り組みにつながっていま
す。今回の受賞は映像作品としての評価のみならず、
これまでのHondaの取り組みに多くのみなさまにご共
感いただいたものと大変うれしく思っております。今
後もHondaは商品、技術、モータースポーツなどさま
ざまな企業活動を通じて世界の人々に喜んでもらえる
ようチャレンジを続けて参りたいと思っております。

インタラクティブ部門グランプリ
本田技研工業株式会社

　本当に過酷で、そしてエクスペンシブな撮影でし
た。しかしおかげさまで130%の伸びを示しました。
お客さまからいかに商品にラブやライク、またいい
ねをいただけるかというのが、広告のミッションだ
と意識しています。我々の商品は、たかだか100円
前後なんですね。カメラや車のように吟味して買わ
れません。ほんの２、３秒でパッと買われるわけで
す。２、３秒の世界の中で我々の商品が選ばれたと
いうことで、おそらく広告が商品にライクやラブを
注入してくれたのだと思います。とくにこのペプシの
桃太郎は、もっともラブが注入された最高傑作だと
思っております。タグボートの多田さんと最後の編
集を終えた時に、編集室で拍手が起こりました。少
し涙ぐみました。こういう経験は何度してもいいな
と思いました。

テレビCM部門グランプリ

サントリー食品インターナショナル株式会社
執行役員食品事業本部 ブランド戦略部長

北川　廣一 氏

　二連覇ということで、本当にハッピーな気持ちに
なっております。ワコールを通してBtoCの業界を長
く見続けておりますが、皆さんお気づきのように
昨今、企業と消費者の関係は大きく変わってきて
おります。ソーシャルメディアの普及により、口コミ
が企業の評価に大変影響を及ぼしていると感じま
す。こうなると大切なのは、消費者から共感・共鳴
を持ってもらうこと。このCMは、その人間臭さから
ハートをぐっとつかめたのだと思います。実はこの
CMで、自分の学生時代を思い出しました。背を高
く見せたくて靴下を３枚履いたり…。青春時代を思
い出して私も元気が出た次第ですから、女性だけ
でなく男性の方にも共感・共鳴を与えた自信作だと
思っております。これからも人間らしい、人間臭い、
魂をグサッとえぐるようなメッセージを、電通さん、
電通ギャザリングさんとともに作っていきたいなと
思っております。三連覇をめざしてがんばります。

ラジオCM部門グランプリ
株式会社ワコール
取締役副社長執行役員

中堤　康之 氏

長谷川　岳氏

総務大臣政務官

総務大臣祝辞

受賞者ごあいさつ
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Special Contents テレビCM部門  総務大臣賞/ACCグランプリ・ゴールド

各審査員のコメントはホームページとACC年鑑にてご紹介します。

広 告 主：サントリーホールディングス
商 品 名：ペプシNEX ZERO
題　　名：桃太郎「Episode.ZERO」篇／
 桃太郎「Episode.1」篇
秒　　数：90/60
広告会社：TUGBOAT ／読売広告社
制作会社：東北新社

総務大臣賞/ACCグランプリ

広 告 主：東海テレビ放送
商 品 名：自社キャンペーン
題　　名：震災から３年伝えつづけるキャンペー
ン「特別な日篇」「ふたつの取材班篇」「記者とカメラ
マン篇」「気持ち篇」「震災バブル篇」「忘れないで篇」
秒　　数：30/45/45/30/30/30
広告会社：電通中部支社
制作会社：シースリーフィルム／ Zaxx ／東海テレビプロダクション

広 告 主：サントリーホールディングス
商 品 名：BOSS
題　　名：BOSS宇宙人ジョーンズ「コンサート篇」「コ
ンビニ篇」「マンション篇」「黒ドレスの女篇」「用具係篇」
秒　　数：30/30/60/30/30
広告会社：シンガタ／ワンスカイ／電通
制作会社：東北新社／ギークピクチュアズ

広 告 主：リクルートホールディングス
商 品 名：リクルートポイント
題　　名：すべての人生が、すばらしい。
秒　　数：120
広告会社：電通
制作会社：パドル

広 告 主：エイベックス通信放送
商 品 名：dビデオ
題　　名：二人はdビデオを見ていた「出会い篇」
 「転校生篇」「家篇」「海篇」「駅篇」
秒　　数：30×5
広告会社：もり／電通
制作会社：モリモリ

広 告 主：大和ハウス工業
商 品 名：企業広告
題　　名：「ここで、一緒に」初雪篇
秒　　数：60
広告会社：TUGBOAT ／電通関西支社
制作会社：ロボット

広 告 主：トヨタ自動車
商 品 名：ハリアー
題　　名：H.H.篇「sideA」「sideB」
 「sideA+B ２画面」
秒　　数：90/90/60
広告会社：TUGBOAT ／デルフィス
制作会社：東北新社

広 告 主：本田技研工業
商 品 名：インターナビ
題　　名：Sound of Honda ／ Ayrton Senna 1989
秒　　数：90
広告会社：電通
制作会社：電通クリエーティブX ／ライゾマティクス／
 Qosmo ／シプー

広告主：トヨタ自動車
商品名：TOYOTOWN
題名：「TOYOTOWN2013」「夫の秘密篇」「となり町篇」

「ガソリンスタンドの女篇」「郵便配達の充電篇」「ジーン
ズ市民集会篇」「妻の仕事篇」
秒数：90/60/60/60/60/60/60
広告会社：シンガタ／ワンスカイ／トレードマーク／電通
制作会社：ギークピクチュアズ

ACC ゴールド 1位

ACC ゴールド 4位

ACC ゴールド 7位

ACC ゴールド 2位

ACC ゴールド 5位

ACC ゴールド 8位

ACC ゴールド 3位

ACC ゴールド 6位

ACC ゴールド 9位

広 告 主：全国都道府県及び20指定都市
商 品 名：LOTO7
題　　名：LOTO7 話は変わる篇「金曜抽せん」
 「５話金曜抽せん」「６話CO発生中」
秒　　数：120/30/30
広告会社：TUGBOAT ／電通
制作会社：電通クリエーティブX

