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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
作品
番号

1 日本中央競馬会　函館競馬 ひづめ（予告） 15 日本中央競馬会 （株）博報堂 （株）モーニング 833

2
札幌狸小路店OPEN・SALE告
知

札幌姉弟２００４・家族（後編） 15 （株）マツモトキヨシ （株）電通 太陽企画（株） 1692

3 冷醸 <生> バッティング 15 サッポロビール（株） （株）電通／（株）電通北海道 （株）モーニング 2029

4 狸小路商店街 蚊取り豚 15 （株）ニトリパブリック 狸小路商店街 （株）モーニング 2841

5 ポスフールバーゲン フユコレ 15 （株）ポスフール （株）電通北海道 （株）モーニング 2939

6 民放祭統一キャンペーン 翻弄される知床の鳥たち 60 札幌テレビ放送（株） 札幌テレビ放送（株） 札幌映像プロダクション 1600

7 企業 娘の通帳 30 （株）北洋銀行 （株）電通北海道 （株）電通テック札幌支社 2870

8 白い恋人 夏 / 冬 30×2 石屋製菓（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア 1611

9 あ、いいかもキャンペーン 歩道橋 / ヤッホー / りんご 15×3 北海道文化放送（株） （株）電通北海道 （株）インデックス・コア 1612

10 ごろすけホーホー 自己紹介 / にらめっこ / ぬすみ食い 15×3 六花亭製菓（株） （株）電通北海道 （株）モーニング 2073

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
作品
番号

1 ストップ・ザいじめ！ どちらの心も 15 青森県教育委員会 （株）青森テレビ 116

2 企業イメージＣＭ 北都浪漫・秋　弓道 15 （株）北都銀行 （株）東北映像秋田支社 320

3 企業紹介
アクアマリンふくしま　やすらぎをあなた
に

15
（財）ふくしま海洋科学館アクア
マリンふくしま

（有）久保木　英樹デザイン事務
所

（有）久保木　英樹デザイン事務
所

3093

4 お薬手帳 おじいちゃんの捜し物 30 （社）秋田県薬剤師会 （株）サキガケアドバ ＯＦＦＩＣＥ　ＡＲＣ 58

5 温泉旅館 大町桂月 60 蔦温泉旅館 青森放送（株） 175

6 「豊かな心」育成事業 マネキン 30 福島県庁 （株）福島博報堂
（株）アクト／（株）福島クリエイ
ティブ

303

7 ＮＴＴドコモ東北
迷いこんだ世界　　 / おばあちゃんは小野
小町　 / テストのごほうび

30×3 （株）ＮＴＴドコモ東北 協同広告（株） （株）宣映／ＢＵＢＢＬＥ 409

8
みちのく住宅ローン/自動車
ローン/投資信託

新しい家族 / 夫の決断 / 楽しいドライブ 15×3 みちのく銀行 （株）青森博報堂 （有）Qoo 520
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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
作品
番号

1 オートベル　企業 あなたの気持ち 15 （株）オートベル （株）ダン （株）ザ・ないん 693

2 わくわくプレゼントフェア告知 ポールのくじ 15 静岡トヨペット（株） （株）電通東日本 （株）SDTエンタープライズ 1294

3 イメージ ナマズ 15 （有）レップジャパン （株）ダン （株）SDTエンタープライズ 1298

4 自動車税 コンビニ 15 静岡県 （株）ピーエーシー 1864

5 オレオレ詐欺の防止 「大阪のおばちゃん」 15 静岡県 （株）ピーエーシー （株）SDTエンタープライズ 1866

6 イメージ 「決戦！川中島」（字幕スーパー入り） 15 （株）クリーニング志村 （株）山梨放送 アドブレーン社 2781

7 高校生交通安全ＣＭコンテスト 「若葉＆紅葉」 / 「信号３兄弟」 15×2
交通安全Ｋプロジェクト実行委員
会

アンチテーゼ社 196

8 しずぎん　住宅新時代 「１０年後の夫」 / 「１０年後の妻」 15×2 静岡銀行 （株）博報堂 （株）東北新社 661

9 ESHiFT はじまり / さようならイーシフト 15,30 （株）アルバイトタイムス （株）電通東日本 （株）ＳＤＴエンタープライズ 1361

10 イメージ 春夏 / 秋冬 30×2 JA静岡中央会 （株）ピーエーシー （株）朝日メディアブレーン 3037
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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
作品
番号

