
応募総数 ３，２２５本 （ラジオ　８９３本　　　テレビ　２，３３２本）

テレビスポットCM テレビCM Small budget 合計

総務大臣賞/ＡＣＣグランプリ 1
ＡＣＣゴールド 3 6 0
ＡＣＣシルバー 6 12 0 18

ＡＣＣブロンズ 10 16 2 28

ACCファイナリスト 38 79 3 120

ラジオスポット ラジオCM 合計
総務大臣賞/ＡＣＣグランプリ 1

ＡＣＣゴールド 3 1
ＡＣＣシルバー 2 6 8
ＡＣＣブロンズ 4 8 12

ACCファイナリスト 11 31 42

※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 （ラジオ　61本　　テレビ　114本）

　　社団法人全日本シーエム放送連盟（ＡＣＣ）

ベスト10

ベスト５

ラジオ

テレビ
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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

ネスカフェ 朝のリレー「空」 60 ネスレジャパングループ （株）マッキャンエリクソン （株）東北新社

CD 箕倉啓二
CP
プランナー 安部雅也/長谷川羊介/太田さやか/村井志光
コピー 小澤津久美
プロデューサー 沖元良
PM 芝田美佳
ディレクター 古郡功
撮影 半田也寸志/ＴＦＣアーカイブ
照明 中村浩幸
アートディレクション 柚井麻里
編集 牧野由典
ミキサー
ＳＥ
タレント
ナレーター ａｙａｋｏ
音楽会社 ポリスター
作詞
作曲 谷川賢作
歌手 谷川賢作
ＣＧ
その他 詩:谷川俊太郎　食器スタイリスト:石森いづみ

2



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

1 企業 デザインの前と後で 60 ＫＤＤＩ（株） シンガタ （株）東北新社

2 ライオン企業広告 キレイ好き／白い部屋 60 ライオン（株） （株）電通 （株）ドマーニ

3 水性キンチョール 男だけ／客間／庭／ほっぺた 15×4 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）春企画

4 海鮮れすとらん四季庵 ビックリ 15 （株）四季エンタープライズ （株）ピクト

5 ホットペッパー 宴会芸／喜んで／私が払う／支払い 15×4 （株）リクルート （株）電通 関西支社 （株）春企画

6 サマーカーニバル２００３ 作文 15 ハウステンボス（株） （株）電通九州
（株）アプト・クリエーション／
(有)パイロン

7 Fanta ｢夏休みだよ 校長先生｣（ﾋﾟｰﾁ） 15 日本コカ・コーラ（株）
（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

8 ANA中国 「もう一人の自分」／「ノックで中国」 30×2 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）電通テック

9 ヱビスビール 雪と夜汽車/星空/船と砂漠 30×3 サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）東北新社
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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

1 生鮮の日 新鮮だいこん 15 （株）西鉄ストア （株）西鉄エージェンシー （株）ビデオステーションキュー

2 グリコ　プリッツ ツップリ・どすこい 15 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社 （株）エンジンフイルム

3 グリコ　ポッキーＧ 骨伝導 15 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社 （株）エンジンフイルム

4 燃焼系アミノ式 ダブル登校 15 サントリー（株） （株）電通 （株）東北新社

5 スマートセービング５月 「エレベーター」 15 日本マクドナルド（株）
（株）電通／ビーコンコミュニ
ケーションズ（株）

（株）エンジンフイルム

6 IPSiO G 実証 15 （株）リコー
リコーアドエージェンシー／
（株）電通

（株）モンスターフィルムス

7 SKIｷｬﾝﾍﾟｰﾝ REBORN SKIHERO 30 東日本旅客鉄道（株）
（株）ジェイアール東日本企画
／TUGBOAT

（株）東北新社

8 企業 前進する靴 80 （株）エービーシー・マート （株）電通 東映シーエム（株）

9 企業 Next MADE IN JAPAN・医療 60 （株）日立製作所 （株）電通 （株）ロボット

10 真空内釜圧力IH炊飯ジャー 少女マンガ 30 象印マホービン（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画

11 モルツ モルツの冒険 30 サントリー（株） シンガタ／（株）電通 （株）東北新社

12
城東老人ホーム・（株）インテ
グレーション

たけちゃん 30 城東老人ホーム （株）東急エージェンシー （有）フラ

13 DECAZO まるでリビング 30 （株）ノーリツ （株）博報堂 関西支社 （株）オニオン

14 氷らせ生茶・ＨＯＴ生茶 菜々子さんの夏／菜々子さんの冬 30×2 キリンビバレッジ（株） （株）博報堂 （株）ティー・ワイ・オー

15 角川文庫
発見先に立たず／ダブルの発見／発
見カフェB

15×3 （株）角川書店 （株）電通 （株）東北新社

16 企業
コンコルドを探して１／コンコルドを探し
て２’／コンコルドを探して３／コンコル
ドを探して４

15×4 （有）新日邦 （株）ダン （株）ザ・ないん

17 企業 ミニバン/プレサージュ/ティアナ 30×3 日産自動車 （株） （株）博報堂ジーワン （株）葵プロモーション

18 ネスカフェエクセラ 風鈴/飛び込み/御輿 30×3 ネスレジャパングループ （株）電通 太陽企画（株）
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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

1 ココdeポイントcard レジ 15 （株）ココストア （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム

2 ドラフトワン 登場（CI） 15 サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）アンデスフィルム

3 水性コックローチ 決闘 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）春企画

4 スタッフサービス 「西遊記」 15
（株）スタッフサービス・ホール
ディングス

（株）電通 関西支社 （株）ニッテンアルティ

5 JAあんしん計画 跳び箱 15 農林中央金庫
（株）博報堂／（株）博報堂クリ
エイティブ・ヴォックス

（株）ニッテンアルティ

6
福山雅治アルバム・シングル告
知CM

出生の秘密・嘘だろ 15 （株）アミューズ （株）電通 （株）モンスターフィルムス

7 キユーピーハーフ パンの穴 15 キユーピー（株） （株）ライトパブリシテイ （株）ライトパブリシテイ

8 キユーピーマヨネーズ コラムCM　タコ 15 キユーピー（株） （株）ライトパブリシテイ （株）ライトパブリシテイ

9 パチスロ必勝ガイド そろえるパワーの飛来 15 （株）白夜書房 （株）読売広告社 （株）ダンスノットアクト

10 SKY PrefecTV! 「そのうち議会」 15
（株）スカイパーフェクト・コミュ
ニケーションズ

（株）電通 （株）フラッグ

11 プリケー 公約！男の子 30 （株）ツーカーセルラー東海 （株）電通 中部支社 （株）ティー・ワイ・オー

12 PanasonicETC CY-E500 ハードル 60 松下電器産業（株） （株）博報堂 （株）東北新社

13 ポッキー 阪神タイガース優勝 30 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社
（株）阪神コンテンツリンク／
（株）東通クリエイト

14 クレラップ 私もできた 30 呉羽化学工業（株） （株）電通 （株）電通テック

15 野球用品 バットミントン 30 （株）エスエスケイ （株）電通 関西支社 （株）高映企画

16 ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ！ ディズニーで帰ろう 30
（株）スカイパーフェクト・コミュ
ニケーションズ

（株）電通／TUGBOAT （株）東北新社

17 企業 パートナー・忍者 30 ＵＦＪつばさ証券（株） （株）電通 （株）ディートライ

18 BOSS・仕事中／休憩中 「BASKETBALL」 30 サントリー（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）電通テック

19 Ｗストレッチブーツカットパンツ 春の美脚　バレリーナ 30 （株）ファーストリテイリング （株）タイノス （株）ピラミッドフィルム

20 企業 茶柱 30 （株）ダスキン （株）博報堂 （株）テイ・シー・ジェー

21 明治おいしい牛乳
おあずけ1品／微妙な女心／料理番組掴み
有／チゥチゥ1品

15×4 明治乳業（株） （株）電通／シンガタ（株） （株）東北新社
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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

