
点数 広告主 タイトル 出品者 所属

最高賞 16 パナソニック Voice of Home 畠山侑子 大広WEDO

一倉宏賞 - 丸善ジュンク堂書店、他 本屋さんの季節のポスター・栞シリーズ 野田芳希 ＤＮＰ ＡＢセンター

岡部将彦賞 - 関西電気保安協会 ある日突然関西人になってしまった男の物語 細田佳宏 タイガータイガークリエイティブ

久我佳太賞 - サントリー 顔の映らない主役 嶋野裕介 電通

安藤真理賞 - 和田興産 迷える幸せ 盛田真介/川口修 電通西日本神戸支社

大塚久雄賞 - 竹久夢二本舗敷島堂 間接キス 川口修/西本千紘/正躰慧吾 電通西日本岡山支社

加藤了平賞 - 名古屋市東山動植物園 絶滅危惧動物ポスター 北澤実/長谷川裕晃 新東通信

成田倫史賞 - 大阪経済大学 17歳からのメッセージ 審良聡太郎 博報堂

森俊博賞 - 博勝堂 特殊製本シリーズ 都竹玲子 東急エージェンシー

CCN会員賞 - パナソニック Voice of Home 畠山侑子 大広WEDO

TVCM部門 14 東海テレビ 見えない障害と生きる。 高阪まどか 電通中部支社

12 ジャパンパーク＆リゾート 日本一心の距離が・・・ 河西智彦 博報堂

9 ぜに屋本店 思い出たち 勝浦雅彦 電通

9 阪九フェリー 車ごとのせちゃえ！ 下津浦誠 BBDO J WEST

7 グッデイ 10連休が怖い 古屋彰一 BBDO J WEST

6 タイムツリー いい夫婦ってなんだろう 見市沖/杉井すみれ 電通

ラジオCM部門 12 パナソニック Voice of Home-帰っておいでアナウンス- 畠山侑子 大広WEDO

8 パナソニック 学習するチカラ 吉岡由祐/畠山侑子 大広WEDO

8 味の素 矛盾の歌 西村和久 電通

7 パイロットコーポレーション 本格 早坂尚樹 電通

7 エフエム栃木 60秒雑学 福宿桃香 電通

7 ロート製薬 娘で実験 廣瀬泰三 電通関西支社

グラフィック部門 13 ジャパンパーク＆リゾート 日本一心の距離が・・・ 河西智彦 博報堂

12 防災気象PRO 防災を自分ごとにする 加部達彦 東急エージェンシー

12 関西電気保安協会 企業 細田佳宏 タイガータイガークリエイティブ

10 北國新聞社 Relay of Effort 姉川伊織/佐藤一貴 電通

9 マツ六 手すりいろいろシリーズ 重泉祐也 モノリス

9 そごう・西武 「わたしは、私。」2020 炎鵬の逆転劇 島田浩太郎/上島史朗/山際良子/宗政朝子 フロンテッジ

8 ほっぺるランド ともつくポスター 勝浦雅彦 電通

8 テレビ朝日 ド曜日 加藤洋平/加藤悠/川瀬真由/金子義幸 ADKクリエイティブ・ワン

7 ヒラキ #履き方改革 盛田真介/細田哲宏 電通西日本神戸支社

7 西鉄自動車学校
向かいのホーム スマホ世代が
こんなところ 見るはずもないのに

松尾昇 西鉄エージェンシー

7 博勝堂 特殊製本シリーズ 都竹玲子 東急エージェンシー

6 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン #令和の就活ヘアをもっと自由に 阿南由貴佳/小髙龍磨 グレイワールドワイド

6 北日本新聞社 これまでの震災は、どこか他県事でした。 細川万理 ADKクリエイティブ・ワン

6 サクラクレパス 自由へのパス。 窪田倫明 大阪宣伝研究所

6 タイムズコミュニケーション 電話受付スタッフ募集 藤田篤史 パラドックス

WEB部門 9 日本ハム 時代に流されたシャウエッセン。 早坂尚樹 電通

9 青森県 嫉妬 嶋野裕介 電通

9 そごう・西武 「わたしは、私。」2020 炎鵬の逆転劇 島田浩太郎/上島史朗/山際良子/宗政朝子 フロンテッジ

8 関西電気保安協会 ある日突然関西人になってしまった男の物語 細田佳宏 タイガータイガークリエイティブ

8 青森県 あおもりんご 嶋野裕介 電通

8 トヨタ自動車 ラブワゴンと、99%の愛。 岩本光博 デルフィス

7 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン
#令和の就活ヘアをもっと自由に
「これからも、この髪で。」

阿南由貴佳/小髙龍磨 グレイワールドワイド

7 ソフトバンク がんばれ受験生（と親） 嶋野裕介 電通

自由部門 16 パナソニック Voice of Home 畠山侑子 大広WEDO

7 森永製菓 ベイクを買わない理由100円買取CP 河西智彦 博報堂
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点数 広告主 タイトル 出品者 所属

TVCM部門ファイナリスト 5 名古屋市東山動植物園 絶滅危惧動物CM 北澤実/長谷川裕晃 新東通信

5 清香園 うまい肉に全力（創業60周年） 西村和久 電通

ラジオCM部門ファイナリスト 5 パナソニック 音で想像 福田晴久 電通関西支社

5 ヨシケイ山形 最初から 佐藤一貴 電通

5 ロート製薬 熟年ラブストーリーその１その２その３ 廣瀬泰三 電通関西支社

グラフィック部門ファイナリスト 5 JRグループ 日本の美食どころへ。 古橋亮羽 ジェイアール東日本企画

5 日本教育財団 東京通信大学 入学促進 桜井奏 クオラス

5 ひがしもとピアノ教室 弾く子は育つ。 盛田真介 電通西日本神戸支社

5 竹久夢二本舗敷島堂 マスカットきびだんごポスターシリーズ 川口修/西本千紘/正躰慧吾 電通西日本岡山支社

5 名古屋市東山動植物園 絶滅危惧動物ポスター 北澤実/長谷川裕晃 新東通信

5 伊太利亜飯店 華婦里蝶座 企業広告 齋藤大樹 ビーコンコミュニケーションズ

WEB部門ファイナリスト 5 大阪経済大学 17歳からのメッセージ 審良聡太郎 博報堂

5 デンソー タイムライントラベル 山本修 電通

5 UNIONE（ユニオネ）
空耳するほど愛したアマンテたちへ捧ぐ
ミュージックビデオ

田中雅之 電通

5 サントリー ギュル消し 橋本祥平/市川晴華/関川卓也 読売広告社

自由部門ファイナリスト 5 ブラザー工業 ブラザーが結婚式つくってみた 松下晃平 新東通信

5 サントリー ギュル消し 橋本祥平/市川晴華/関川卓也 読売広告社
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