1 クッキングソース 牛 15 ハインツ日本 （株） （株）アサツーディ・ケイ （株）葵プロモーション 246

2 marion 笑う犬 15 （株）Ｔ＆Ｔ （株）クリーク＆リバー社 （株）仲畑広告映像所 755

3 ペダマダ オーディション／光多郎 15 ユニー（株） （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1000

4 徳川園 墨絵 15 名古屋市緑政土木局 （株）電通 中部支社 エジソンライトハウス 1388

5 人権啓発 赤ちゃん 15 愛知県 名鉄エージェンシー （株）シースリーフィルム 1402

6 愛地球博ＰＲキャンペーン ネイチャー・フューチャー 15 中京テレビ放送（株） 中京ビデオセンター（株） 2447

7 金沢丸善 無言のアピール 15 （株）金沢丸善 ヨシダアドブレーン（株） （株）イノセンス 2836

8 ゼロバンク 「手数料」（拡大中） 15 （株）ゼロネットワークス （株）電通 中部支社 （株）エンジンフイルム 2994

9 店内調理 湯気／わらじ味噌かつ丼 30 （株）ココストア （株）電通 中部支社 （株）シースリーフィルム 1048

10 企業 「植物に挑む男2」 30 辻製油（株） （株）電通 中部支社 （株）電通テック 名古屋支社 1711

11
チュウキョ～くんショートストー
リー

チュウキョ～くんの夏休みその３ 60 中京テレビ放送（株） 中京ビデオセンター（株） 2459

12 I Wedding IZUMODEN 「エプロン」 30 （株）　出雲殿 （株）　アド中部 中京ビデオセンター（株） 2574

13 お盆食品大市 「帰省」 30 ユニー（株） （株）三晃社 （株）ソーリス 2627

14 施設PR でんでんむしの悲しみ 60 新美南吉記念館 中部日本放送（株） 3238

15 ナショナルデー協賛 「牛」 / 「バター」 / 「野いちご」 30×3 （株）スギ薬局 （株）電通 中部支社 （株）電通テック 名古屋支社 1755
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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
作品
番号

1 10チャンネル 10シィーなお肉 15 讀賣テレビ放送（株） （株）博報堂 関西支社 （株）ハイスクール 343

2 ZAQ夏のキャンペーン2005 こないんだ 15
関西マルチメディアサービス
（株）

（株）博報堂 関西支社 （有）ハルック 1810

3 出前一丁 出前ごっこ 30 日清食品（株） （株）アサツーディ・ケイ （株）葵プロモーション 166

4 プリケー 「倍話す夫婦」 30 （株）ツーカーホン関西 （株）博報堂 （株）葵プロモーション 562

5 企業広告 希望の光 60 関西電力（株） （株）大広 （株）ニッポンムービー大阪 2260

6 キャラクター電報販売促進告知 誕生日・新プー 60 西日本電信電話（株）
（株）読売広告社／ＮＴＴアド西日
本営業本部

（株）アットアームズ 2716

7 長崎皿うどん
皿まわし / 俺のことは？ / ワシも / 残
りもんと違う

15×4 （株）マルタイ （株）大広九州 パイロン 62

8
ナビオのバーゲン2004夏／ナビ
オのバーゲン2005冬

花火 / 卓球 15×2 （株）阪急ファシリティーズ （株）大阪読売広告社 東映シーエム（株） 大阪支社 265

9 FOMAのTV電話 チケット / 定年退職 30×2 NTTドコモ関西 （株）電通 関西支社 （株）オールウェイズ 873

10 関西サイクルスポーツセンター 常識を越えた自転車 / 常識を超えた夏 15×2 （財）自転車センター （株）大広 （株）創造 2818
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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
作品
番号