22 企業
新しい人。パーソナルカラオケ（タイプ2）／
新しい人。ビデオカメラ

30×2 （株）ジャパネットたかた （株）フロンテッジ （株）ピクト

23 ナンバーズ 車/マンション/豆腐 30×3
全国都道府県及び13指定都
市

（株）電通 関西支社 東映シーエム（株）

24 流通 牛丼/神社/タクシー 30×3 タワーレコード（株） （株）電通／（株）NMNL （株）東北新社

25 ヤクルトタフマン 元気の素/ゆずりあい/アレ/腕ズモウ
30,30,
15,15

（株）ヤクルト本社 （株）東急エージェンシー （株）ビジョンカンパニー

26 カローラフィールダー
小野伸二・草原の輝き/小野伸二・小さな応
援団/小野伸二・夢の続き

60×3 トヨタ自動車（株）
（株）電通／（株）フロンテッジ
／シンガタ（株）

（株）ピクト

27 SOUL TREE 犬／箱／ストレッチ／相撲 15×4 SMEレコーズ （株）電通 （株）東北新社

28 ＧＱ　ＪＡＰＡＮ ＧＱ　Ｒｅａｄｅｒ　８月号 30 (有)コンデナスト・ジャパン
（株）博報堂／（株）博報堂クリ
エイティブ・ヴォックス

（株）ニッポンムービー東京
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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

1 藻岩山ロープウェイ 休日は家族でロープウェイ 15 （株）札幌振興公社 （株）電通北海道 （株）電通テック

2
衆議院議員選挙若年層向け投
票促進

総選挙カフェ 15 青森県選挙管理委員会 （株）協同 録音舎

3 Sing2004 「想像する頭脳 」 15 （財）静岡県文化財団 （株）電通東日本 （株）SDTエンタープライズ

4 秀英予備校 レスキューガール 15 秀英予備校 （株）博報堂 静岡支社 （株）東北新社

5 企業 託児ルーム 15 （株）玉越 （株）大広 名古屋支社 （株）シースリーフィルム

6 アピタバザール 「富士山」 15 ユニー（株） （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム

7 ツーカーカンタンマンニュアル スカイダイビング 15 ツーカー （株）電通 （株）葵プロモーション

8 ツーカーＶ３エース
ツーカーＶ３エースやり直そう１５″（１０周
年有）

15 ツーカーホン関西 （株）博報堂 （株）オニオン

9 選べるフレッツ 「機内食」 15 西日本電信電話（株）
（株）エヌ・ティ・ティ・アド
（株）博報堂 関西支社

（株）ニッポンムービー大阪

10 ナフコ空港通り店オープン パラシュート 15 （株）ナフコ （株）博報堂 九州支社 （株）t&e

11 セイカの南国白くま タマちゃんの真相 15 セイカ食品 （株）博報堂 九州支社 （株）t&e

12
パークプレイス大分店　オープ
ン告知

「オープン　in 　授業中」 15 （株）マツモトキヨシ （株）電通 太陽企画（株）

13 母の日フェア いくつ？ 15 （株）チヨダ （株）西鉄エージェンシー （株）ティーアンドイー

14 SKY PerfecTV! 「先生」 15
（株）スカイパーフェクト・コ
ミュニケーションズ

（株）電通 （株）フラッグ

15 瞬間ゴキパオ さらば青春の光 15 （株）白元 （株）電通 （株）ティー・ワイ・オー

16 化粧惑星　サンブロック 「残れた！」 15 （株）資生堂 （株）東北新社

17 おとなのラーメン 子役（かわいいじゃん） 15 （株）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

18 キンチョウリキッド カッパブルース 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社
（株）ホリプロ
（株）高映企画

19 塊魂 吉田の塊 15
（株）ソニー・コンピュータエン
タテインメント

（株）博報堂
（株）博報堂イン･プログレス

（株）ニッテンアルティ

20 ペプシコーラ Ｔｗｉｓｔ　工事現場 15 サントリー（株） （株）東急エージェンシー （株）ピラミッドフィルム

21 京都銀行 大根 15 京都銀行 （株）電通 関西支社 （株）仲畑広告映像所

22 ホットペッパー 喜んで 15 （株）リクルート （株）電通 関西支社 （株）春企画
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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

23 ホットペッパー 宴会芸 15 （株）リクルート （株）電通 関西支社 （株）春企画

24 水性キンチョール 客間 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）春企画

25 水性キンチョール 男だけ 15 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）春企画

26 BOSS CP・書割り 15 サントリー（株） （株）電通 （株）電通テック

27 フラバン茶 名前 15 サントリー（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）サッソ・フィルムズ

28 コパン マルコに学べ（改訂） 15 明治製菓（株） （株）電通 （株）ディートライ

29
Every Little Thing／Every
Best Single２

「愛は、つづく・・・」 15 エイベックス（株） （株）グアダループ

30 淡麗グリーンラベル 草原レース 15 キリンビール（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）ロボット

31 ゴキブリ用コンバット イチコロビクス／２倍速 15 大日本除虫菊 （株）大広 （株）ダンスノットアクト

32 ジョージア　クオリティラッテ ゆーたった 15 日本コカ・コーラ（株）
（株）電通 関西支社
（株）電通

（株）春企画

33 みんなのGOLF4 「次のコースへ」 15
（株）ソニー・コンピュータエン
タテインメント

（株）博報堂 （株）ニッテンアルティ

34 GATSBYワックスシリーズ 髪型きめて５品 15 （株）マンダム （株）電通 関西支社 （株）渡辺企画

35
GATSBYナチュラルブリーチカ
ラー

幸せなら毛をたたこう改訂（ＮＥＷあり） 15 （株）マンダム （株）電通 関西支社 （株）渡辺企画

36 企業 シンガー 15
全日本着装コンサルタント協
会

（株）エム・エイ・ピー
Mercury + McAlilster Japan

（株）CPI

37 Passo 宣言 15 トヨタ自動車（株） （株）電通 （株）ピクト

38 ファブリーズクルマ用 覗き見る主婦たち 15
ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰﾉｰｽｲｰｽﾄｱｼﾞｱ
ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ

（株）グレイワールドワイド （株）テイ・シー・ジェー

39 FOMA 捨て猫 30 （株）NTTドコモ北海道
（株）電通北海道／（株）電通
／（株）エヌティティアド北海
道支店

（株）ピクト

40 ホットマン 温泉猿の会話 30 （株）富士通ゼネラル
（株）モメンタム・エム・アイ・
ケイ／（株）マッキャンエリク

（株）ピクス

41 カンガルー超特急便 「控え室」 30 西濃運輸（株） （株）電通 中部支社 （株）電通テック 名古屋支社

42 企業 木 60 （株）ミエライス （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム

43 企業 受付け+スピーチ 60 （株）ミエライス （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム
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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