地域 広告主 商品名 題名 秒数 広告会社 制作会社

北海道 イーストン いただきコッコちゃん 半額クーポンキャンペーン 15 電通北海道 zero

東北 福島テレビ FTV@ホームCM FTV×鈴木心「野菜がくれる
エネルギー」ほか５作品 30×6 福島テレビ 福島テレビ

関東・甲信越・静 テレビ埼玉 企業 FOOTBALL PROGRAM
「パス」ほか３作品 30×4 ビルド・クリエイティブ

ハウス 東北新社

北陸・中部 バイオテック 企業広告
「バイオテックで変わってっく」
「自宅で変わってっく」ほか２
作品

15×3 大広 名古屋支社 シースリーフィルム/
zaxx/Dee studio

近畿 京都府
選挙管理委員会 京都府知事選挙 京都府知事選挙THE 

MOOVIE予告編（期日前） 15 博報堂 関西支社 21インコーポレーション

中国・四国　　　　　 岡山県 晴れの国
おかやま県民募集 父編 15 山陽映画

九州・沖縄 大分市 大分市 観光PR 透明観光大使「はじまり」
ほか４作品

30/
15×４ 電通九州 ティーアンドーイー

テレビCM部門

昨年と同じメンバー、10人のCDで審査を行いま
した。去年は初対面の方もいる、という緊張した雰
囲気でしたが、今年は審査会場がシンガタ会議室
であり、大きな砂場やドラえもんグッズが溢れる中、
とてもソフトな空気で始まりました。

しかし、今年のテーマはハードなものです。「審
査員が嫉妬したCM」。制作者が嫉妬する対象は、
幾つかあります。

＊自分が思い付かなかったアイデアへ。
＊そのアイデアが了承されるクライアントとの関係性へ。
＊チームとして、プロダクションワークの見事さへ。
＊SNSなどによって拡散された今日性へ。
＊恵まれた制作費へ。
などなど–。

思えば、我々制作者は嫉妬の中で生きているよう

なものです。何と女 し々い仕事なのでしょう。しかし
感情的だからこそ、ジェラシーはエネルギーや集中
力に、カタチを変えるのかもしれません。

「嫉妬」を「投票」へと、カタチを変えてみまし
た。このパラドキシカルな行動を通して、2014年の日
本のCMのリーダー的作品が炙り出されました。

受賞作品を通して眺めてみると、広告手法の殆ど
を見ることができます。ドキュメンタリーから、ビック
ピクチャー。15秒ワンカットから、長尺シリーズ。受
賞作品は、例年より明らかに多様性に溢れた映像
のデパートです。映像のショーウインドウです。

経験したことのない充実した審査は、私が嫉妬
する９人の審査員の見識の高さのおかげです。９
人の素晴らしいクリエーターに心から感謝いたし
ます。最後に追け加えるなら、グランプリ作品が、
自分が関わった仕事になったことが、委員長として
「画竜点睛を欠いた」ようにも思えるのです。

■テレビ地域賞

テレビ CM 部門　審査講評

テレビCM部門審査委員長

岡　康道
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各審査員のコメントはホームページとACC年鑑にてご紹介します。受賞作品のスクリプトはACC年鑑に掲載します。

総務大臣賞/ACCグランプリ・ゴールド
広 告 主 :ワコール
商 品 名：ブラ全般
題 　 名 : ボクの周りのブラ事情・姉／ボクの周りのブラ事情・友達
秒 　 数 :80/80
広告会社:電通
制作会社:エムアイティギャザリング

ACCゴールド
広 告 主：サントリーほか50の協賛企業
商 品 名：AICHI SAFETY ACTION
題 名：交通事故死者数11年連続ワース

ト１防止シリーズ「総論：人数」
「朝：登校」「シートベルト：2秒」
「高齢者：聴力」「服装：夜の色」
「不注意：自主規制」

秒　　数：20×6
広告会社：電通 中部支社
制作会社：Zaxx

ACCゴールド
広 告 主：本田技研工業
商 品 名：インターナビ
題　　名：Sound of Honda ／
 Ayrton Senna 1989
秒　　数：120
広告会社：電通
制作会社：電通クリエーティブX ／
 Qosmo

ACCゴールド
広 告 主：パナソニック
商 品 名：エチケットカッター
題　　名：コンニチハ！
秒　　数：80
広告会社：電通
制作会社：ビッグフェイス

ラジオCM部門

　今年のラジオはワコールの２連覇という結果
だった。嬉しいのは、去年のグランプリをきっかけ
にワコールという会社がラジオの優秀作常連に
なった事だ。
　１つきっかけがあれば、どの会社も、どの制作者
もいきなり優秀作を作れる。そんな魅力がラジオに
はある。
　巨額な投資が必要な訳でもない。歴史が必要な
訳でもない。必要なのは音声だけ、の、アイデアの
純粋な競い合いだ。
　そう、ひとつのアイデアがまんま結果に結びつく。
ひとつの言葉の選び方がそのまま人の心に響いて
行く。予算の大きさはあまり関係がない。本来は、若
い人たちの実験場のような場所なのだ。
　選ぶときは、その印象を共有できる事は気にして
選んでいる。なので、ラジオでないとほめられない
ようなものがほめられているとも思う。それは、そう

いう審査員だったんだ、と、許して欲しい。
　ラジオでいいものを書きたいのだけれど、どうす
ればいいですかということを聞かれる事があるが
まずは、いい、といわれるラジオCMを、聞くことだ
と思う。
　ACC賞は、ただほめるだけではなく、次にいいラ
ジオを書きたい人へのきっかけにもなるべきだと考
えるので、今年も、受賞作をしばらくACCのホーム
ページで聞けるようにしている。
　是非、年鑑の文字を確認するだけでなく音声とし
て実際に聞いてもらえたらなと思う。
　こんなものでほめられたんだ、と思われれば、そ
れを超えるものをちょちょいと書いてくれればそれ
でいいし、さすがだな、と思われれば、是非凌駕す
ることを目指して欲しい。
　また次回、また新しい優秀作に出会いたい。
　皆さん頑張りましょう！

