
          

部門 スペース他 部門 一次審査通過数
新聞 ４５段 新聞 新聞 291 24

雑誌 ３Ｐ 雑誌 雑誌 336 23

テレビ ６０秒 テレビ テレビ 304 24

ラジオ ９０秒 ラジオ ラジオ 244 23

デジタル デジタル デジタル 197 24

屋外・交通 屋外・交通 屋外・交通 172 22

テレビ ３００秒 合計 1544 140

スペース他 スペース他

３０段 ２０秒

１５段×３ ２０秒

１５段 ２０秒

ラッピング/３０段×４

３０段

３０段/２０段 ６０秒

３０段×２ ４０秒

３０段 １２０秒

３０段 ４０秒

１５段×３ ６０秒

３０段

６Ｐ

１Ｐ×１２

表２見開き

４Ｐマルチ

表２見開き

１Ｐ×２８

見開き×８

１Ｐ×７/表４×２

１Ｐ×６

１Ｐ×１０

８Ｐ

６０秒

６０秒

３０秒

６０秒

９０秒

６０秒

９０秒

９０秒

９０秒

１２０秒

きみと一緒だから。

企業広告

アプリ・TEPCO速報

味の素株式会社 「時代が変わり、音が消えた」篇 企業広告

夜の避難訓練

アロンアルフア（アロンアルフア EXTRA速効多用途／アロンアルフア EXTRAゼリー状／アロンアルフア はがし隊）

第一三共胃腸薬プラス ＳＢＳ静岡放送

ライオン株式会社

花王株式会社

「サラリーマン童謡」篇 マイナビ転職

公益財団法人日本盲導犬協会

佐川急便株式会社

母の日催事告知

２３３秒ラ
ジ
オ

商品名 出稿媒体受賞社名 タイトル

中部ＣＭ合同研究会 言いにくいこと 企業広告

Ｊ-ＷＡＶＥシチズン時計株式会社

企業広告 ニッポン放送

ニッポン放送

ルック 濃厚パイプマン 文化放送

ラジオ福島

「3つの誇り」篇

逆流・カップル篇

株式会社マイナビ 名古屋支社

ＣＢＣ

ＺＩＰ-ＦＭ

日本全国ラジオ局公益社団法人ＡＣジャパン

12

株式会社JR西日本コミュニケーションズ/株式会社大阪宣伝研究所

11

10

株式会社博報堂/株式会社博報堂プロダクツ 11

株式会社博報堂/株式会社スパイス

タイトル

株式会社電通/株式会社電通クリエーティブＸ 10
ベストパートナー賞

ラジオ大阪

企業広告非常においしく食べられます。

壁がある。だから、行く。「Try For Dreams.」篇

朝日新聞

味の素株式会社

カスタムヘリテイジ91／カスタム74／カスタム845

第５８回ＪＡＡ広告賞 消費者が選んだ広告コンクール入賞一覧
受賞社名 応募数 メダリスト入賞数

63

賞

見えない障害と生きる。

シニアこそ、お肉。

温度を聞く

父と母の卒業旅行 ～The Last Long Drive～

世界初!?で超めでたい!電車の夫婦にこどもが誕生

企業広告

沸騰浄水コーヒーメーカー

加太さかな線観光列車「めでたいでんしゃ」

報道部 公共キャンペーンスポット

和歌山県和歌山市 加太さかな線

家族みんなで 無くそう逆走

株式会社宗家 源 吉兆庵 パナソニックの顔認証システム

株式会社濱田総業 赤福／おかげ横丁

ねこのきもち

季節のたよりは家族の絆

株式会社大広WEDO/エイトビート株式会社 9

株式会社博報堂

第一三共ヘルスケア株式会社 「数学」篇

東海テレビ放送株式会社

「倍速CM」篇

企業広告 読売新聞/朝日新聞

みんなで”AKARI”アクション/ソーラーランタン 毎日新聞

株式会社オリエンタルランド 企業広告

株式会社クボタ クボタ LOVE米プロジェクト 特別映像「米米米米」 企業広告置き手紙

はしからはしまで、自然の恵みを。

コーヒーのご注文から、プロポーズのお手伝いまで。他 株式会社そごう・西武 母の日テスト2019企業広告

ニャンとも清潔トイレ

児童労働啓発
デ
ジ
タ
ル

パナソニック株式会社

東京電力ホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社

万年筆 カスタム743

和菓子屋の父 篇 企業広告

東亞合成株式会社 接着ナイン!

テ
レ
ビ

ニベア花王株式会社 ニベアクリーム 日本テレビ放送網

株式会社クボタ 企業広告 日本テレビ放送網

鹿児島県 鹿児島県への観光誘客 ＫＢＣ九州朝日放送

富士フイルム株式会社 企業広告 日本テレビ放送網

ＴＢＳ

親子３世代篇

壁がある。だから、行く。「For Smiles.」篇

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス株式会社 ボス THE CANCOFFEE

天然水のビール工場から「時」篇

株式会社ＮＴＴドコモ STAMP BIKE docomo bike share 渋谷ストリーム 稲荷橋広場

日本生命保険相互会社 企業広告

名古屋鉄道株式会社 受験生への応援メッセージでつくる、巨大パズル型広告 MEITETSU SAKURA PROJECT.