44 ツーカーＶ３エース
ツーカーＶ３エースやり直そう３０″（１０周
年有）

30 ツーカーホン関西 （株）博報堂 （株）オニオン

45 パチンコ／JJ山越店　オープン 表彰式 30
ワタナベプリント（株）／自由
時間

（株）電通西日本／（株）電通
関西支社

ワンダーランドハウス

46 価格回復キャンペーン 牧場の夜 30
九州生乳販売農業協同組合
連合会

（株）博報堂 九州支社 （株）t&e

47 白岳 妻の肖像 60 高橋酒造（株） （株）熊日広告社 （株）キャット

48 氷らせ生茶 奈々子さんの夏 30 キリンビバレッジ（株） （株）博報堂 （株）ティー・ワイ・オー

49 ＨＯＴ生茶 奈々子さんの冬 30 キリンビバレッジ（株） （株）博報堂 （株）ティー・ワイ・オー

50 企業 炎は味に出る 60 東京ガス（株） （株）博報堂 （株）ティー・ワイ・オー

51 キューブ お出迎え 30 日産自動車（株）
（株）博報堂ジーワン
TBWA＼CHIAT＼DAY

Headquarter
（株）葵プロモーション

52 80's 90's BEST HIT POPS ｢カタチあるものは、いつか壊れる｣ 90
（株）エイベックス・ディストリ
ビューション

（株）博報堂 （株）葵プロモーション

53 Z会の通信教育 裁判 30 （株）増進会出版社 （株）博報堂 （株）ニッポンムービー東京

54 VE電気まほうびん ワルツ 30 象印マホービン（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画

55 毎日新聞 広がるシミ 30 （株）毎日新聞社 （株）博報堂 （株）葵プロモーション

56 EPOCA 雪の本 30 （株）三陽商会 TUGBOAT （株）東北新社

57 虫よけグリーン 虫ごころ 30 大日本除虫菊（株） （株）電通 関西支社 （株）高映企画

58 ネスカフェ エクセラ HNM 冬・北海道 60 ネスレジャパングループ （株）マッキャンエリクソン （株）ムービニ

59 住宅ローン 住宅ローン「追われる」 30 ソニー銀行（株） （株）電通／（株）ワンスカイ （株）東北新社

60 村田製作所 未来 30 （株）村田製作所 （株）電通 関西支社 （株）サン・アド

61 Air Navi 地図はどんどん古くなる 30 パイオニア（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）東北新社

62 日清カップヌードル 消える国境 45 日清食品（株） （株）電通
（株）電通テック
PARTIZAN,LONDON

63 生茶 春 30 キリンビバレッジ（株） （株）博報堂 （株）Camp KAZ

64 スタッドレスタイヤ 恐怖の雪ダルマ 60 （株）イエローハット （株）電通 （株）二番工房

65 ANA中国 「もう一人の自分」 30 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）電通テック
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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

66 Sマグナムドライ わかちあおう 60 サントリー（株） （株）読売広告社 （株）東北新社

67 企業 カブT 30 カブドットコム証券 （株）電通 （株）エンジンフイルム

68 ANA中国 「ノックで中国」 30 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）電通テック

69 オロナミンCドリンク あの人に会いたい（新庄さん） 30 大塚製薬（株） （株）電通 （株）ロボット

70 ＪＲ北陸キャンペーン
ホクリクのフランス人（ラファエル＆マリー
ン）

60
東日本旅客鉄道（株）
西日本旅客鉄道（株）

（株）ジェイアール東日本企
画／TUGBOAT

（株）ピラミッドフィルム

71 トヨタカローラフィールダー ぼくの好きなうた 60 トヨタ自動車（株）
（株）フロンテッジ／（株）電通
／（株）サン・アド

（株）ピクト

72 トヨタカローラフィールダー 遠回り 60 トヨタ自動車（株）
（株）フロンテッジ／（株）電通
／（株）サン・アド

（株）ピクト

73 ＪＡ自動車共済 映画エンディング 60
全国共済農業協同組合連合
会

（株）電通 （株）渡辺企画

74 企業 出会い 180 ＮＴＴグループ （株）電通
（株）ディレクターズカムパ
ニー・レモン

75
（株）ハーフ・センチュリー・モア
企業広告

「長男」 60
（株）ハーフ・センチュリー・モ
ア

TUGBOAT （株）ザ・ないん

76 キユーピーマヨネーズ Post Card　改訂2 30 キユーピー（株） （株）ライトパブリシテイ （株）ライトパブリシテイ

77 BOSS・仕事中／休憩中 「REGATTA外資」 30 サントリー（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）電通テック

78 ムシューダ 宇宙服 30 エステー化学（株） （株）電通 （株）モンスターフィルムス

79 ボールド サーカス 30
ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰﾉｰｽｲｰｽﾄｱｼﾞｱ
ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ

（株）グレイワールドワイド （株）テイ・シー・ジェー

80 ボールド 保父さん 30
ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰﾉｰｽｲｰｽﾄｱｼﾞｱ
ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ

（株）グレイワールドワイド （株）テイ・シー・ジェー

81 ローバー 「愛犬とローバー」 30
オートトレーディング ルフト
ジャパン（株）

（株）ドアーズ
（株）ロコモーション

82 ファブリーズ除菌プラス 相互家庭訪問 30
ﾋﾟｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰﾉｰｽｲｰｽﾄｱｼﾞｱ
ﾋﾟｰﾃｨｰｲｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ

（株）グレイワールドワイド （株）テイ・シー・ジェー

83 ヤクルト　タフマン 元気の素 30 （株）ヤクルト本社 （株）東急エージェンシー （株）ビジョンカンパニー

84 チェルシー ぬいぐるみ 45 明治製菓（株） （株）電通 （株）ファイブエス

85 企業 イヒ分社・診察 30 旭化成（株） （株）電通 （株）東北新社

86 NIKE BASKETBALL FLOW 60 Nike Inc.
Wieden＆Kennedy Japan
L.L.C.

RSA／Motion Theory

87 SKY PerfecTV! 「バス」／「先生」／「100%ニイガタ」
30×2,

15
（株）スカイパーフェクト・コ
ミュニケーションズ

（株）電通 （株）フラッグ
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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

88 プリケー
公約！男の子／公約！女の子／公約！主
婦

30×3 （株）ツーカーセルラー東海 （株）電通 中部支社 （株）ティー・ワイ・オー

89
学校法人　聖カタリナ学園　聖
カタリナ大学

「進路相談～女子学生～」／「進路相談～
男子学生～」

15×2
学校法人聖カタリナ学園聖カ
タリナ大学

（株）建装アド・エージェン
シー

（株）イノセンス松山支社

90 マリンワールド レギュラー／カメ展／夜の水族館 15×3 (株)海の中道海洋生態科学館（株）西広
（株）ワンダーランドハウス／
Ｙ２／AND ＦＩＬＭＳＴＵＤＩＯ／
Ｋ２

91
福岡県若年者しごとサポートセ
ンター

棒高跳び　／バーベル挙げ 30×2 福岡県・（社）福岡県雇用対策（株）電通九州 スタジオ５６

92 サマーカーニバル２００３ 作文／サルサ 30×2 ハウステンボス(株) （株）電通九州
(株)アプト・クリエーション
(有)パイロン

93 西日本典礼 ロンドンデリーの唄／赤い河の谷 30×2 (株)ラック （株）西広 （株）ＶＳＱ

94 エアロ
水槽・スキューバ／存在・消えた男／給湯
室・細胞

15×3 ネスレジャパングループ
Ｊ．ウォルター・トンプソン・
ジャパン（株）

（株）パラゴン

95 Fanta
「DJ先生」／「黒ひげ先生」／「夏休みだよ
校長先生」

15×3 日本コカ・コーラ（株）
（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

96 グリコ　プリッツ ツップリ・どすこい／ツップリ・ボンジョルノ 30×2 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社 （株）エンジンフイルム

97 企業CM はず。ｏｐｔ／はず。コピー機 30×2
コニカミノルタホールディング
ス（株）

（株）博報堂 （株）東北新社

98 ジョージア
こんなジョージア／ゆーたった／プラチナ
気分／力抜いて笑って

15×4 日本コカ・コーラ（株） （株）電通 関西支社 （株）春企画

99 企業 デザインの前と後で／はしご 30×2 ＫＤＤＩ（株） シンガタ （株）東北新社

100 企業 月／勇気／肉まん 15×3
（株）セブン－イレブン・ジャ
パン

（株）電通 （株）葵プロモーション

101 企業
airなサービス・アドレス／airなサービス・機
内空気／airなサービス・赤ちゃん

15×3 全日本空輸（株）
シンガタ（株）／（株）電通／
（株）トレードマーク

（株）電通テック

102 サッポロ生ビール 巨大居酒屋／夏 30×2 サッポロビール（株） （株）博報堂 （株）サッソ・フィルムズ

103 カタログ販売

オーダー、プリーズ！鉛筆
オーダー、プリーズ！シュレッダー
オーダー、プリーズ！カッター
オーダー、プリーズ！修正液

15×4 （株）オフィス２４ （株）大広 東京本社 （株）東北新社

104 DECAZO
まるでリビング／それでもお風呂をリビング
に

30×2 （株）ノーリツ （株）博報堂 関西支社 （株）オニオン

105 ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ！ ディズニーで帰ろう／サッカーで帰ろう 30×2
（株）スカイパーフェクト・コ
ミュニケーションズ