ラジオ CM 部門　審査講評

ラジオCM部門審査委員長

澤本　嘉光

姉に、ブラジャーの悩みについて聞いてみた。
ブラジャーとかって何枚ぐらい持ってる？
どれぐらい…３つぐらいかな。
３つ？

（笑）。もうきつくてきつくて全然だめで、お昼に取ってしまう
とか。もう（笑）。
一日がんばって着てても、脱いだらもう全部、ブラジャーの型が
ホックまで、体に印刷されてるみたいな（笑）。
ブラジャーせんとガムテープで貼っていくときも、あるよ。
え、ガムテープ？
いちばん最初はあの、皮膚にいいと思って絆創膏にしててん。
やっぱりはがれるから、最後はそれこそあの布のガムテープ。
きついほう（笑）。
ガムテープはもうだから、大丈夫やねん。ウチの家では正装みた
いなもんで（笑）。
この前も…
え、もしかして、今この瞬間もガムテープなん？
え、今はいや、またあれやねんけど、
何もしてないねん（笑）！　フリーやねん（笑）！…
♪～
ワコールさん、こんなボクの姉ちゃんにも、いいブラってあります
か？
はい。お店でビューティーアドバイザーにご相談ください。
いろんなお悩み、家族のように、いっしょに考えます。ワコール。

自 分：
自 分：
姉 　 ：
自 分：
姉 　 ：

自 分：
姉 　 ：

自 分： 
姉 　 ： 

Ｍ Ｅ：
自 分：

Ｎ Ａ： 

「ボクの周りのブラ事情・姉」篇
友だちに、ブラジャーの悩みについて聞いてみた。
ブラって何枚ぐらい持ってんの？
 20ぐらい持ってるかな、20～30ぐらい持ってるかな。会社行く用
の結構どうでもいい系のブラとか、今んとこ結構どうでもいいブラ
に若干ティッシュとか、何かそういう系のモノを詰めて行ってる。
なんでティッシュ詰めてんの？
いや何かね、ティッシュの方が立体感が出る。
それはもう、貧乳の中ではね、当たり前だと思うんだよね、
やっぱり。
ティッシュ持たないとかないよね、やっぱり。

（笑）。パットじゃダメなんだ。やっぱりティッシュなんだ、それは。
あのね…パットはゼッタイ大前提で入ってる、すでに。
え、でもティッシュとかでさ、形が崩れちゃったりとかいうことは
ないの？
 形がヤバい！崩れた！と思ったら、自らもうほんとサーって、もう
お花摘んできまーすって勢いで行って、取ってまた詰めなおすの。
お化粧直しがおっぱい直しなわけ。
あのね私、大体ポケットティッシュは８個は持ってる。これ常。
合コン行くときは10個だね。

（笑）。その10使い切んの？
使い切る。確実に。まあ一次会で５は使うから。
二次会はもっと暴れるから、もう、買い足すときもある。
それ普通。通常。もう。常識常識。

（笑）
♪～
ワコールさん、こんなボクの友だちにも、いいブラってありますか？
はい。お店でビューティーアドバイザーにご相談ください。
いろんなお悩み、親友のように、いっしょに考えます。ワコール。

自 分：
自 分：
友だち：

自 分：
友だち：

自 分：
友だち： 
自 分：

友だち： 

自 分：
友だち：

自 分：
Ｍ Ｅ：
自 分：
Ｎ Ａ： 

「ボクの周りのブラ事情・友達」篇
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　マーケティング・エフェクティブネス部門

　総務大臣賞/ACCグランプリ・ゴールド

メダリスト

今年「一番効いたＣＭ」を誉めようと審査させて
いただいた。企業の立場からは、最も嬉しい賞とも
言える。将来的には、「宣伝部・オブ・ザ・イヤー」
みたいな位置づけになっていけたらとも思う。

審査員は私も含め企業の宣伝責任者５名とクリ
エイター５名という面白い構成で、どれだけ紛糾
するか楽しみにしていた。普段の仕事では、マーケ
ティング目標に対してクリエイターなどスタッフとや
り合うことは日常茶飯事だからである。

しかし、意外と順調に審査が進められた。普段
の広告づくりも企業側とクリエイター側がしっかり
と目標や評価基準を握っていれば、ブレずに目標
に向かって良いマーケティングができるということ
が改めて確認できた。収穫であった。

ただし、審査に関しては改善点もあったと思っ
ている。審査員がオール男性であったことは、来
年の課題として引き継ぎたい。このマーケティン
グ・エフェクティブネス部門は、商品やサービスに
対する実際の顧客満足度や販売成果を正しく評
価する必要があり、女性用の商品や日用品など
は、女性からの視点や意見など欲しいと思うこと
もしばしばあった。

ところで、昨今のマーケティング環境は、ＳＮＳ
の普及もあり急激に変化。消費者自ら情報を発信

する状況下では、単に関心を持ってもらうこと以上
に、強烈に共感してもらい他の人に薦めたくなるよ
うな商品やサービスだけが生き残っていく厳しい
環境になってきている。そのためには、従来のＣＭ
を中心としてマス媒体だけに頼ったマーケティング
では、いよいよ限界にきている。ＣＭだけでは他の
人に薦めたくなるほどの情報量としては絶対的に不
足しているからである。いくら120秒のＣＭでも。

しかも、20代の媒体接触状況は、マスとデジタル
で４：６。30～40代でも半々。デジタル媒体の活用
方法の進化や工夫がカギになり、加えてバーチャル
の反動としてのリアル、すなわち試食試飲や体験な
どその商品やサービスを実際に使う場づくりももう
一方のカギになってくると思う。

そのような状況下で、今回の入賞作品はどれも
その条件をクリアしたものばかり。とりわけ、グラ
ンプリのアディダスジャパン日本代表ユニフォー
ムキャンペーンは、「スポーツ観戦をスポーツ参戦
へ」昇華させ、応援ムーブメントを起こすことで驚
異的な販売成果も実現した。日本の元気と企業の
元気を両立した点も素晴らしく、近年を代表する作
品として評価した。

広 告 主：サントリーホールディングス
商 品 名：ペプシNEX ZERO
キャンペーン名：ペプシNEX ZERO「Forever Challenge.」キャンペーン
広告会社：TUGBOAT／読売広告社
制作会社：東北新社

広 告 主：トヨタ自動車
商 品 名：企業
キャンペーン名：TOYOTOWN
広告会社：シンガタ／ワンスカイ／トレードマーク／電通
制作会社：ギークピクチュアズ

広 告 主：ワコール
商 品 名：女神のヒミツ
キャンペーン名：試着室誘引大作戦「くらやみ試着」
広告会社：電通
制作会社：エンジンフイルム／電通テック

広 告 主：ライオン
商 品 名：香りとデオドラントのソフラン
キャンペーン名：リニューアルキャンペーン
広告会社：博報堂
制作会社：AOI Pro.