1 のぞみ早特往復きっぷ 諭吉さんと稲造さん（15,000円） 15 西日本旅客鉄道（株）
(株）ジェーアール西日本コミュニ
ケーションズ

（株）高映企画 915

2 社名変更告知 「手品」 15 （株）アグサス （株）エス・ピー・シー （株）日広工房 1884

3
愛媛町並博2004コアイベント/
大洲レトロタウン

「レトロフィルム」 15 愛媛県町並博2004実行委員会 セーラー広告（株） （株）イノセンス 2329

4 愛媛町並博2004 「町並みに、還ろう。」 15 愛媛県町並博2004実行委員会 セーラー広告（株） （株）イノセンス 2341

5 美川スキー場 「ダンシングドミノ」 15 （株）美川観光開発 セーラー広告（株） （株）イノセンス 2449

6 企業 発見社員（ピース） 15 （株）メイツ中国 （株）電通西日本 広島支社 （株）プランドゥプロダクション 2534

7 吉備国際大学 桃太郎 30 学校法人高梁学園 （株）電通西日本 岡山支社 （株）スペース 894

8 大麦いいとも 綾の森・大麦いいとも 30 雲海酒造（株） （株）電通西日本 広島支社 （株）プランドゥプロダクション 905

9 即日訪問修理 初孫 30 （株）デオデオ （株）電通西日本 広島支社 （株）プランドゥプロダクション 1192

10 TSS 開局30周年キャンペーン ティザー「ヤングマン」 30 （株）テレビ新広島 （株）ワンダーランドハウス 1236

11 ＮＴＴドコモ四国 「サイフがない」 30 （株）ＮＴＴドコモ四国 （株）大広西日本 （株）四国東通／（株）スペース 1876

12 朝の食パン
めいちゃん（新発売） / あおいちゃん
（新発売）

30×2 （株）タカキベーカリー （有）副田デザイン制作所 （株）仲畑広告映像所 583

13 グランラセーレ
グランラセーレ卒業式/おとうさん / グ
ランラセーレ卒業式/おかあさん

15×2 ユーアイ・ベルモニー（株） （株）中国博報堂 ワンダーランドハウス 638

14 企業広告 高齢者訪問 / 出前授業 / 自然環境塾 30×3 中国電力（株） （株）中国博報堂
（株）ウィークス／（株）スリーディ
プロダクツ

1027

15 TSS 開局30周年キャンペーン

ティザー 「ブーメラン ストリート」 / 本告「傷
だらけのローラ」 / 本告 ヒデキ登場「ブーメ
ラン ストリート」 / 本告 ヒデキ登場「ギャラ
ンドゥ」

30×4 （株）テレビ新広島 （株）ワンダーランドハウス 1235
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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
作品
番号