（株）電通／ＴＵＧＢＯＡＴ （株）東北新社

106 アーモンド 修行／ミニチュア 30,15 （株）ロッテ （株）ロッテ・アド／（株）電通 （株）モンスターフィルムス

107
スマートセービング５月／ス
マートセービング４月

「エレベーター」／「マウンド」 30×2 日本マクドナルド（株）
（株）電通／ビーコンコミュニ
ケーションズ(株）

（株）エンジンフイルム
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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

108 リクルート　リクナビNEXT その⑦／その⑨／その⑫／その⑲ 15×4 （株）リクルート 風とロック （株）オニオン

109 IPSiO G 実証／告白＆返事 30×2 （株）リコー
リコーアドエージェンシー／
（株）電通

（株）モンスターフィルムス

110 健康系カテキン式
階段でカエル？/ジョギングでカエル？/電
車でカエル？/腹筋でカエル？

15×4 サントリー（株） （株）電通 （株）東北新社

111 ネスカフェ 空/寝顔 60×2 ネスレジャパングループ （株）マッキャンエリクソン （株）東北新社

112 Corporate Brand Campaign
ユニバーサル/ファッションデザイナー/キ
モノ/スクール

60×3 ,
30

マイクロソフト（株） （株）マッキャンエリクソン
（株）葵プロモーション／
ANONIMOUS CONTENT

113 FMV
何でもできるんだ/もはやテレビ/大きくなれ
よ/空港にて

30×4 富士通（株） TUGBOAT／（株）電通 （株）東北新社

114 BOSS・仕事中／休憩中
「BASKETBALL」/「REGATTA外資」/
「REGATTA輪廻」

30×3 サントリー（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）電通テック

115
ワンウォッシュレギュラーフィッ
トジーンズ

矢沢永吉’03武道館にてvol.1/矢沢永
吉’03武道館にてvol.2/矢沢永吉　トイレに

30×3 （株）ファーストリテイリング （株）タイノス （株）ピラミッドフィルム

116 公文ブランド
自分から学習　A/自分から学習　B/自分
から学習　D

30×3 日本公文教育研究会
Wieden＆Kennedy Japan
L.L.C.

（株）ピラミッドフィルム

117 T-shirt
04 T-CUBE[小林克也] B/'04 T-CUBE[山
崎まさよし] A/'04 T-CUBE[山崎まさよし]

30×3 （株）ファーストリテイリング （株）タイノス （株）ピラミッドフィルム

118 日本の道を考える会 渋滞／生活道路／踏切 30×3 日本の道を考える会
（株）ジェイアール東日本企
画

（株）テイク・ワン

119 ミュージックシティ天神 横断歩道／カップル 15×2
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

120 企業広告 カバディ 15 白夜書房（株） （株）読売広告社／USA 太陽企画（株）
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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

1 狸小路商店街 ナイトバーゲン　いつかはイハイ 15 狸小路小路商店街 （株）パブリックセンター （株）モーニング

2 3連単発売告知 今年も熱いぜ！3連単 15 北海道競馬事務所 （株）弘報社 （株）札幌テレビハウス

3 企業 あ、いいかも。 ベランダ 15 北海道文化放送（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア

4 冷醸〈生〉 登場 15 サッポロビール（株） （株）電通／（株）電通北海道 （株）モーニング

5 うまいっしょ よそみ 15 ハウス食品（株） （株）電通関西支社 （株）電通テック

6 セパレートマットレス 「半分」 15 （株）ニトリ （株）東急エージェンシー 東映シーエム（株）

7 SKY PerfecTV! 「バス」 15
（株）スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）電通 （株）フラッグ

8 企業 投げるな、ネバレ、十勝 30 （株）十勝毎日新聞社
（株）ケーシーズ／（株）電通北海
道

（株）電通テック札幌支社

9
マツモトキヨシ札幌南一条店
OPEN告知

「札幌姉弟・前編」 30 （株）マツモトキヨシ （株）電通 太陽企画（株）

10 サッポロクラシック パパの料理の日／売れてます／春・よさこい 30×3 サッポロビール（株） （株）読売広告社 （株）ピクチャーズ

11 白い恋人 夏／冬／春 30×3 石屋製菓（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア

12 うまいっしょ なんでなの／注文 15×2 ハウス食品（株） （株）電通関西支社 （株）電通テック

13 ＢＯＳＳ ベルトコンベアー／チャンス／だべさ 15×3 サントリー（株） （株）電通北海道 （株）電通テック

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

1
FOMAニスルナライマダキャン
ペーン

「山形在住のガイコクジン」 15 （株）NTTドコモ東北山形支店 （株）博報堂 バブル

2 アサヒスーパードライ お中元ギフト 15 アサヒビール（株） （株）電通 （株）青森テレビ

3
仙台市１００万人ごみ減量大
作戦

紙も、ワケて、リサイクル 15 仙台市 （株）電通東日本 ワウ（株）

4 菓子 牧場しぼり　福島牧場 15 江崎グリコ（株） （株）大広 （株）スタジオレック

5 アーセンティア迎賓館 「ねむねむ」 30 （株）テイクアンドギヴ・ニーズ （株）電通 （株）葵プロモーション

6 地球環境キャンペーン ふくろうを守ろう 60 （株）青森テレビ （株）青森テレビ

7 つきの市
2003年10月度秋鮭／2003年11月度りんご／
2004年2月度牡蠣／2004年7月度メロン

15×4 イオン（株） （株）仙台博報堂 （株）宣映

8 青森県
南極の夢／子どもお天気ニュース／いくつで
きるかな？／エコりんごのつぶやき

15×4 青森県 （株）朝日広告社 （株）朝日広告社

9 フレッツ・ドットネット/Bフレッツ
新入学／誕生日／飼い主募集中／ふくしま
の未来

15×4 NTT東日本福島支店 （株）福島博報堂 （株）ニビック
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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