総務大臣賞/ACCグランプリ

広 告 主：アディダス ジャパン
商 品 名：サッカー日本代表
 ユニフォーム
題　　名：「輪になれ、日本。」
広告会社：SIX/TBWA＼HAKUHODO/
　　　　 夢の稗田
制作会社：東北新社

マーケティング・エフェクティブネス部門

各審査員のコメントはホームページとACC年鑑にてご紹介します。

マーケティング・エフェクティブネス部門　審査講評

マーケティング・エフェクティブネス部門審査委員長

土橋　代幸

14 15　



Special Contents 

　2014 54th ACC CM FESTIVAL 特集

Special Contents 

　インタラクティブ部門

　総務大臣賞/ACCグランプリ・ゴールド

広 告 主：本田技研工業
商 品 名：インターナビ
題　　名：Sound of Honda ／
 Ayrton Senna 1989
広告会社：電通
制作会社：電通クリエーティブX ／
 ライゾマティクス／ 
 Qosmo ／メタファー／
 fuzz ／マーク／シプー

協賛：一般社団法人 インターネット広告推進協議会（JIAA）

総務大臣賞/ACCグランプリ

インタラクティブ部門

由緒伝統あるACCに、ついにインタラクティブ部
門が創設されました。当初はその狙いがいまひと
つつかみきれず、いきなり審査に突入するのもどう
だろうと思い、忙しい審査員の皆様を何度も集め
ては話し合いました。

「そもそも、インタラクティブってなんだっけ？」
根本の根本から議論は始まり、「21世紀のデジタ
ルメディアが可能にしてくれたものは何か？」「クリ
エイティブはどんな未来に向かうのか？」‥そんな
ことをあれやこれやと皆でぶつけあいました。やが
て、「とにかくこれまでACCになかったものすべて
にチャンスをあげたいね！」という気運が高まり、
最後は、「名前こそインタラクティブ部門だけど、気
持ちは『ACC賞その他全部部門』でいこう！」とな
りました。

ほとんどすべてのコミュニケーションがデジタル
となんらかの関わりを持つようになった今、アイディ
アが実現する場所は文字通り、「その他全部」に広
がっているのです。

審査は予想通り、二転三転。カテゴリーの重複
応募をなくしたので、正味233本のバラエティ豊か

なエントリーが頂点を目指して争いました。
これは通るだろうと予想していたエントリーが

早 と々姿を消したり、こんなのあり？という仕事が
どんどん浮上したり。さらにゴールド選定で突如、
難航‥‥。

（いやー、審査ってホント刺激的ですねｗｗｗ）
結果、ファイナリストを見れば、今までになかっ

たものを発見しようという気概が伝わるでしょう。
ゴールドが1本もないことを見れば、そう簡単に褒
めてたまるかという意地も見えると思います。

そんな新部門誕生の興奮とカオスの中で、ただ
ひとつ「ゴールドの壁」を悠 と々突き破り、一番高
い星をつかんだのは“Sound of Honda”。デジタル
テクノロジーを起点にアイディアを積み重ねて、世
界中の人々の心をゆさぶったエモーショナルな仕
事であり、ホンダブランドの遺伝子をえぐり出して、
ファンの目の前に蘇らせた革新的な仕事です。是も
非もあわせて議論百出しましたが、「これが一番ク
リエイティブの未来を指し示している」という意見
に反論はありませんでした。

各審査員のコメントはホームページとACC年鑑にてご紹介します。

　クラフト賞はほとんど満場一致でした。今回の審査員のひとりでもあるのですが、“Sound of 
Honda”と“Perfume@Cannes Lions”で圧倒的なクラフトパワーを見せてくれた真鍋大度氏（ライ
ゾマティクス）です。
　クラフトという意味では特に後者の“Perfume@Cannes Lions”の評価が高く、「テクノロジーと
アートの融合クラフト」とでもいうべきライトハウスケースを見事に示してくれました。
　２つの仕事に共通しているのは、「誰も実現できないレベルの美しいもの」を追求し続けるとい
う姿勢です。審査にあたっても真鍋さんの視点は、「新しいものを探す」という一貫した考えで貫か
れており、彼が「これは特に新しくはないですね。」とボソッと言うと一同思わず頷いてしまうような
状況が何度かありました。未来を起点に考える、それが彼が私たちに教えてくれた大事なポイント
だったように思います。

【北風勝審査委員長 講評】

インタラクティブ部門　審査講評

インタラクティブ部門審査委員長

北風　勝

※ACCゴールドは該当なし

16 17　

受賞者： 真鍋　大度 （ライゾマティクス）ベストクラフト賞について



Special Contents 

　2014 54th ACC CM FESTIVAL 特集
Special Contents 

　受賞作品 制作者より

18 19　

　社内で「ブラジャーの人」と呼ばれること
が増えました。これはけっこう問題です。とい
うのも、やはり自分は男性なものですから、知
らない人が聞いたらどんな誤解をされてしま
うかわからないからです。「ブラジャーを着け
ている人」「ブラジャーを集めている人」「ブ
ラジャーを盗んだことのある人」…。まさか

「ブラジャーのラジオＣＭで２年連続、ＡＣＣ
グランプリを頂戴した人」とは誰も思わない
でしょう。だって自分ですら未だ信じられない
のですから。今年もワコール様と現場CDの山
本渉さんに、何よりも感謝したいです。そして
もちろん、ボクの姉と友達の、底抜けの明るさ
とやさしさにも。ありがとうございました。

電通
コピーライター・ＣＭプランナー

中川　英明

「ブラジャーの人」
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ワコール

ブラ全般
ボクの周りのブラ事情・姉／
ボクの周りのブラ事情・友達

ラジオCM部門
総務大臣賞/ACCグランプリ

　１９８３年。突然、目の前に現れた広大
な砂漠を旅する大道芸人。一度聴いたら忘
れられないような音楽。そして淡 と々語られ
る、ある詩人についてのモノローグ。それま
で見てきたどのCMとも違う。「未知なるも
の」に触れた後の不思議な高揚感。テレビの
前という無防備の状態だからこそ、不意打ち