1 スカイネットアジア航空 出現 15 スカイネットアジア航空（株） （株）西鉄エージェンシー
（有）パイロン／（株）ユーツー／
（株）アプトクリエーション

1175

2 企業 積み木 15 （財）九州電気保安協会 （株）電通九州 （有）パイロン 1767

3 ナフコのコタツ コタツの魔力 15 （株）ナフコ （株）博報堂 九州支社 （株）ティーアンドイー 1770

4 かぼすドレッシング かぼすからうさぎ 15 フンドーキン醤油 BBDO J WEST （株）ビデオステーションキュー 1830

5 スロットランド須恵店 どすぇ～ 15 （株）新洋 （株）三広 （株）ビデオステーションキュー 1916

6
大分マリーンパレス水族館「う
みたまご」

ポン太　腹筋 15 （株）マリーンパレス （株）電通九州
（株）ティーアンドイー／（株）アプ
トクリエーション／ＡＮＤフィルム
スタジオ

2495

7 MARINOA CITY 『STAMP』 15 FJ都市開発（株） （株）西広 （株）ビデオステーションキュー 2615

8 新天町抽選ロマン 運命 15 新天町商店街共同組合 （株）西広 （株）ビデオステーションキュー 2655

9 ANA 福岡ー名古屋線 福岡ー名古屋線アニメ 15 全日本空輸（株）　福岡支店 （株）博報堂 九州支社 （株）ワンダーランドハウス 2745

10 増床 「誕生」＜OPEN後＞ 15 天神地下街 （株）電通九州 （株）ティーアンドイー 3110

11 アーカンジェル迎賓館 小さな奇跡 30 （株）テイクアンドギヴ・ニーズ （株）パラゴン 958

12 ナチュレル・スローブレッド Tシャツ 60 フランソア （株）大広九州 （株）ビデオステーションキュー 1111

13 企業 「ば。」BAR（男） 30 （株）テレビ熊本 宣伝開発（株） （株）ワンダーランドハウス 1794

14 台風CM 協力呼びかけ（風神） 30 九州電力（株） （株）電通九州 （株）電通テック福岡支社 2386

15 企業 つめかみ 30 モラージュ佐賀 BBDO J WEST
佐賀広告センター／（株）ビデオ
ステーションキュー

2849

16 福岡市ごみ有料化 溢れるごみ箱 30 福岡市 （株）電通九州 （株）電通テック 3100

17 ルネックスパーク 「消防士」 / 「ケチャップ」 15×2 （株）大林観光 （株）シーエスワン （株）ザ・ないん 1664

18 清酒鷹正宗 意地でも / 生きてるだけ / 地方の時代 15×3 鷹正宗（株） （株）大広九州 （株）ワンダーランドハウス 2418
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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
作品
番号

1 ＷＯＮＤＡモーニングショット お乳は好きですか？ 20 アサヒ飲料 （株）電通 関西支社 ＭＩＴ／ビッグフェイス 892

2 冷醸 <生> 高め 20 サッポロビール（株） （株）電通／（株）電通北海道 （株）モーニング 2015

3 サッポロクラシック 大泉洋の｢行きつけの店」 60 サッポロビール（株） （株）読売広告社 （有）フットワーク 1823

4 企業 ビールと野球 / 自由契約 / 読み違い 40×3
（株）北海道日本ハムファイター
ズ

札幌テレビ放送（株） 2071

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
作品
番号

1 ねぎみそ 三十一文字、みそ一筋 20 会津天宝醸造 （株）ラジオ福島 （株）ラジオ福島 573

2 母の日ギフト 楽しみ 20
（株）ローソン　東北ローソ
ン支社

（株）仙台博報堂 （株）イトオンＪスタジオ 1420

3 弁当 新婚夫婦 40
（株）ローソン　東北ローソ
ン支社

（株）仙台博報堂
（株）東北映像企画／（株）
イトオンＪスタジオ

1409

4 李さんの月餅 李さんの月餅 60 リカイ食品 2626

5 Ｔ＆Ｇウェディイング 父の涙 / 母へのプレゼント 40×2 （株）テイクアンドギヴ・ニーズ （有）フットワーク 1478

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
作品
番号

1 企業PR 「してない」 20 （社）栃木県自動車整備振興会 アサヒノ広告（株） アビックスタジオ金沢 926

2 企業PR 「我が家のカレンダー」 20 （有）西根商会 （有）アドホリック スリーエス 928

3 オレオレ詐欺の防止 「大阪のおばちゃん」 20 静岡県 （株）ピーエーシー （株）SDTエンタープライズ 1867

4 春の全国交通安全運動 説得 20 （財）山梨県交通安全協会 （株）山梨放送 （株）アドブレーン社 2751

5 運転中の携帯電話使用禁止 ケータイアナウンス 20 （財）山梨県交通安全協会 （株）山梨放送 （株）アドブレーン社 2756

6 求人募集 求人募集・戦隊 20 （株）エスジーエス （株）山梨放送 （株）アドブレーン社 2769

7 自社告知 ラジオっていいね　～眠っているラジオ 40 （株）新潟放送 （株）新潟放送 2718

8 市原市
防犯カメラ / 防犯啓発オレオレ詐欺 / 防
犯啓発ひったくり / 防犯啓発空き巣

60×4 市原市 （株）電通東日本 （株）大日 2305

9 自社告知  いっしょらこてラジオ / おでかけラジオ 40×2 （株）新潟放送 （株）新潟放送 2714

10 ヘアーオフ チョキチョキシャワシャワ / 髪、鼻、肌 20×2 トックスジャパン（株） （株）クリエイト （株）クリエイト・ワン 2967
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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
作品
番号

