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                                                平成 25 年 5 月 10 日 

 

報道各位                      
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一般社団法人 全日本シーエム放送連盟 

  

 

一般社団法人 全日本シーエム放送連盟（略称：ACC､東京都港区､理事長：永田 圭

司）は、今年、53 回目を迎える ACC CM フェスティバル（正式名称：「2013 53rd ACC 

CM FESTIVAL」）のテレビ CM、ラジオ CM、マーケティング・エフェクティブネス

（ME）各部門の審査員を別記の通り決定しました。 

 

審査委員長は、新しくテレビ CM 部門に岡康道氏が就任しました。ラジオ CM 部門

は澤本嘉光氏、マーケティング・エフェクティブネス（ME）部門は秋元康氏に引き続

き、審査委員長を務めていただきます。 

 

エントリーは 6 月 3 日～7 月 1 日。審査会を経て、9 月 26 日開催の理事会で承認さ

れたのち、記者会見及びホームページで入賞作品を発表します。 

 

各部門の審査員とスケジュールの概要は別表の通りです。  

 

以上 
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記 

 

＜テレビ CM 部門 審査員＞（敬称略） 

 

審査委員長 岡 康道    TUGBOAT  

クリエイティブディレクター／CM プランナー／コピーライター 

審査員   小田桐 昭   小田桐昭事務所 、クリエイティブディレクター、イラストレーター 

     佐々木 宏   シンガタ クリエイティブディレクター 

     佐藤 カズー TBWA＼HAKUHODO エグゼクティブ・クリエイティブディレクター  

     澤本 嘉光 電通  エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/ＣＭプランナー 

     中村 猪佐武 マッキャンエリクソン クリエイティブディレクター 

     永井 一史 HAKUHODO DESIGN  代表取締役社長   

アートディレクター／クリエイティブディレクター 

   古川 裕也 電通 コミュニケーション・デザイン・センター長 

エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター 

   宮崎 晋 博報堂 チーフクリエイティブオフィサー 

   山田 高之 アサツー ディ・ケイ クリエイティブ・ディレクター／ＣＭプランナー 

 

 

 

＜ラジオ CM 部門 審査員＞（敬称略） 

 

審査委員長 澤本 嘉光 電通 エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/ＣＭプランナー 

審査員     井田 万樹子 ペープロ CM プランナー 

     井村 光明 博報堂クリエイティブ・ヴォックス クリエイティブ・ディレクター 

     大久保 佳昭 ビッグフェイス プロデューサー 

     クリス・ペプラー TV・ラジオパーソナリティ 

     見目 幸伸 文化放送 CM ディレクター 

     権八 成裕 シンガタ CM プランナー 

     中山 佐知子 ランダムハウス コピーライター＆ディレクター 

     西田 善太 マガジンハウス BRUTUS 編集長 

     廣瀬 泰三 電通 関西支社 CM プランナー 

     福島 和人 博報堂 エグゼクティブクリエイティブディレクター 

     福本 ゆみ 福本ゆみ事務所 コピーライター／ディレクター 

     細川 美和子 電通 コピーライター 

     山田 美保子 ヒロイン 代表取締役 
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＜ME 部門 審査員＞（敬称略） 

 

審査委員長 秋元 康  作詞家  

審査委員長代行 早乙女 治 アサツー ディ・ケイ エグゼクティブ・クリエイティブデレクター 

審査員   安藤 元博 博報堂 エンゲージメントビジネスユニット エグゼクティブマーケティングディレクター 

池永 忠裕 電通 プロモーションデザイン室長 

   岡野 宏 キヤノンマーケティングジャパン コミュニケーション本部主席 

   岡本 善勝 資生堂 CSR 部 環境企画室長 

   岸 志津江 東京経済大学経営学部教授 日本広告学会会長 

   島崎 絋而 味の素 理事 広告部制作企画グループ長 

   田中 里沙 宣伝会議 取締役 編集室長 

   津山 克則 クリエイターズグループ MAC 理事 

   中井 規之 アサツーディ・ケイ 執行役員 統合ソリューションセンター総括 

藤井 久 博報堂 クリエイティブ戦略企画室長 

   三浦 武彦 電通  顧問 

   八塩 圭子 フリーアナウンサー  

 

＜スケジュール概要＞ 

 

エントリー受付・ 

素材受付 

6 月 3 日（月）～7 月 1 日（月） 

（テレビ・ラジオ・マーケティング・エフェクティブネス） 

審査会 

テレビ・ラジオ地域審査会（全国 7 ヶ所）：8 月上旬～8 月中旬 

全国審査会：【テレビ】9 月 2～10 日（一次審査）、19 日、20 日 

      【ラジオ】9 月 3 日、6 日、9 日 

      【マーケティング・エフェクティブネス】9 月 4 日、11 日 

入賞作品発表 
9 月 26 日（木） 記者発表の後、17：30 ごろホームページにて 

全入賞作品リストを掲載致します。 

贈賞式・ 

記念パーティ 

10 月 31 日（木） 時間未定  

※決定次第ホームページにてお知らせいたします。  

   【贈賞式】 

   会場 有楽町朝日ホール 

   東京都千代田区有楽町 2-5-1 有楽町マリオン 11F 

    

   【記念パーティ】 

   会場 帝国ホテル （東京）＜富士の間＞ 

   東京都千代田区内幸町 1-1-1 本館 3F 

入賞作品発表会 
東京発表会 11 月 8 日（金） 会場 有楽町朝日ホール  

ほか、全国にて実施します。 

以上 