のように感情の芯を捉えられ激しく揺さぶら
れた。
　あの幻を今も追いかけながら、僕はこの
世界にいる。CMだけが連れて行ける特別な
場所があるのかもしれない、と信じ続けて。

TUGBOAT
CMプランナー

多田 琢

特別な場所
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サントリーホールディングス

ペプシNEX ZERO
桃太郎「Episode.ZERO」篇／
桃太郎「Episode.1」篇

テレビCM部門
総務大臣賞/ACCグランプリ

　このキャンペーンを担当するにあたって最
初に考えたのが、「４年後、８年後のW杯に
も、残っていくものにしたい」ということ。応
援文化というものは、一過性のブームだけを
追い求めるものではなく、継続して、積み重な
っていくことで拡がり、浸透していくものだと
考えているから。
　もう一つ考えたことが、「なぜ応援時に、ユ

ニフォームを着る方がいいのかを明確に意義
づけたい」ということ。
　そんな２つの難題に向き合い、この結果を
ともに掴むことができたアディダスのみなさ
ん、監督、スタッフ、そして何より一つになって
円陣を組んでくれた日本中のサッカーファン
のみなさんに感謝したい。

株式会社SIX
Creative Director / CEO

野添　剛士
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アディダス ジャパン

サッカー日本代表
ユニフォーム
「輪になれ、日本。」

マーケティング・エフェクティブネス部門
総務大臣賞/ACCグランプリ　

　Sound of Honda / Ayrton Senna 1989は、
撮影、編集されて制作された映像としてだけで
は説明出来ない。データからうまれたストーリ
ー、全長₆kmのインスタレーション、イベントを
含む巨大な屋外広告、ウェブサイト、スマートフ
ォンアプリ…様々な角度から成立している。こ
れをひとりの功績に還元することは出来ない。

プロジェクトだからこそ、全員が誉め称えられ
るべきだ。24年の時を経てアイルトン・セナと
Hondaのエンジニアの想いがポールポジション
を獲得した。関係者全員へ、おめでとうを。

電通
クリエーティブ・ディレクター
クリエーティブ・テクノロジスト

菅野　薫

全員のポールポジション
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本田技研工業

インターナビ
Sound of Honda／
Ayrton Senna 1989

インタラクティブ部門
総務大臣賞/ACCグランプリ
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□パナソニック 
ジューサーミキサー 
春の音楽

サウンドデザイン

森本　誠

□パナソニック 
ジューサーミキサー 
春の音楽

サウンドデザイン

安斉　徹太郎

□本田技研工業
インターナビ
Sound of Honda／Ayrton Senna 1989

サウンドデザイン

澤井　妙治

 インタラクティブ部門　ベストクラフト賞

 ラジオCM部門　クラフト賞

 テレビCM部門　クラフト賞

 小田桐昭賞

□トヨタ自動車
ハリアー
H.H.篇sideA 
H.H.篇sideB 
H.H.篇sideA+B ２画面

ライトマン

Attila Dóczi
（アティラ・ドッチ）

□サントリーほか50の協賛企業 
AICHI SAFETY ACTION
交通事故死者数11年連続ワースト1防止シリーズ
総論：人数
朝：登校
シートベルト：2秒
高齢者：聴力
服装：夜の色
不注意：自主規制

コピー

和田　佳菜子

□本田技研工業
インターナビ
Sound of Honda／Ayrton Senna 1989
□アミューズ 
Perfume 
Perfume@Cannes Lions

真鍋　大度

□独立行政法人日本スポーツ振興センター
BIG 
10億円だぞ篇
こういう顔篇

岡野　草平

□エイベックス通信放送
dビデオ
二人はdビデオを見ていた 出会い篇 
転校生篇 
家篇
海篇
駅篇

エディター

小池　義幸

□サントリーほか50の協賛企業 
AICHI SAFETY ACTION
交通事故死者数11年連続ワースト1防止シリーズ
総論：人数
朝：登校
シートベルト：2秒
高齢者：聴力
服装：夜の色
不注意：自主規制

コピー

新志　康介

□本田技研工業
インターナビ
Sound of Honda／
Ayrton Senna 1989

サウンドデザイン

澤井　妙治

□サントリー ホールディングス
ペプシNEX ZERO
桃太郎「Episode.ZERO」篇
桃太郎「Episode.1」篇

ディレクター

井口　弘一

□公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・
チャリティーズジャパン 
ドナルド・マクドナルド・ハウス 
説明 
薬
自分のこと

ディレクター

正樂地　咲

□サントリーホールディングス
ペプシNEX ZERO
桃太郎「Episode.ZERO」篇
桃太郎「Episode.1」篇

カメラマン

Darren Lew
（ダレン・ルー）

□パナソニック
エチケットカッター
コンニチハ！

ディレクター／コピー

中川　英明

□トヨタ自動車
ハリアー
H.H.篇sideA 
H.H.篇sideB 
H.H.篇sideA+B ２画面

ライトマン

Ekkehart 
Pollack

（エカート・ポラック）
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●クリエイターズ殿堂
　贈賞式では、第４回「クリエイターズ殿堂」の紹介と表彰が行われた。これは、素晴らしい作品がCM殿堂入り
をするように、優れたCMを長年作り続けたクリエイターにも焦点を当てるべきとの考えから2010年に設立されたも
の。下記５名の委員によって選考され、殿堂入りしたクリエイターの作品は、アド・ミュージアム東京（港区）と放送ラ
イブラリー（横浜市）で閲覧できる。