1 キリンビール 名古屋名物 20 キリンビール（株） （株）電通 名古屋支社 （株）シースリーフィルム 282

2 ミエライス ファミレス 20 （株）ミエライス （株）電通 中部支社 （株）　ＭＩＸ 1254

3 キリンビール 比較実験 20 キリンビール（株） （株）電通 中部支社 スタジオミックス 1313

4 車選びドットコム 車エビ 20
（株）ファブリカコミュニケーショ
ンズ

（株）名鉄エージェンシー （株）スタジオ企画 1599

5 月刊KeLLy6月号 不治の病 20 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画 1660

6 エアウェイブ 「風の名前」 20 ホンダクリオ愛知 廣告社（株） （株）スタジオ企画 1998

7 オープン告知 自然のめぐみ本日オープン 20 （株）平田工業 （株）新東通信 （株）スタジオ企画 2549

8 ＣＢＣハウジング 「パビリオン」 20 中部日本放送（株） （株）新東通信 （株）スタジオ企画 2976

9 月刊KeLLy8月号 「それとも」 20 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画 3023

10 愛知大学 最後の神頼みシリーズ　母親 60 学校法人愛知大学 （株）電通 中部支社 （株）ミックス 1036

11 愛知学院大学 花の名前 60 愛知学院大学 （株）電通 中部支社 1282

12 月刊KeLLy8月号 ラブ面接 60 （株）ゲイン （株）新東通信 （株）スタジオ企画 1644

13
おサイフケータイ（デラ・ファンタ
ジア）

「イコマーイ」 60 （株）NTTドコモ東海 （株）新東通信 （株）スタジオ企画 1677

14 とらばーゆ OL達の本音　ドケチ 120 （株）リクルート （株）電通 中部支社 1305

15 とらばーゆ
横文字部長 / ユニーク部長 / なやみ部長
/ お魚部長

60×4 （株）リクルート （株）電通 中部支社 （株）ミックス 901

16 節電
エコ俳句（春） / エコ俳句（夏） / エコ俳句
（秋） / エコ俳句（冬）

60×4 中部電力（株） （株）三晃社 アーバンライフスタジオ 2413
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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
作品
番号

1
アウディ西宮・アウディ神戸・アウ
ディ姫路

英会話 20 阪神小型モータース （株）電通西日本 （株）ステップ 1595

2 企業 体脂肪 20 （株）サポート （株）電通西日本
（株）電通テック 関西支社／
（株）ステップ

1598

3 zeppin 10回クイズ 20 江崎グリコ（株） （株）大広
朝日放送（株）／（株）ヒッツコー
ポレーション

2109

4 天使のくちびる 天使の会話：社会のしくみ 20 ロート製薬（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 2783

6 パルックボールスパイラル 世の中あかるいと 40 松下電器産業（株） （株）大広 東京本社 （株）ビッグフェイス 1023

7 ABCラジオ いつもそばに 40 朝日放送（株） （株）大広 （株）ビッグフェイス 2186

8 卓上IH 体内年齢トーク/結婚の申し込み 40 松下電器産業（株） （株）大広 東京本社 （株）ビッグフェイス 2432

9 光のルネサンス 光のルネサンス 95 大阪市市長室・広報課 （株）ビッグフェイス 88

10 ツーカーV3 ホテル塚本 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 1743

11
ナショナル・パルックボールスパ
イラル

あかりを消すと 120 松下電器産業（株） （株）大広 東京本社 （株）ビッグフェイス 2207

12 ぴあ関西版
冬の映画／ハウル・ミスター　 / コピーライ
ター　 / ミョウガ

60×3 ぴあ（株） （株）電通 関西支社 （株）アットアームズ 627

13
ソヤファーム　さらさらスッキリ調
製豆乳

サラリーマンおまめ日記　9月27日 / サラ
リーマンおまめ日記　9月28日 / サラリー
マンおまめ日記　9月29日 / サラリーマン
おまめ日記　9月30日

80×4 不二製油（株） （株）電通 関西支社 （株）ステップ 725

14
ソヤファーム　さらさらスッキリ調
製豆乳

まめまめラジオ4月11日 / まめまめラジオ4
月13日 / まめまめラジオ4月18日 / まめま
めラジオ4月19日

80×4 不二製油（株） （株）電通 関西支社 （株）ビッグフェイス 726

15 eo光電話 第一話 / 第二話 / 第三話 120×3 （株）ケイ・オプティコム （株）読売広告社 （株）ヒッツコーポレーション 1576
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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
作品
番号