1
富士溶岩　超波導アルカリイオン
スーパーバナ水110

「水の人体」 15 （株）クスリのサンロード （株）パラダイス・カフェ

2 静岡温泉美肌湯 天然妻 15 小長井産業（株）
（株）ディスタンス・インターナショ
ナル

（株）SDTエンタープライズ

3 企業広告 汽車 15 （株）高田企画 創造広告社K考房 （株）SDTエンタープライズ

4 パルシェ 天気予報 15 静岡ターミナル開発（株） （株）電通東日本 ＳＤＴエンタープライズ

5 ブルーヒーター ノコギリ 15 ダイニチ工業（株） （株）新潟博報堂 （株）ウィークス

6
根元八幡屋礒五郎善光寺七味唐
がらし

使われない日もある・冷蔵庫 15 有限会社八幡屋礒五郎 （株）ながのアド・ビューロ （株）ながのアド・ビューロ

7 松代そばきそば 国産 15 （株）松代そば善屋 （株）エーシーシー （株）プロメディア新潟

8 防犯ひとづくり ドロボウ 15 静岡県 （株）電通東日本 SDTエンタープライズ

9 JANIS 木遣り唄・皆さまごぶじで 30 長野県協同電算 （株）長野放送／ビデオ企画

10 静岡新聞 トイレ 30 静岡新聞社 （株）電通 （株）スプーン

11 住宅ロ－ン 「タタミ」／「記念写真」 30×2 八十二銀行 （株）電通 国際企画（株）

12 ストップザ交通事故 闇夜にカラス／二度あることは三度ある 15×2 静岡県 （株）エスビーエスプロモーション
（株）エスビーエスプロモーショ
ン

13 again THE BARGAIN '04 冬
特攻伝説　その1／特攻伝説　その2／特攻
伝説　その3

15×3 アゲイン・テナント会 （株）ながのアド・ビューロ （株）ながのアド・ビューロ

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

1 CONYX 「ウサギ」 15 コニックス（株） 中京ビデオセンター（株）

2 シャチ公開告知 モノトーン 15 （財）名古屋港水族館 （株）大広名古屋支社 （株）シースリーフィルム

3 愛知淑徳大学 吾輩は猫である 15 （学）愛知淑徳学園 廣告社（株） （株）シースリーフィルム

4 西京白みそ 走る舞妓　春 15 ナカモ（株） （株）大広名古屋支社 映像ＢＯＸ

5 出雲店オープン じっとしていられない 15 ヒマラヤ （株）三晃社 （株）シースリーフィルム

6 日本昭和村 紙ふうせん 15 （株）ファーム （株）三晃社 （株）シースリーフィルム

7 SKY PerfecTV! 「隣にはスカパー！がない」（富山） 15
（株）スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）電通 （株）ブラボー・フィルム

8 企業 for good famiry 15 （株）かね貞 （株）新東通信 （株）バモスクルー

9 セーフティ・リフォーム スゴイ 30 美和ロック（株） （株）電通西日本 （株）フィックス

10 企業ブランド広告 「初めてのキス」 60 （株）NTTドコモ東海 （株）博報堂 （株）エムワンプロダクション
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11 団体広告 癒し・・・ 30 北陸朝日放送（株）／吉野谷村 （株）アビックスタジオ金沢

12 セーフティ・リフォーム ウチもそろそろ／お宅は！？／スゴイ 30×3 美和ロック（株） （株）電通西日本 （株）フィックス

13 セール告知 自転車／いす／皿まわし 15×3 エスカ名店会 （株）電通中部支社 （株）シースリーフィルム

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

1 ユーポスのお店 諭吉オクラホマ 15 （株）ユーポス （株）大広 （株）創造／ワウ（株）

2 ツーカーＶ３ ２人でなんぼ 15 （株）ツーカーホン関西 （株）電通関西支社 （株）アットアームズ

3 ICOCAキャンペーン ICOCA 15 西日本旅客鉄道（株） （株）電通関西支社 （株）アットアームズ

4 ツーカーＶ３ ケータイ代ポリス　登場 30 （株）ツーカーホン関西 （株）電通関西支社
（株）アットアームズ／（株）ピク
ス

5 地域 NOMOﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 30 社団法人公共広告機構 （株）電通関西支社 （株）電通テック関西支社

6 松竹梅 外国人なら何をやっても許されるのか 30 宝酒造（株） 朝日放送（株） （株）ニッポンムービー大阪

7 それから 駅 30 サントリー（株） （株）電通／シンガタ（株） （株）サン・アド

8 環境キャンペーンスポット ウンチの行方 60 讀賣テレビ放送（株） 讀賣テレビ放送（株）

9 企業 故郷の祭り／子鹿／シマ唄の贈り物 60×3 西日本電信電話（株）
（株）電通関西支社／（株）エヌ・
ティ・ティ・アド

（株）エンジンフイルム

10 番組宣伝 池ポチャ／寝わざ／キリンブロック／スタート 10×4 関西テレビ放送（株） （株）電通関西支社 （株）電通テック関西支社

11 ユーポスのお店
How many 諭吉／諭吉スープレックス／諭吉
オクラホマ

15×3 （株）ユーポス （株）大広 （株）創造／ワウ（株）

12 企業
お前誰（日ハム）／それが分からん（西武）／
小さいツ（ダイエー）／歌

15×4 大阪バファローズ （株）電通関西支社 （株）電通テック関西支社

13 企業 ロゴ二人／ロゴ会議 30×2 （株）NTTドコモ関西 （株）電通関西支社 （株）電通テック関西支社

14 2003年企業
ビリビリ （藤井）／おまかせください （冷たい
人ね）／スピリット ／漏電虫

15×4 （財）関西電気保安協会 （株）電通関西支社 （株）春企画

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

1 蔵のある家 暮らしの四文字熟語 15 （株）ミサワホーム中国
（株）岡山毎日広告社／（株）ビ
ザビプロモーション

（株）スペース

2 アメットビー 検問B（家族は？独身です。） 15 シーシーアイ（株） （株）ソーホー・ジャパン （株）映像ボックス

3
ビッグアップルサマービッグプ
レゼント

「逆ナン」 15 （株）ビッグアップル セーラー広告（株）
（株）イノセンス／セーラー広告
（株）

4 ホームソフナー　軟太郎 ボード 15 三浦工業（株）
（株）電通西日本松山支社／
（株）電通関西支社

（株）高映企画

5 ５０周年記念事業 ジェントル・ヤギの歌 15 南海放送（株） （株）電通西日本松山支社 （株）日広工房
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6 美作大学 手のひら 15 美作大学 （株）電通西日本岡山支社 スペース

7
映画「スパイダーマン２」公開
告知

会議 15 岡山放送（株） （株）電通西日本岡山支社 （株）スペース

8 商品告知 ボーリング 15 伊予銀行 凸版印刷松山営業所
トッパンアイデアセンター西日
本

9 小豆島手延素麺「島の光」 自転車 15 小豆島手延素麺協同組合 （株）アサツーディ・ケイ四国支社 （株）ウィザード

10 中国新聞　企業 カップル 30 （株）中国新聞社 （株）電通西日本広島支社 (有)パイロン

11 地球温暖化対策普及啓発 地球 30
中四国８県及び広島市共同地
球温暖化対策普及啓発事業推
進協議会

（株）電通西日本広島支社 （株）電通テック関西支社

12 アイドリング・ストップ トラッくんとケーちゃん 30 （社）岡山県トラック協会 （株）電通西日本岡山支社 （株）スペース

13
四国デスティネーションキャン
ペーン

映画の国を旅しよう 30 香川県観光振興課
（株）ジェイアール四国企画／
（株）電通西日本高松支社

（株）スペース

14
東広島ハウジングフェア・ハウジン
グ福山北

草野球／ポーカー 15×2
（株）広島テレビ文化情報セン
ター

（株）電通西日本広島支社 （株）プランドゥプロダクション

15 地球温暖化対策
星占い／節約してお買い物／むずかしすぎ
／アツアツ地球家族

15×4 松山市環境部環境事業推進課 星企画（株） 南海放送映像サービス（株）

16
JA県農えひめ（JA全農えひ
め）

「みかんの主観」／「いよかんの主観」 15×2 JA県農えひめ（JA全農えひめ） （株）建装アド・エージェンシー （株）イノセンス松山支社

17 SKY PerfecTV!
「ね。小松さん」／「ね。三宅さん」／「ね。大
西さん」／「ね。村上さん」

15×4
（株）スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）電通 （株）ブラボー・フィルム

18 ウチダレック 「親子」／「見つからない」 15×2 （株）ウチダレック （株）読売広告社 （株）マップ

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

1 城島後楽園ゆうえんち 「肺活量」 15 （株）西日本後楽園 （株）アサツーディ・ケイ九州支社
（株）ビデオステーションキュー
／空気モーショングラフィックス

2 イニミニマニモ ２００４春・夏イメージ「TAG」 15
三菱商事・ユービーエス・リアル
ティ（株）

（株）アサツーディ・ケイ九州支社
ワンダーランドハウス／空気
モーショングラフィックス

3 マリノアシティ福岡 アウトレットバーゲン　ハンマー 15 福岡地所（株） （株）西広 （株）広告研究所／（株）ＶＳＱ

4 博多スティックまんじゅう ひよ子の新作 15 （株）ひよ子 （株）博報堂九州支社 （株）t&e

5 秋のトリンプバザール ブラ畑 15 博多大丸 （株）西広 （株）ワンダーランドハウス

6 かぼちゃドレッシング ウサギ 15 フンドーキン醤油（株）
（株）Ｉ＆ＳＢＢＤＯ／（株）
BBDOJWEST

ＶＳＱ

7
九州わんわん王国　世界こい
ぬ博

世界こいぬ博 15 九州わんわん王国 （株）西広 （株）ＶＳＱ

8 一麺亭 企業「一年生」 15 （株）麺工房 （株）三広
（株）ビデオステーションキュー
／ヤノイクオ事務所

9 だしの素 本格 15 チョーコー醤油 （株）電通九州 広告研究所

10 本館閉館セール 想い出の街 15 （株）岩田屋 （株）電通九州 Ｔ＆Ｅ
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11 ファイナルサマーセール エッフェル塔 15 マツヤレディス （株）電通九州 パイロン