審査員

選考委員長 小田桐 昭
選 考 委 員 坂田 耕、杉山 恒太郎、武部 守晃、宮崎 晋

24 25　

 ラジオCM部門　演技賞

 テレビCM部門　演技賞
 殿堂入りクリエイター

□故・いずみたく
【選考理由】
トリローグループの一員となり、野坂昭如氏らと組んで多くのCMソングを作曲した。特に、名作と言われた明治製
菓（当時）の「チョコレートの唄」は ACC 賞ラジオ CM 部門のグランプリを受賞し、現在でもCMソングとして使
われている。また、テレビのCM映像と音楽という面でも、CMに強い情緒性を与える新しい試みを続けた。
【プロフィール】
1930年東京市下谷区谷中生まれ。三木鶏郎氏が率いる「冗談工房」に参加し、歌謡曲からフォークソング、CM ソ
ング、アニメソング、ミュージカル、交響曲と幅広いジャンルの曲を作曲。総数は 15,000 曲にも上る。69年には、
佐良直美氏の「いいじゃないの幸せならば」が第11回日本レコード大賞を受賞。

□堀川 靖晃
【選考理由】
ACC賞のラジオCM部門で13年間で11回グランプリを獲り続けるという偉業を達成。少なくとも、中心のアイディ
アは同氏がコントロールしていて、ラジオCMの表現の極致を常に目指していた。現在でも、パナソニックがラジオ
CMの力を信じ、ラジオの新しい表現に挑んでいるのは、氏の培ったものが生きているからだろう。
【プロフィール】
元松下電器産業（当時）宣伝事業部、元宝塚造形芸術大学専門職大学院教授。1964年入社。69年、松下電器産業
（同）「ナショナルステレオ 虫の音」でACC賞ラジオCM部門グランプリを受賞したのを皮切りに、同部門では 13
年間に11回のグランプリを獲得。

□故・髙宮 丈夫
【選考理由】
照明マンが単独に「才能」として業界の人々の話題になったのは、髙宮氏が初めてだと思われる。影を消すたびにラ
イトがひとつ増えて行くというハリウッドスタイルのはん雑な照明から、むしろ陰影こそが美しいというCM独自の
映像を確かなものにした氏の革新性は今でも日本のCMの中に生きている。
【プロフィール】
1931年生まれ。東京都世田谷区出身。63年頃から日本天然色映画にてライトマンとして活躍。69年杉山登志氏と
組んだ資生堂「サンオイル」、帝人「水着」でACC賞テレビCM部門金賞受賞。以後毎年の様に秀作賞などを受賞。
サントリー、レナウン、味の素等数々の名作のライティングを担当。後進も多数育成した。

□故・東條 忠義 
【選考理由】
番組よりCMが面白いと言われた「日曜洋画劇場」の中で放映された、同氏のサントリーのCMは、「60秒のエッセ
イ」と言われ、多くの人たちから人気があった。氏のコピーは人間の機微の不思議や面白さを、わずか60秒の世界
で見事に描いてみせた。「CMは文化だ」と、世の中の人たちに認めさせた人でもあった。
【プロフィール】
1938年岩手県生まれ。64年創業間もないサン・アドに転向後、開高健氏、山口瞳氏らの知識人の出演を得なが
ら、「文学CM」と言われていたサントリーの多くのCMを手掛けた。ACC賞は74年サントリー角瓶、85年サント
リーオールドなど多数受賞。

□エイベックス通信放送 
dビデオ 
二人はdビデオを見ていた
出会い篇
転校生篇
家篇
海篇
駅篇

石井　杏奈

□ワコール
ブラ全般
ボクの周りのブラ事情・姉
ボクの周りのブラ事情・友達

土井　陽子

□大和ハウス工業
企業広告

「ここで、一緒に」初雪篇
□サッポロビール
サッポロ生ビール黒ラベル
大人エレベーター総集編　
リリー・フランキー篇

リリー・
フランキー

□日野自動車
デュトロ
意味深なかけあい篇
時報スポット5時など

堤　真一

□トヨタ自動車 
TOYOTOWN 
TOYOTOWN2013
夫の秘密篇
となり町篇
ガソリンスタンドの女篇
郵便配達の充電篇
ジーンズ市民集会篇
妻の仕事篇
□独立行政法人日本スポーツ振興センター
BIG 
10億円だぞ篇
こういう顔篇

真木よう子

□キリンビール 
キリンチューハイビターズ
チューハイ事業部の謀反篇
□フォーシーズ 
ピザーラ
生地篇
アボカド篇
母の日にはピザーラ篇

遠藤　憲一

□エイベックス通信放送 
dビデオ 
二人はdビデオを見ていた
出会い篇
転校生篇
家篇
海篇
駅篇

小松　菜奈

□日野自動車
デュトロ
意味深なかけあい篇
時報スポット5時など

リリー・
フランキー



「ＣＭのファイル運用技術の研究」
映像コンテンツのファイル運用技術からみた実例

　ACC技術委員会では表記研究会を2014年７月に開催しました。今回は、すでにオンラインで映像コンテンツ

のファイル運用をビジネスベースで実施している㈱イマジカと㈱フォトロンからその実例をお聞きすることで、

「CMのファイル運用技術」について理解を深めました。以下、その要旨をご紹介します。

　今日の映像制作環境の急速なデジタル化に伴い、CM素材もデジタルデータ
でのやり取りの時代へと移行しています。その形は現在の「ファイルベースメデ
ィア」から、「オンラインファイル運用」へと変化していくと考えられています。
　しかし、CM素材のやり取りにおいては、届かない、無くなる、間違える、漏え
いする、データが壊れる・・・といった事が、どれひとつとして起こってはなりま
せん。また、発表前の極秘情報満載のCM素材を、簡単にハッキングされる恐れ
のあるネット回線上で無防備にやり取りするのは危険極まりないことです。
　こうした課題をクリアするソリューションの一例として、イマジカ/フォトロンが提案し、番組配信分野で運用実績
を持つ、「HARBOR」システムの実例を、今回の研究会テーマとして取り上げることとなりました。

特に番組配信会社においては、膨大な
数のコンテンツ（番組）をVTRテープベ
ースで管理運用することはほぼ不可能
に近く、ファイル運用はすでに必須のも
のに近い、とのことでした。

　この後、いくつかの質疑応答をもって、イマジカ/フォトロンのレクチャーを終了し、最後に亀田委員（電通）より、
JAAA「CM素材ファイル運用促進協議会」の取組み活動状況について御報告をいただきました。
　CMのファイル化に関しては改めて基本に立ち返り、利便性や合理性の面で、正しく、従来よりも優れた仕組みと
なるように考えていかなければならない、との思いを新たにし、研究会を終了しました。

