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2022 年 9 月 26 日 

報道各位 

 

「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 

マーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門の
ファイナリスト入賞作品および、最終審査会進出作品発表！ 

～最終審査公開プレゼンテーションを、11/1、2 にオンライン配信！ ～ 

 

一般社団法人 ACC（英文名：All Japan Confederation of Creativity、東京都港区、理事長：高田

坦史)は、優れたクリエイティブを表彰する「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」

（https://www.acc-awards.com/）において、マーケティング・エフェクティブネス部門および、 

クリエイティブイノベーション部門の、ACC ファイナリスト入賞作品および最終審査会進出作品を

発表しました。 

 

■マーケティング・エフェクティブネス部門  

最終審査会進出  10 作品 ／ ACC ファイナリスト 10 作品 

https://www.acc-awards.com/festival/2022fes_result/me.html 

 

■クリエイティブイノベーション部門 

最終審査会進出  10 作品 ／ ACC ファイナリスト 8 作品 

 https://www.acc-awards.com/festival/2022fes_result/ci.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回選出された最終審査会進出作品については、11 月 1 日（火）、2 日（水）に開催のオンライン

イベント「TOKYO CREATIVE CROSSING」にて、プレゼンテーションの様子を公開いたします。 

各作品の代表者（チーム）によるプレゼンテーションおよび質疑応答による審査を経て、総務大臣

賞／ACC グランプリ、ACC ゴールド、ACC シルバー、ACC ブロンズの各賞を決定、発表いたします。 

 

  

https://www.acc-awards.com/
https://www.acc-awards.com/festival/2022fes_result/me.html
https://www.acc-awards.com/festival/2022fes_result/ci.html
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なお、ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS の他 6 部門（フィルム部門、フィルムクラフト部門、ラ

ジオ＆オーディオ広告部門、ブランデッド・コミュニケーション部門、デザイン部門、メディアクリ

エイティブ部門）のショートリストについては、10 月中旬に発表予定です。 

 

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 では、より多くの秀逸な作品を顕彰することで、さまざ

まな企業や団体、クリエイターの日頃の取り組みに光を当てると共に、更なる日本のクリエイティビ

ティの発展に貢献すべく努めてまいります。 

 

 

【公開プレゼンテーション 実施概要】 

 

両部門ともオンラインイベント「TOKYO CREATIVE CROSSING」にて、プレゼンテーションの様子

を公開いたします。 

本イベントへの参加は無料で、「TOKYO CREATIVE CROSSING」特設サイトより事前にご登録いた

だけましたらどなたでもご参加可能です。（9 月末公開予定） 

なお、マーケティング・エフェクティブネス部門のプレゼン内容については ACC 会員社限定コンテ

ンツとなり、会員社でない方には非公開となりますことをご了承ください。 

 

【クリエイティブイノベーション部門】 

審査基準は「ビッグ・アイデア×テクノロジー」。 

未来を創り出す、世の中を動かす可能性のあるアイデアとテクノロジーとの掛け算で産み出された

「プロダクト&サービス」と、「プロトタイプ」を表彰します。 

 

■配信日時：11 月 1 日（火）   

＜プレゼン内容公開と各賞発表＞ 11:15～13:45   

※時間は変更になる可能性があります。 

 

■クリエイティブイノベーション部門審査委員 一覧 

 https://www.acc-awards.com/juries2022/ci/ 

 

 

【マーケティング・エフェクティブネス部門】 ※ACC 会員社限定コンテンツ 

規模には関係ない優れたマーケティング戦略と、効果的なクリエイティブ、表現によって、大きな成

果をあげた施策やキャンペーンを表彰します。 

 

■配信日時：11 月 2 日（水）  

＜プレゼン内容公開と各賞発表＞ 10:00～12:30   

※時間は変更になる可能性があります。 

 

■マーケティング・エフェクティブネス部門審査委員一覧 

 https://www.acc-awards.com/juries2022/me/ 

https://www.acc-awards.com/juries2022/ci/
https://www.acc-awards.com/juries2022/me/
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その他、本アワードの詳細につきましては、「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」特設サイトを

ご覧ください。 

https://www.acc-awards.com/ 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ 

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-4-2 西新橋安田ユニオンビル 6F 

TEL：03-3500-3261  FAX：03-3500-3263 URL：https://www.acc-cm.or.jp 

一般社団法人 ACC  担当：直山 

 

 

https://www.acc-awards.com/
https://www.acc-cm.or.jp/


一般社団法人 ACC  

〒105-0003 港区西新橋 2-4-2  西新橋安田ﾕﾆｵﾝﾋﾞﾙ 6F   TEL 03‐3500-3261 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 