1 総合不動産 自慢したい 20 （株）朋友商事 山口放送（株） 山口放送（株） 1567

2 仏壇・仏具・墓石販売 チンして 20 おぶつだん・お墓の翠心堂 山口放送（株） 山口放送（株） 1568

3
公共広告機構2004年度中四国
キャンペーン「親子のコミュニ
ケーション」

「話そう、笑おう、メシ食おう。」 40
（社）公共広告機構中四国事務
局

セーラー広告（株） （株）イノセンス 2371

4 ドコモショップ来店促進 告白 60 （株）NTTドコモ四国
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 2787

5 iモードFelica あきれた彼氏 80 （株）NTTドコモ四国
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 2798

6 冬用タイヤ装着促進
カーナビその１ / カーナビその２ / カーナビそ
の３ / カーナビその４

20×4 日本道路公団中国支社 （株）中国博報堂 （株）スタッフコーポレーション 1010

7 ネッツトヨタ瀬戸内 トーマス・クック / リヒトホーフェン / ゴッホ 60×3 ネッツトヨタ瀬戸内（株） （株）四国博報堂　愛媛支社 （株）スペース／（株）ステップ 2293

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
作品
番号

1 スカイネットアジア航空 セリフ 20 スカイネットアジア航空（株） （株）西鉄エージェンシー
パイロン／（株）アプト・クリエー
ション

1193

2 パチンコの玉屋本店オープン 全国の皆さん 20 （株）玉屋 （株）電通九州 （株）アプト・クリエーション 1818

3 イコイコデー 数字 20 ソラリアステージ （株）西鉄エージェンシー （株）アプト・クリエーション 2469

4 企業 東京湾にて 20 スカイマーク エアラインズ（株） （株）電通九州 ティーアンドイー 2607

5
大分県「地球温暖化防止キャン
ペーン」

ザトウクジラのラブソング 20 大分県 （株）シーエスワン （株）オーティス 2954

6 環境問題 海の男たちは、山の男たちになった。 40 （社）公共広告機構九州事務局 （株）西鉄エージェンシー
（株）ワンダーランドハウス／
（株）九州録音センター

1517

7 黒伊佐錦 夢 40 大口酒造協業組合 （株）西広 （株）ビデオステーションキュー 2690

8 白岳しろ 前略 60 高橋酒造（株） （株）電通九州 広告研究所 2740

25



特　別　賞

No. 技術名 個　人　名 商　品　名 題　　　名 秒数

1 ベストＣＤ 佐々木宏 LIVE/中国/ANA
宮崎あおい＠上海「切手 」 / 小林克也＠杭州「お茶 」 / 高嶋政伸
＠上海「占い 」 / 円広志＠北京「西太后の湖 」

30×4

新・羽田ターミナル告知 「滑走路ダンス」 30

芝浦アイランド 島・鳥 15

超保険 THE NOSE 15

企業 過剰な想像 60

自動車保険 自走車 30

企業 タイポ / 過剰な想像 / 無事故の男 30×3

企業ブランド／トップバリュポテトチップ／トップバリュタ
スマニアビーフ／パンクしない自転車

広告する人フフン（全国） / イオンを広告する人（全国） / 広告する人シズル
（全国） / 広告する人落しモノ（タイム） 30×4

岩本恭明 FANTA ｢そうだったらいいのにな ヤギ｣ 15

FANTA 「そうだったらいいのにな　カメラマン」 15

FANTA 「そうだったらいいのにな リモコン」 15

2 ベストプランナー 澤本嘉光 LIVE/中国/ANA
宮崎あおい＠上海「切手 」 / 小林克也＠杭州「お茶 」 / 高嶋政伸＠上海
「占い 」 / 円広志＠北京「西太后の湖 」 30×4