ＡＣＣ技術委員会報告 ＡＣＣ会報とホームページとの連動企画

＊この研究会の詳細はACCホームページの〔CM技術関連〕コーナーに掲出しています。

講演項目

■テープからファイルになって変わること
１．映像ファイルをPCなどでコピーして送ることは難しいことなのか？
２．ビデオテープとファイルでのやり取りの違いは？
３．動画をネットに投稿するようなことと、CMファイル送稿はどこが違うのか？
４．なぜCMファイルはメールやデータ転送サービスで送ることができないのか？

■HARBORにおける事例
・大手放送局における運用事例
・大手配信会社における運用事例

■HARBORを支える技術説明
・HARBORとは？開発に至った
　その背景など
・全体像・概要の説明
・安全に正確にオンラインで転送
・セキュリティでの考慮点
・既存のシステムとの連携に関して

（文：勝田正仁 技術委員会委員長）

※「HARBOR」はフォトロンが提唱する映像ファイル運用サービスの名称です。　

講 演 者
加藤　弘幸 氏
（株式会社IMAGICA Network Lab. ジェネラル・プロデューサー）

金子　隆 氏
（株式会社フォトロン HARBORプロジェクト 技術統括）
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ACC 関連 4 団体からのお知らせ

　JAC広報委員会は、黒田明委員長のもと、
2014年度６名のリマーカブル・ディレクターと、
３名のリマーカブル・ディレクター・オブ・ザ・
イヤーを選出しました。今年のテーマは「みん
なの宝もの」。難しいテーマでしたが、選ばれ
たのは何れもユニークで面白い作品ばかりで、
10月20日には中島信也さんと受賞者とのトーク
セッションが行われ大盛況でした。この作品は
YouTubeの日本アド・コンテンツ、リマーカブル
で検索して観ることが出来ます。またDVDも数
十枚ストックがありますので、欲しいという方は
JACの方へ。

　エフエム仙台では最近、生粋の関西弁で語られ
る社告が流れている。
　あらすじはこうだ。
　主人公は仙台に出張中の関西人。思いのほか早
く仕事が終わり、時間を持て余してしまう。どうす
るかと悩んだ時に出張の達人の言葉を思い出す。
曰く「その土地のことを知るにはその土地のラジオ
を聞くのが一番」と。そこで「仙台に出張中の皆さ
ん！仙台のことを知りたいときはエフエム仙台を聞
いてみてください。仙台の人、街、お店のことがわ
かります！」とナレーションが入る。ネットでも雑誌
でも探せば情報を手に入れることができるが、そ
の街の空気感をより感じ取れるのは、その土地の
ラジオではないか。出張の達人が言うように、旅
先ではその土地のラジオを聞いてみよう、と。
　そもそもこんな社告が生まれたのは、某CMセミ
ナーで知り合ったエフエム大阪のO氏との出会い
がきっかけだ。CMでなにか面白いことができな
いか、と意気投合し仙台と大阪のコラボCMを考
えた。CMなのでスポンサーを想定して案を考えて
みたが実現するまで時間もかかりそうだということ
で、O氏から、まずは社告でどうかという提案をい
ただいた。
　各々の地域から出張や旅行で訪れた人物を登
場させ、社告を作る。登場人物の声の素材は各々
のエリアで収録。そうして出来たのがこの社告
だ。
　携帯アプリで全国のラジオが聞けるご時世であ
るから、同じエリアのみならず全国のラジオ局がライ
バルになりうるとはいえ、そもそもラジオ人口自体の

減少こそより重要な課題であり、エリアを超えてまず
はラジオを聞く習慣を一人でも多くの人にお勧めし
たい。また、慣れ親しんだ場所の特性というのは自
らなかなか気づきにくいものであるから、他地域の
視点を通して見えてくることもあるかもしれない。
　ささやかながら、こうした地域連携の試みがラジ
オCMの可能性を広げることを願うばかりである。
近 F々M大阪でも仙台の旅行者が登場する社告が
流れることだろう。ぜひお聞きいただきたい。
　興味のある方、地方を股にかけるCM、ご一緒に
いかがでしょうか。

エフエム仙台
編成局放送部

石垣  のりこ

宮　  城
ロコ情報 　当協会の独自調査である「第3回生活と情報に

ついてのアンケート調査」の結果がまとまり、この
ほど、報告書として発刊した。
　生活者の生活行動や情報接触は、性・年代・職
業等で大きな差異がみられる中、当調査では調
査対象者の一日の行動を30分刻みで調べ、各層
ごとの広告やメディアへの接触状況を明らかにし
ている。
　2010年、2012年に続く第３回目となる今回の調
査からは、広く普及が進む情報端末による新たな
情報接触等の動向や変化が見えてくる。詳細は報
告書をご覧頂きたいが、当調査の特徴として、メ
ディア間の横断的な比較とともに、過去の調査と
の時系列比較も可能な設計となっており、生活者
との的確なコミュニケーション展開を行っていく上
で参考となる資料である。

　2014年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞の募集
を12月1日（月）から開始しました。応募は当協会
会員社に所属する社員で、社の代表者の推薦によ
る。応募期限は翌2015年の1月30日（金）まで。
　テクノロジーの進歩等により、広告の未来は予
測困難で不透明だと誰もが感じていることと思い
ますが、換言すればこれまで体験したことのない
驚きや感動を味わえる可能性を秘めているという
ことでもあります。
　それが広告会社のクリエイターのアイデアであ
り、仕事であったのかという称賛を、今年も大いに
集めていければと思います。
　クリエイター・オブ・ザ・イヤーは「人が、対
象。」です。会員各社さま奮っての応募をお願いい
たします。
　お問い合わせは当協会クリエイター・オブ・ザ・
イヤー賞事務局まで。

　民放連、日本広告業協会（業協）、日本アドバタ
イザーズ協会の3団体は10月28日、CMにかかわる
関係者が連携して、字幕付きCMの普及を図るこ
とを目的に「字幕付きCM普及推進協議会」を設
立した。同日開かれた同協議会の第1回運営委員
会では、運営委員長に塩野弥千夫・民放連CM運
行検討小委員長（日本テレビ営業局長）を選任。
活動計画として、関係者による情報交換・意見交
換、字幕付きCMセミナー、聴覚障害者団体との
意見交換会などを実施していくことを決めた。あ
わせて、12月9日に開催された「第1回字幕付きＣ
Ｍセミナー」の実施要領を承認した。第1回セミ
ナーでは、総務省担当者や松森果林・ユニバーサ
ルデザインアドバイザーによる講演、三団体の活
動報告などが行われた。