12 九州新幹線つばめ2枚きっぷ 駅 15 九州旅客鉄道（株）
（株）BBDOJWEST／ＪＲ九州
エージェンシー

ワンダーランドハウス

13 アミュプラザ長崎 AMU'S BURGAIN ペリカン 15 長崎ターミナルビル（株）
（株）BBDOJWEST／ＪＲ九州
エージェンシー

ＣＡＳ

14 ウインターセール サル山 15 マツヤレディス （株）電通九州
パイロン／（株）アプト・クリエー
ション

15 福岡競艇 通勤ラッシュ 15 福岡市経済振興局事業部 （株）BBDOJWEST アプトクリエーション

16 サングラスコレクション ベンチ 15 ヤノメガネ （株）BBDOJWEST ワンダーランドハウス

17 わっしょい百万夏まつり 飛び込み台B 15 わっしょい百万夏まつり振興会 （株）ビデオステーションキュー

18 城島後楽園ゆうえんち 「肺活量」 30 （株）西日本後楽園 （株）アサツーディ・ケイ九州支社
（株）ビデオステーションキュー
／空気モーショングラフィックス

19 ウルトラマンフェスティバル 鬼ごっこ 60 スペースワールド
（株）Ｉ＆ＳＢＢＤＯ／（株）
BBDOJWEST

Ｔ＆Ｅ

20 ２ヶ月くりこし くりこしガールズ　　（実施中） 30 （株）ＮＴＴドコモ九州
（株）エヌ・ティ・ティ・アド／（株）
西鉄エージェンシー

（株）ＣＰＩ

21 スロットランド姪浜駅前店 グランドオープン 30 （株）新洋 （株）三広
（株）ビデオステーションキュー
／（株）利助オフィス／ＧＵＴＳ！

22 あつまるくんの週刊求人案内 就職浪人無職之助 30 （株）雇用促進事業会 （株）西鉄エージェンシー （株）ワンダーランドハウス

23 イメージ夏 デュエット 30 ソラリアプラザ商店会 （株）西鉄エージェンシー （株）ビデオステーションキュー

24 サマーカーニバル２００３ サルサ 30 ハウステンボス（株） （株）電通九州
（株）アプト・クリエーション／
(有)パイロン

25 スロット 親指に願いを 30 パーラーサミット （株）電通九州 （株）アプトクリエーション

26 SKY PerfecTV! 「先生」 30
（株）スカイパーフェクト・コミュニ
ケーションズ

（株）電通 （株）フラッグ

27 企業 街／子供たちの夢 60×2 読売新聞西部本社 （株）電通九州 広告研究所

28
スペースワールドのゴールデンウ
イーク

発射台１／発射台２／発射台３ 15×3 スペースワールド
（株）Ｉ＆ＳＢＢＤＯ／（株）
BBDOJWEST

Ｔ＆Ｅ

29 ｢バスに乗ろう｣キャンペーン エコルカード／グランドパス／100円バス 30×3 西日本鉄道（株） （株）西鉄エージェンシー （有）パイロン

30 本格焼酎　黒霧島 歩道橋（明け方）／列車を待つ間に（嘘）／雨 30×3 霧島酒造（株） （株）大広九州支社 （株）T&E

31 白岳 妻の肖像Ａ／妻の肖像Ｂ 30×2 高橋酒造（株） （株）熊日広告社 （株）キャット

32 長崎皿うどん 野菜／混ぜる／ソース 15×3 （株）マルタイ （株）アサツーディ・ケイ （株）ビデオステーションキュー

33 飯塚商店街「永昌会」 安いよ／なんだ 15×2 飯塚商店街連合会 （株）電通九州
ワンダーランドハウス／Ｕ２／
写童団

34 あつまるくんの週刊求人案内 就職浪人無職之助／看板娘てんてこ舞 30×2 （株）雇用促進事業会 （株）西鉄エージェンシー （株）ワンダーランドハウス
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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

キユーピーマヨネーズ
「ワールドマヨネーズ　スペイン」／
「ワールドマヨネーズ　フランス」／
「ワールドマヨネーズ　中国」

60×3 キユーピー（株） （株）大広 （株）大広

ＣＤ 高橋弘幸/波多野治
ＣＰ
プランナー 薄景子
コピー 薄景子
プロデューサー
PM
ディレクター 薄景子
撮影
照明
アートディレクション
編集
ミキサー 鈴木弘和
ＳＥ
タレント
ナレーター 岡野佐多子
音楽会社
作詞 薄景子
作曲 金津宏/Ron Kurtz/吉野裕司
歌手
ＣＧ
その他 音楽プロデューサー:Stevie Fromm  音楽ディレクター:永石　絵理　翻訳:李新潔　翻訳:（株）ＩＬＣＣ
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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

1 企業ＰＲ 蚊の遺言 10 高崎商科大学 ブライトンカンパニー （株）エフエムナックファイブ

2 ほぐレッツ 世界中のカニが 20 カネテツデリカフーズ（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ

3 角川文庫 ナンパ 20 (株）角川書店 （株）電通 （株）東北新社

4 リポビタンＤ リリーフ投手の妻／係長の妻 60×2 大正製薬（株） （株）Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ （有）メガヘルツ

19



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

1 角川文庫 ラブシーン 20 (株）角川書店 （株）電通 （株）東北新社

2 リポビタンＤ 「領収書」 20 大正製薬（株） （株）電通 （有）プランニング・ズウ

3 守ろう地球環境 恵美子と浩一の往復書簡 60 （株）エフエム東京 （株）エフエム東京

4 薬用美容液ビサイクル 姉の怒り 40 （株）ヤクルト本社 （株）博報堂 （株）エフエムサウンズ

5 骨伝導式ヘッドホン ベートーベンの音 120 （株）東芝 （株）電通
（株）ランダムハウス
（株）エフエム東京

6 キユーピーマヨネーズ 「玉ねぎ先生」 90 キユーピー(株) （株）大広 (株)レッドキャンプ

7 河合塾 水の結晶 120 学校法人河合塾 （株）電通 （株）ランダムハウス

8
CookDo Korea!/CookDo/Pasta
Do

本場の味　コリア
本場の味　チャイナ
本場の味　イタリア

20×3 味の素（株） （株）アサツーディ・ケイ
（株）アサツーディ・ケイ／ＴＯ
ＫＹＯ　ＦＭ
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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

1 ウインターセール 最近の若い子 20 マツヤレディス （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション

2 クリスマスキャンペーン 想像 20 マツヤレディス （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション

3 Fanta 珍回答シリーズ　あたかも 20 日本コカ・コーラ（株）
（株）博報堂クリエイティブ・
ヴォックス／（株）博報堂

（有）フットワーク

4 企業 そば屋にて 20
吉野家ディー・アンド・シー
（株）

（株）文化放送

5 冬期直前講習 サブリミナル効果 60 学校法人河合塾 （株）電通 中部支社 （株）大日

6 ネスカフェ 朝のリレー 60 ネスレジャパングループ （株）マッキャンエリクソン （株）東北新社

7 静岡新聞 ラジオです／逃したとき／いいところ 20×3 静岡新聞 （株）電通 （株）ランダムハウス

8 ダスキン ３分の１／おはよう／ポッポ／日曜日 15×4 （株）ダスキン （株）博報堂 関西支社 （株）博報堂 関西支社

9 BOSS仕事中・休憩中 野球／マラソン／テニス 40×3 サントリー（株）
シンガタ（株）
（株）電通

（株）ランダムハウス

10 DNA自動検査装置
スチュワーデス表示／大卒表示／独身
表示

40×3 （株）東芝
（株）電通
（株）放送文化事業

（株）ランダムハウス
（株）エフエム東京

11 アウスレーゼトロッケン
稲を干す歌／夜と朝の境界／桜の花
／クルンクン

40×4 （株）資生堂 （有）福本ゆみ事務所

12 ネスカフェゴールドブレンド
１　ボールペンの一生
２　おばあさんのコーヒーカップ
３　海を忘れた貝殻

90×3 ネスレジャパングループ （株）電通 （有）福本ゆみ事務所
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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

1 ハンドベール 手 20 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ

2 オープン告知 何時でも 20 マックスバリュ中部（株） （株）新東通信 （株）スタジオ企画

3 フットリフレア 忘れ物 20 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ

4 マイカーローン 秘書 20 山口銀行 （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション

5 企業 実験 20
アール・ケー・ビー毎日放送
（株）

（株）電通九州 （株）アプト・クリエーション

6 生きてる ドレミ 20 フンドーキン （株）BBDO J WEST 音楽工房

7 企業 東京のおみやげ 20 スカイマークエアラインズ （株）電通九州 ティーアンドイー

8 パルスイートカロリーゼロ 効果音 20 味の素（株） （株）電通 （株）大日

9 タイヤ スー 20 （株）ブリヂストン （株）電通 （株）ランダムハウス

10
Ｎａｔｉｏｎａｌ　ザ・ノンフロン冷蔵
庫

エコー 20 松下電器産業（株） （株）博報堂 関西支社 （株）メディアプラザ

11 ドドンパ 交通安全ＣＭ 20 （株）富士急ハイランド （株）電通 （株）大日

12 企業 父帰る　嫁の質問 40
大阪ガスセキュリティサービス
（株）

（株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション

13
ナショナル無電極パルックボー
ル

営業マンの愚痴 40 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

14 ありがとうツーカー10周年祭 30人の中に１人 120 （株）ツーカーホン関西 （株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション

15 ツーカーＶ３エース 母と息子 120 （株）ツーカーホン関西 （株）電通 関西支社 （株）ヒッツ・コーポレーション

16 ナショナルTheノンフロン冷蔵庫 外で遊びたい 90 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

17 ｢バスに乗ろう｣キャンペーン こども 40 西日本鉄道（株） （株）西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション

18 ツムラインセントモウガ 独白 60 （株）ツムラ （株）博報堂 （株）１９９１

19 デンターアミノ 妻の復讐 40 ライオン（株） （株）電通 （株）ドゥ・コーポレーション

20 守ろう地球環境 空中鬼 60 （株）ニッポン放送
（株）ランダムハウス／（株）電
通

21 それから 何処に行っても 40 サントリー（株） （株）シンガタ （有）福本ゆみ事務所

22 日産プレサージュ 家族の週末 60 日産自動車（株） （株）博報堂 博報堂C&D
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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

23
ＢＯＳＳ／「見つめあうボス電」
キャンペーン

６人の田中 40 サントリー（株） シンガタ（株）／（株）電通 （株）ランダムハウス

24 それから 人望 40 サントリー（株） （株）シンガタ （有）福本ゆみ事務所

25 Color imageRUNNER ミツバチくんの情報伝達 60 キヤノン販売(株） （株）博報堂
博報堂シーアンドディー／㈲
福本ゆみ事務所

26 プラズマＴＶ＆ホームシアター おじさま達のそれから 120 松下電器産業（株） （株）電通 関西支社 （有）福本ゆみ事務所

27 斜め３０度ドラム洗濯乾燥機 渋い世代 130 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所

28 パナソニック虹彩認証システム オフィス 120 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

29 家庭用電気製品 ちょうちょ 90 松下電器産業（株） （有）福本ゆみ事務所

30 補聴器用空気電池 悪口 90 （株）東芝 （株）電通
（株）ランダムハウス／（株）エ
フエム東京

31 企業 クリスマスのご馳走オペラ 120 味の素（株） （株）博報堂 （株）ランダムハウス

32
シングルモルトウイスキー「山
崎」

百人一首のふるさと 120 サントリー（株） （株）読売広告社 （有）福本ゆみ事務所

33 ２ヶ月くりこし
せめて・ダイエット／せめて・指輪／せ
めて・三十路

20×3 NTTドコモ東海 （株）三晃社 スタジオミックス

34 企業
嫁の質問／息子の質問／隣の奥様の
質問

40×3 大阪ガスセキュリティサービス （株）電通 関西支社 ヒッツコーポレーション

35 うどんスープ 回想／４０年後の娘／ネーミング 20×3 ヒガシマル醤油（株） （株）電通 関西支社 （株）メディアプラザ

36 Nのエコ計画 卵／大根／シシャモ／胸 30×4 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

37 ジョージア 新幹線／秒針／バクチク／蚊 20×4 日本コカ・コーラ（株）
（株）電通／（株）電通 関西支
社

（株）ヒッツコーポレーション

38 長崎皿うどん 混ぜる／ソース／野菜 20×3 （株）マルタイ （株）アサツーディ・ケイ
（株）ビデオステーション
キュー

39 自由研究わくわく探検大図鑑 家族①／家族②／家族③ 20×3 （株）小学館 （株）アサツーディ・ケイ （株）二番工房

40 モルツ 赤城山・雷／丹沢・湧水 60×2 サントリー（株） （株）電通
シンガタ（株）／（株）ランダム
ハウス

41 それから 彼女の失敗／夕陽の宿 40×2 サントリー（株） （株）シンガタ （有）福本ゆみ事務所

42 モルツ
丹沢・田山花袋の眺望／京都西山・竹
取物語／赤城山・雨情の水／阿蘇・清
正の水

60×4 サントリー（株） （株）電通／シンガタ(株） （株）ランダムハウス
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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

1 地下鉄の利用促進 キレル彼女 20 札幌市交通局 （株）電通北海道 （株）電通北海道

2 地下鉄の利用促進 電話 20 札幌市交通局 （株）電通北海道 （株）電通北海道

3 アクネス しりとり 20 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ

4 キャンペーン ニシン復活 60 （株）エフエム北海道 （株）エフエム北海道

5 アナウンサー募集 アナウンサー募集～人事部長より 40 札幌テレビ放送（株） 札幌テレビ放送（株）

6 サッポロクラシック
本タラバガニ／エゾムラサキウニ／栗じゃが
いも／鮭児

60×4 サッポロビール（株） （株）読売広告社 （有）フットワーク

7 企業 ネバレ、十勝／投げるな、十勝 20×2 （株）十勝毎日新聞社
（株）ケーシーズ／（株）電通北
海道

（株）電通テック札幌支社

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

1 ぜいたく納豆 男女かけあい 20 かみの商事 （株）ラジオ福島 （株）ラジオ福島

2 首都圏向け秋田県観光ＰＲ－ＣＭ
スベスベになる休日／美味しい休日／雪の
休日

60×3
秋田県産業経済労働部観光
課

（株）エフエム秋田／（株）エフ
エム東京

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

1 キャンペーン告知 「ゴミゼロ」 20 山梨県循環型社会推進課 （株）山梨放送 アドブレーン社

2 企業PR 山田、出火 20 シーデーピージャパン（株） 読売栃木広告社 アビックスタジオ金沢

3 企業PR ネが気になる 20 （有）西根商会 （有）アドホリック アビックスタジオ金沢

4 企業 面接 40 山梨交通自動車学校 （株）山梨放送 （株）アドブレーン社

5 携帯電話 はじめてのケータイ／合格発表／卒業 60×3 （株）STC コスタ（株） （株）SDTエンタープライズ

6 まるごとバナナ
どっちが正解／バナナニッポン／まごころバ
ナナ

20×3 ヤマザキ製パン（株） （株）アサツーディ・ケイ （有）フットワーク

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

1 バレンタイン スキだらけ 20 （株）松坂屋 （株）電通 中部支社 （株）ミックス

2 au見せてラッキー割引 相撲 20 KDDI （株）電通 中部支社 （株）ミックス
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3 パスタ 巻き舌 20 ココストア （株）電通 中部支社 （株）ミックス