   マーケティング・エフェクティブネス部門 

   最終審査会進出 10 作品 一覧 

 

 

※掲載は作品番号順 

 

作品番号   ：ME221302 

広告主    ：ＵＲ都市機構 

商品名    ：団地の未来プロジェクト 

キャンペーン名：団地の未来プロジェクト 

 

 

作品番号   ：ME221336 

広告主    ：LIFULL 

商品名    ：FRIENDLY DOOR 

キャンペーン名：FRIENDLY DOOR（ローンチキャンペーン） 

 

 

作品番号   ：ME221479 

広告主    ：明電舎 

商品名    ：企業広告 

キャンペーン名：「電気よ、動詞になれ。」ピクセルアート篇 

 

 

作品番号   ：ME221560 

広告主    ：アサヒビ－ル 

商品名    ：BEERY (ビアリー) 

キャンペーン名：微アルのビアリー 

 

 

作品番号   ：ME221739 

広告主    ：朝日町役場 

商品名    ：社会課題解決プロジェクト 

キャンペーン名：共助×DX で地方の未来を創る ノッカルの挑戦 
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作品番号   ：ME221753 

広告主    ：島根県庁 

商品名    ：島根創生 

キャンペーン名：しまねがドラマになるなんて 

 

 

作品番号   ：ME222190 

広告主    ：ドン・キホーテ 

商品名    ：PB「情熱価格」 

キャンペーン名：情熱価格 ブランドリニューアル 

 

 

作品番号   ：ME222394 

広告主    ：サントリーホールディングス 

商品名    ：ほろよい 

キャンペーン名：ほろよい飲んで、なにしよう？ 

 

 

作品番号   ：ME222588 

広告主    ：堀田湯 

商品名    ：堀田湯 

キャンペーン名：この街を、温める。堀田湯 

 

 

作品番号   ：ME222780 

広告主    ：カネボウ化粧品 

商品名    ：KATE マスク、リップモンスター 

キャンペーン名：KATE「no more rules.」ブランドパーパスマーケティング 

 

 

 

以上、10 作品が最終審査会進出となります。 
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「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 

マーケティング・エフェクティブネス部門 

ACC ファイナリスト入賞  10 作品 一覧 

 

 

※掲載は作品番号順 

 

作品番号   ：ME220389 

広告主    ： 日本マクドナルド／ポプラ社 

商品名    ：ハッピーセット 

キャンペーン名：みんなで！どう解く？ 

 

 

作品番号   ：ME221602 

広告主    ：長野県佐久市 

商品名    ：長野県佐久市 

キャンペーン名：日本初！自治体が運営する 

移住の共創型オープンプラットフォーム「リモート市役所」 

 

 

作品番号   ：ME221685 

広告主    ：国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

商品名    ：JAXA 宇宙飛行士候補者募集 

キャンペーン名：JAXA 宇宙飛行士候補者募集 

 

 

作品番号   ：ME222208 

広告主    ：サントリーホールディングス 

商品名    ：サントリー セサミン EX 

キャンペーン名：セサミン EX 「実感年齢」 

全統合型ブランデッドダイレクトビジネス構築 

 

 

作品番号   ：ME222393 

広告主    ：花王 

商品名    ：ブローネ ルミエスト 

キャンペーン名：髪色シミュレーション 
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作品番号   ：ME222485 

広告主    ：森永乳業 

商品名    ：マウントレーニア 

キャンペーン名：コロナ禍を追い風に： 

マウントレーニア深い癒やしキャンペーン 

 

 

作品番号   ：ME222494 

広告主    ：COTEN 

商品名    ：COTEN RADIO 

キャンペーン名：COTEN RADIO 

 

 

作品番号   ：ME222515 

広告主    ：中小企業のチカラ 

商品名    ：中小企業からニッポンを元気にプロジェクト 

キャンペーン名：中小企業からニッポンを元気にプロジェクト 

 

 

作品番号   ：ME222845 

広告主    ：ZONe エナジー 

商品名    ：ZONe エナジー 

キャンペーン名：オープン・パーパスブランディング 

 

 

作品番号   ：ME222854 

広告主    ：サントリーホールディングス 

商品名    ：翠ジンソーダ 

キャンペーン名：翠ジンソーダ 「缶でた。」のに、 

「それはまだ、流行っていない。」      

 

 

以上、10 作品が ACC ファイナリスト入賞となります。 
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   「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 