芝浦アイランド 島・鳥 15

超保険 THE NOSE 15

企業 過剰な想像 60

自動車保険 自走車 30

企業 タイポ / 過剰な想像 / 無事故の男 30×3

WOWOW ドラマ 60

角川文庫 聴診器 30

山内健司 コンコルド コンコル道を往く者　1　タバコ 15

コンコルド ２　ケイタイＡ / ３　アパート / ４　野菜 / ５　男の家 15×4

井村光明 FANTA ｢そうだったらいいのにな ヤギ｣ 15

FANTA 「そうだったらいいのにな　カメラマン」 15

FANTA 「そうだったらいいのにな リモコン」 15

3 ベスト企画・コピー 直川隆久 水性キンチョール
金鳥ラジオ小説　「父子水」　第三回 / 金鳥ラジオ小説　父
子水　第四回

260, 280

4 ベストコピー 岡部将彦 とらばーゆ 答えなさい・事務 120

とらばーゆ 事務 / 医療 / 美容 / 販売 60×4

5 ベスト企画 上田浩和 カロリーメイトゼリー 時報の女 90

6 ベストプロデューサ 村井敏雄 コンコルド コンコル道を往く者　1　タバコ 15
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No. 技術名 個　人　名 商　品　名 題　　　名 秒数

コンコルド ２　ケイタイＡ / ３　アパート / ４　野菜 / ５　男の家 15×4

中江康人 FANTA ｢そうだったらいいのにな ヤギ｣ 15

FANTA 「そうだったらいいのにな　カメラマン」 15

FANTA 「そうだったらいいのにな リモコン」 15

7 ベスト演出 福本ゆみ ANA中国 LIVE中国ANA／人民と革命 60

ANA中国 ４１１の音符 / 魚と雨と / 漢字の国 60×3

体脂肪体重計 見えるラジオ／体形 20

ボス　レインボーマウンテン 虹になる 25

ANA中国 LIVE中国ANA／公家と大名 60

川西純 SBS地上デジタル開始 「侍」 60

オロナミンCドリンク あの人に会いたい（ぺ・ヨンジュンさん） 30

味の素スタジアム ハスキーな女たち 90

8 ベスト撮影 上田義彦 伊右衛門 師匠に / のれん/ＨＯＴ / 帰宅 / 桜餅 30,15,30×2

fino おはよう / 笑おう / 恋をしよう / 本を読もう 15×4

9 ベスト照明 榎木康治 伊右衛門 師匠に / のれん/ＨＯＴ / 帰宅 / 桜餅 30,15,30×2

fino おはよう / 笑おう / 恋をしよう / 本を読もう 15×4

10 ベストアートディレクション 田中秀幸 新・羽田ターミナル告知 「滑走路ダンス」 30

芝浦アイランド 島・鳥 15

ＳＫＩｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ＴＲＩＰＬＥ ＪＵＭＰ 30

11 ベスト編集 清水六郎太 伊右衛門 師匠に / のれん/ＨＯＴ / 帰宅 / 桜餅 30,15,30×2

超保険 THE NOSE 15

自動車保険 自走車 30

ＳＫＩｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ＴＲＩＰＬＥ ＪＵＭＰ 30

Apeos
What is Apeos?その１ / What is Apeos?その2 / What is
Apeos?その3

30×3

11 ベスト編集 Lucas Eskin いつか遊びがモノをいう いつか遊びがモノをいう 60

12 ベスト音楽賞（作曲、編曲） 久石譲 伊右衛門 師匠に / のれん/ＨＯＴ / 帰宅 / 桜餅 30,15,30×2

12 ベスト音楽賞（作詞、作曲、歌唱） 本間絹子 fino おはよう / 笑おう / 恋をしよう / 本を読もう 15×4

13 演技賞 宮沢りえ 伊右衛門 師匠に / のれん/ＨＯＴ / 帰宅 / 桜餅 30,15,30×2

fino おはよう / 笑おう / 恋をしよう / 本を読もう 15×4

本木雅弘 伊右衛門 師匠に / のれん/ＨＯＴ / 帰宅 / 桜餅 30,15,30×2

上戸彩 オロナミンCドリンク あの人に会いたい（ぺ・ヨンジュンさん） 30

藤木孝 コンコルド コンコル道を往く者　1　タバコ 15

コンコルド ２　ケイタイＡ / ３　アパート / ４　野菜 / ５　男の家 15×4
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