仙台⇔大阪
地域連携ＣＭの巻

2014年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞募集開始
一般社団法人　日本広告業協会

「第３回 生活と情報についてのアンケート調査」発刊
公益社団法人　日本アドバタイザーズ協会

リマーカブル・ディレクター・オブ・ザ・イヤー決定
一般社団法人　日本アド・コンテンツ制作社連盟

３団体で字幕ＣＭ協議会を設立
一般社団法人 日本民間放送連盟

S　E～　雑　踏～電話の呼び出し音
大阪人田中（以下、田中）／

出張の達人ヤマダ先輩（以下、ヤマダ）／

田　中／

ヤマダ／

田　中／

Ｎ　Ａ／

　　　　　
S　S～

先輩、田中です。いま時間いいですか？

おう、田中君、ひさしぶりやな。
仙台に来てるんです、ええ、例の件で。
修学旅行以来なんで、出張なら達人ヤマダさんのお勧め
を聞こうと思て……
郷に入れば郷に従え言うやろ
（Ｄｏ ｉｎ Ｒｏｍｅ ａｓ Ｒｏｍａｎｓ Ｄｏや）　
街のことは　その街の人に聞くんが一番や
タクシーとかでラジオ聴きながら
運転手さんと話すちゅうのもええで、それからな……
（割って入るように）はいはい　ありがとうございます　
参考になりました　切りますよぉ。
出張の達人は語るな　
よっしゃ　まずはラジオからと……(ピッ）
そうです。
いま仙台に出張中のみなさん。
仙台のことを知りたい時は、Data FM（エフエム仙台）を
聞いてみてください。
仙台の人・街・店のことが分かります！　　　　　　　
７７．１　Date　fm

エフエム仙台 石垣のりこ氏

■Date fm（エフエム仙台）社告
【ラジオを聴けばその街がわかる～出張大阪人編】60秒
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告 知 板

表紙デザイン/ ㈱電通テック
　　　　　　 AD/大田 有香里 Ph/眞野 敦
編集協力/ KRN㈱、コミヤ印刷㈱、すき あいたい ヤバい、矢島 史

編 集 後 記
■

■

■

■

↑事務所移転のお知らせ…事務所が一新したということですが、
なんと本誌「ＡＣＣｔｉｏｎ！」も冊子の形態のリニューアルを検
討中です。もっと多くの人に、できたら若い世代に、より気軽に、
さらに楽しく手にとっていただけるように。そんな思いで生まれ変
わろうとしています。
本誌は４年前に、横書き、右開き形式に変更。どんな特集がきても
レイアウトしやすいようにフォーマットを決め、思い切り文字を大き
くしました。以後「読みやすくなった」という感想多数でした。
さらに表紙をその年のヤングカンヌ日本代表のＡＤの方にデザイ
ンしていただくことに。若い人の自由演技のデザインが顔となっ
て、本誌が若 し々く、パワフルになった瞬間だったと思います。
来年はもっと大きな変貌を遂げる予定です。お楽しみに。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ＮＮ）

一般社団法人 全日本シーエム放送連盟
〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-2 西新橋安田ユニオンビル6階
TEL.03-3500-3261　FAX.03-3500-3263
　URL　http://www.acc-cm.or. jp/

＜表紙より…＞
2014年ACCtion!の表紙テーマは「idea」。
最終回となる今号は、『ideaが光る』がテーマです。
ideaを『絞る』『ふくらませる』『煮詰める』に続いて、
ついに『光る』時がやって来ました。
長い間取り組んだ仕事を、世の中に送り出す瞬間です。
光るアイデアは世界を明るく照らします。
光るアイデアは人々の心を動かします。
自分の作ったものは、その一つになれたのだろうか？
モノづくりにおける永遠のテーマです。

電通テック    大田  有香里

●総務委員会（9月17日）
26年度修正予算の件、鈴木CM賞について
●正副理事長会（9月24日）
2014 54th ACC CM FESTIVAL入賞作品
承認の件、第4回クリエイターズ殿堂入り候補者
承認の件、各委員会報告
●第83回理事会（9月25日）
2014 54th ACC CM FESTIVAL入賞作品
承認の件、第4回クリエイターズ殿堂入り候補者
承認の件
●国際委員会（10月7日）
「2014カンヌライオンズ報告会」の実施
●年鑑部会（10月8日）
制作者のインタビューについて、各部門受賞作
品のレイアウトについて、2016年度以降のADに
ついて、今後のスケジュール

●広報委員会（10月9日）
会報154号の検証、155号の進捗状況、会報発
行形態の変更等今後の方針について
●クリエイティブ委員会（10月15日）
「第27回ACC学生CMコンクール」審査会
●贈賞式・パーティ部会（10月16日）
贈賞本数の報告、贈賞式・記念パーティの実施
企画、役割分担
●ACC CM FESTIVAL贈賞式・
記念パーティ（10月31日）

◆移転先住所
〒105-0003 東京都港区西新橋2-4-2
西新橋安田ユニオンビル6階
TEL：03-3500-3261
FAX：03-3500-3263
※TEL、FAXともに変更ございません。

◆アクセス
○都営地下鉄三田線 内幸町駅 Ａ３出口 徒歩４分
○東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 １番出口 徒歩６分
○ＪＲ新橋駅 烏森口 徒歩７分

一般社団法人 全日本シーエム放送連盟は、12月１日（月）をもちまして、下記の通り事務所を移転致
しました。これを機に、職員一同より一層の努力をいたす所存でございますので、今後とも倍旧のご
愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。

事務所移転のお知らせ

生野 徹 
中嶌 直子
阿部　 薫　石井 明夫　大城 勝浩
木村 伸吉　佐藤 信彦　重野 謙介
篠原エリ子　島口 茂樹　沼澤   忍
野田 高澄　古屋 路加　松熊 俊和
光居　 誠　渡邉　 誠

広報委員会/ 委 員 長  
　　　　　　編集長
　　　　　　委　員