4 月刊KeLLy6月号 意固地な２人 20 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画

5 月刊KeLLy2月号 しゃっくり 20 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画

6 企業 駅前行こまい 20 トヨタレンタリース名古屋 （株）新東通信 （株）スタジオ企画

7 夏の交通安全県民運動 暴走運転防止／ホラー映画予告 20 愛知県 （株）新東通信 （株）スタジオ企画

8 企業 ばあちゃん 60 愛知トヨタ自動車 （株）電通 中部支社 （株）ミックス

9 （株）名鉄レジャック 「きっかけはサウンドロゴ」 30 （株）名鉄レジャック （株）電通 中部支社 （株）ミックス

10 喜多の湯 パンダもつらいよ 60 （株）カケン （株）新東通信 （株）スタジオ企画

11 月刊KeLLy9月号 イマジン 60 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画

12 AMBITIOUS JAPAN! 親父へ／お母さんへ／息子へ／あなたへ 60×4 東海旅客鉄道（株）
（株）ジェイアール東海エージェ
ンシー

（株）ミックス

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

1 ナショナル空気清浄機 「トイレ」 20 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ドゥ・コーポレーション

2 すきっと冷酒 すきっとしない～巌流島～ 20 日本盛（株） （株）電通 関西支社
（株）ビッグフェイス／（株）ス
テップ

3 ナショナル洗濯乾燥機Lab 傾く 20 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

4 料金2ヶ月くりこし マロンケーキ 20 （株）NTT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

5 龍角散 カスミガセキ 20 （株）龍角散 （株）ＡＤＫインターナショナル （株）毎日放送

6 アクネス 名付け親 20 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ

7 キャンペーンスポット まーな 60 朝日放送（株） 朝日放送（株）

8 企業 就職活動ソング 60 （株）イシダ （株）電通 関西支社 （株）ビッグフェイス

9 ポッキー赤箱
ポッキー食べてしゃべらへん？　彼氏
の話

60 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション

10 ナショナルビューティートワレ 歯医者 60 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

11 ツーカーＴＫ４１ 宇宙戦艦 120 (株）ツーカーホン関西 （株）電通 関西支社 （株）ヒッツ・コーポレーション

12 TS41 ロックな２人 120 （株）ツーカーホン関西 （株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション

13 ナショナル体脂肪体重計 見た目デブ 90 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ステップ

14 Ｎのエコ計画 同じ一瞬 120 松下電器産業（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス

15 FOMA 歯が抜けた／帰省／サンタ 90×3 （株）NTTドコモ関西 （株）電通 関西支社 ティー・オー・シー（株）
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16 ポッキー赤箱 おかんの話／海／彼氏の話 60×3 江崎グリコ（株） （株）電通 関西支社 （株）ヒッツコーポレーション

17 ケイオプティコムeoホームファイバー
Fー１マシーン／出前二人／耳掻き／長期
割引

40×4 （株）ケイ・オプティコム （株）電通 関西支社 （株）アットアームズ

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

1 スキーマイカーパック 「スキにして」 20 防予汽船（株） セーラー広告（株） （株）イノセンス

2 アナログＲＡＤＩＯあっとまーく あっとまーく時代 60 南海放送（株） ララネットワーク

3 墓石の製造・販売 思い通り 30 金子石材（株） 山口放送（株） 山口放送（株）

4 公共 男女共同参画 60
高知県／（財）高知県人権啓
発センター

（株）高知広告センター （株）ＲＫＣプロダクション

5 （株）ＮＴＴドコモ四国　香川支店 ＦＯＭＡ・テレビ電話「若いお母さん」 60 （株）ＮＴＴドコモ四国香川支店
西日本放送サービス（株）／ドコ
モサービス四国（株）

（株）イノセンス松山支社

6 （株）ＮＴＴドコモ四国　香川支店
「父と娘　～ＦＯＭＡ・テレビ電話～」／「父と
娘　～ＦＯＭＡ・ｉモーションメール～」／「父と
娘　～２ヶ月くりこし～」

20×3 （株）ＮＴＴドコモ四国香川支店
西日本放送サービス（株）／ドコ
モサービス四国（株）

（株）イノセンス松山支社

7 イメージ
ありがとう松山球場／夏の雲A／夏の雲B
／松山球場

40×4 ネッツトヨタ瀬戸内（株） （株）四国博報堂愛媛支社 （株）エフエム愛媛

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

1 見上カントリークラブ宇土コース 穴があったら入りたい･････ 20
見上カントリークラブ宇土コー
ス

（株）共栄コア （株）エフエム中九州

2 価格回復キャンペーン 牧場の夜 20
九州生乳販売農業協同組合
連合会

（株）博報堂 九州支社 （株）t&e

3 くらしらくカード ジョンさん 20 （株）サンリブ （株）博報堂 九州支社 （株）t&e

4 ファイナルサマーセール ｢髪型｣ 20 マツヤレディス （株）電通九州 （株）アプトクリエーション

5 TVキャラクターショー なりたい 20 かしいかえん （株）西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション

6 ぼたん祭 間近で 20 かしいかえん （株）西鉄エージェンシー （株）アプトクリエーション

7 バレンタイン 手編み 30 マツヤレディス （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション

8 企業 退社ブーム／相性／細分化 30×3 パソナ中九州 （株）電通九州
（株）ユーツー／（有）ジーイン
グコミュニケーションズ

9 うみたまご 初恋／親心 20×2 マリーンパレス （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション

10 ウルトラマンフェスティバル 初級／ビジネス／上級 20×3 スペースワールド （株）BBDO J WEST Ｔ＆Ｅ
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特　別　賞

No. 技術名 個　人　名 商　品　名 題　　　名 秒数

1 ベスト企画 山崎　隆明 ホットペッパー 宴会芸、喜んで、私が払う、支払い 15×4

2 ベスト企画 薄　景子 キユーピーマヨネーズ
ワールドマヨネーズ　スペイン,
ワールドマヨネーズ　フランス,
ワールドマヨネーズ　中国

60×3

3 ベスト演出 山内　健司 DECAZO まるでリビング 30

4 ベスト演出 薄　景子 キユーピーマヨネーズ
ワールドマヨネーズ　スペイン,
ワールドマヨネーズ　フランス,
ワールドマヨネーズ　中国

60×3

5 ベスト撮影 Ｍ．ＨＡＳＵＩ ネスカフェエクセラ 風鈴,飛び込み,御輿 30×3

6 ベスト照明 佐藤　好幸 ヱビスビール 雪と夜汽車,星空,船と砂漠 30×3

7 ベスト編集 大岡　俊彦 エービーシー・マート 前進する靴 80

8 ベスト映像技術 松木　靖明 SKIキャンペーン REBORN SKIHERO 30

9 ベスト作曲 井筒　昭雄 エービーシー・マート 前進する靴 80

10 ベスト音楽賞
Stevie Fromm
永石　絵理

キユーピーマヨネーズ
ワールドマヨネーズ　スペイン,
ワールドマヨネーズ　フランス,
ワールドマヨネーズ　中国

60×3

1 演技賞 長嶋　一茂 ANA中国 ノックで中国 30

2 演技賞 松浦　亜弥 グリコ　プリッツ ツップリ・どすこい 15

今年の一連の広告活動審査員特別賞 ネスレジャパングループ

27