笑顔が大好き

東京ガス株式会社

株式会社オリエンタルランド 企業広告 フジテレビジョン

ネスレ日本株式会社 ”みんなサクラサク”キットカット受験生応援キャンペーン キットカット 新宿メトロスーパープレミアムセットほか

ここは、永遠に完成しない場所。

鹿児島の温度を体感してください。

樹木さん2018年末特別篇

公益財団法人メトロ文化財団
東京地下鉄株式会社

グッドマナー,プリーズ!GOOD MANNERS,PLEASE! マナーポスター 駅ばりポスター/中づりポスター

屋
外
・
交
通

小田急線登戸駅 小田急線登戸駅

サントリービール企業ブランディング テレビ朝日

鹿児島県 西郷どん 焼酎632本ディスプレイ広告 焼酎王国 鹿児島県のPR 鹿児島県庁１階エントランスホール

企業広告 テレビ朝日

小田急電鉄株式会社                                                                                               ＴＢＳ ドラえもんたちのいる すこしふしぎな登戸駅

家族の絆 ウチの家族

ヒラキ株式会社 靴のおもしろさを、もっと。 企業広告 店頭ポスター

西川株式会社 西川のきもちいい羽毛ふとん 羽毛布団 東京メトロ全線/中吊り広告

訪日外国人向け観光情報ポータルサイト【WOW! JAPAN】 渋谷MODI壁面ビジョン

名鉄名古屋駅 

関ヶ原＋忠臣蔵

サントリーホールディングス株式会社 ＢＯＳＳ テレビ朝日

株式会社ＮＴＴドコモ WOW! NINJA in SHIBUYA

宇宙人ジョーンズ・平成特別

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 トイ・ストーリーの窓 トイ・ストーリー４ 新宿タカシマヤ１階ＪＲ口特設会場

商品名 出稿媒体

株式会社宝島社 企業広告 読売新聞/朝日新聞

ここは、永遠に完成しない場所。

ＪＡＡ賞
グランプリ

受賞社名
味の素株式会社

味の素株式会社

株式会社クボタ

パナソニック株式会社

東日本高速道路株式会社

南海電気鉄道株式会社

企業広告

商品名 出稿媒体

株式会社北日本新聞社

賞

新
聞

日本経済新聞/朝日新聞/読売新聞ほか

朝日新聞

クロワッサン

日本テレビ放送網

果実菓子「自然シリーズ」 家庭画報

東海テレビ

タイトル

おくる福島民報―イメージも復興しよう―

料理は、脳トレ

これまでの震災は、どこか他県事でした。

サヨナラ地球さん。／あとは、じぶんで考えてよ。

メ  ダ  リ  ス  ト
経済産業大臣賞

受賞社名

株式会社パイロットコーポレーション

鹿島建設株式会社

福島民報社
株式会社ラジオ福島

夜の避難訓練

書くを、支える。 PEN No.462

株式会社グッドマンサービス
アムネスティ・インターナショナル日本

ＡＣＥ
Cruel Recruitment （残酷な求人）

指はあなた。

母校にinゼリー

果実の姿かたち、味わいをそのままに

花王株式会社 ビオレu薬用手指の消毒液 DIME

株式会社パイロットコーポレーション

赤ちゃんのおむつより、大人のおむつが必要とされる国。

書くを、支える。

瑞巌寺 平成の大修理

防災意識啓発 北日本新聞

味の素株式会社 企業広告 毎日新聞

福島民報社 福島民報 福島民報

味の素株式会社 企業広告 Tokyo Walker

Mart

キユーピー株式会社 キユーピー マヨネーズ 家庭画報ほか

株式会社ＮＴＴドコモ

「パパ、嫌い。」～パナソニックの顔認証システム～

海を護ろう これからも

あかりで見てほしい、将来の夢

株式会社宝島社 企業広告 朝日新聞

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社 バラスト水処理ソリューション

TEPCO速報「変わらないこと篇」

花王株式会社

嘘つきは、戦争の始まり。

株式会社帝国ホテル

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 EOS & PIXUS National Geographicふっと幸せ-生命（いのち）がいちばん輝く瞬間

Thanks to Vegetable.

文藝春秋

雑
誌

パナソニック株式会社 ジアイーノ 読売新聞

日経産業新聞

ある男の生き方篇 ＢＯＳＳ

株式会社両口屋是清 尾張菓子見本帳より再現した和菓子 家庭画報六十二万石の創造―尾張菓子見本帳よりー

WOW! NINJA in SHIBUYA 訪日外国人向け観光情報ポータルサイト【WOW! JAPAN】

ｉｎゼリー

ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社 How NOT to Drive in Japanパナソニック株式会社 さあ、次の時代へ

最愛の6500日 フレグランスニュービーズ

週刊文春

森永製菓株式会社

スチームオーブンレンジ/食器洗い乾燥機/ポケットドルツ/ジアイーノ