   クリエイティブイノベーション部門 

   最終審査会進出 10 作品 一覧 

 

※掲載は作品番号順 

 

 

作品番号 ：CI220438 

タイトル ：写真で一言ボケて電笑戦 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：AWS／オモロキ／電通／電通デジタル 

URL   ：https://github.com/aws-samples/bokete-denshosen 

 

 

作品番号 ：CI221458 

タイトル ：ALTER EGO 

カテゴリー：プロトタイプ 

応募団体 ：マッキャンエリクソン／パナソニック 

URL   ：https://panasonic.co.jp/design/flf/works/alter-ego/ 

 

 

作品番号 ：CI221740 

タイトル ：NOT A HOTEL コネクテッドハウス 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：NOT A HOTEL／GO 

URL   ：なし 

 

 

作品番号 ：CI221940 

タイトル ：FRIENDLY DOOR 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：LIFULL／博報堂 

URL   ：https://actionforall.homes.co.jp/friendlydoor 

 

 

作品番号 ：CI222155 

タイトル ：社長のおごり自販機 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：サントリーホールディングス／面白法人カヤック 

URL   ：https://www.suntory.co.jp/softdrink/ogori/ 

 

 

 

https://github.com/aws-samples/bokete-denshosen
https://panasonic.co.jp/design/flf/works/alter-ego/
https://actionforall.homes.co.jp/friendlydoor
https://www.suntory.co.jp/softdrink/ogori/
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作品番号 ：CI222172 

タイトル ：AI DIALOGUE with Saya 

カテゴリー：プロトタイプ 

応募団体 ：TELYUKA／豊橋技術科学大学／名古屋大学／徳島大学／ 

阿南工業高等専門学校／Idein／アイシン／ 

アイシン・ソフトウェア／SIGNING／博報堂／読売広告社 

URL   ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222269 

タイトル ：お米×テクノロジーで社会課題解決 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：バイオマスレジンホールディングス／アンドロップ 

URL   ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222513 

タイトル ：インナーマネジメント®︎AI  

カテゴリー：プロトタイプ 

応募団体 ：藤松 

URL   ：https://www.fujimatsu-japan.com/ja/ 

 

 

作品番号 ：CI222598 

タイトル ：Metabolism Quantized  

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：gluon／クモノスコーポレーション／ホロラボ／ 

福岡大学工学部社会デザイン工学科 

URL   ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222762 

タイトル ：みんなの銀行 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：みんなの銀行／アクセンチュア 

URL   ：https://www.minna-no-ginko.com/ 

 

 

以上、10 作品が最終審査会進出となります。 
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「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」 

クリエイティブイノベーション部門 

ACC ファイナリスト入賞 8 作品 一覧 

 

※掲載は作品番号順 

 

作品番号 ：CI220768 

タイトル ：LISTENING WINDOW  

カテゴリー：プロトタイプ 

応募団体 ：電通／電通クリエーティブＸ 

URL   ：https://listening-window.com/ 

 

 

作品番号 ：CI221112 

タイトル ：Mingle PARTY 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：PARTY／WIRED Japan／サイバーエージェント／ 

CyberHuman Productions 

URL   ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222345 

タイトル ：超音波ヘアケアデバイス「SonoRepro」 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：ピクシーダストテクノロジーズ／ 

TAKUMA YAMAZAKI DESIGN 

URL   ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222412 

タイトル ：ガラスに貼れる革新的な吸音材 

「iwasemi™ HX-α(イワセミ HX-α)」 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：ピクシーダストテクノロジーズ／イトーキ／キノママ 

URL   ：https://pixiedusttech.com/product/iwasemi/hx-a/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://listening-window.com/
https://pixiedusttech.com/product/iwasemi/hx-a/
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作品番号 ：CI222597 

タイトル ：COI-NEXT 鎌倉リサイクリエーションプラス 

「しげんポスト」 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：カヤック 

URL     ：https://shigenpost.com/ 

 

 

作品番号 ：CI222639 

タイトル ：Oops -ED 診療、ぜんぶオンラインで- 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：SQUIZ 

URL     ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222689 

タイトル ：マキシマム ザ ホルモン 腹ペコえこひいき店プロジェクト 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：ワーナーミュージック・ジャパン／ミミカジル 

URL     ：なし 

 

 

作品番号 ：CI222797 

タイトル ：STUDIO 

カテゴリー：プロダクト＆サービス 

応募団体 ：STUDIO  

URL     ：なし 

 

 

以上、8 作品が ACC ファイナリスト入賞となります。 

 

https://shigenpost.com/
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