
部門 受賞社名 部門 一次選考会通過数

新聞 味の素株式会社 これ、ぜんぶ失敗作・・・から生まれた料理です。 新聞 新聞 366 23

雑誌 花王株式会社 むちゅうって、よごれることだ。 雑誌 雑誌 479 24

テレビ 赤城乳業株式会社 値上げ テレビ テレビ 424 23

ラジオ 株式会社ゆうちょ銀行 「ATMの人・サラリーマン」篇 ラジオ ラジオ 261 22

Ｗｅｂ 日本郵便株式会社 WHITE　Tree　Letter Ｗｅｂ Ｗｅｂ 192 22

屋外・交通 パナソニック株式会社 見えない方がいい広告。 屋外・交通 屋外・交通 216 22

テレビ 大塚製薬株式会社
（敬称略）

合計 1938 136
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株式会社大広/株式会社シーズ広告制作会社

JAA賞
グランプリ

9

雑
誌

株式会社資生堂

味の素株式会社 企業広告 「３６５日のいただきます。」篇 エフエム・ノースウェーブ

株式会社宝島社 企業広告 「死ぬときぐらい　好きにさせてよ」 読売新聞/朝日新聞 株式会社ゆうちょ銀行 ATM

ラ
ジ
オ

富士重工業株式会社 SUBARU　「アイサイト」 「見送りの言葉」篇 エフエム東京/J-WAVE/NACK５

ニベア花王 アトリックスハンドクリーム この指 エフエム・ノースウェーブ

商品名 タイトル 出稿媒体

経済産業大臣賞 61見せてやれ、底力。

メ 　ダ 　リ 　ス 　ト

第５５回ＪＡＡ広告賞　消費者が選んだ広告コンクール入賞一覧

賞 タイトル 賞 受賞社名 応募数 メダリスト入賞数

株式会社アサツーディ・ケイ/ビービ―メディア株式会社 11

ベストパートナー賞

株式会社電通/株式会社たき工房 10

株式会社ＩＤＲ 10

株式会社電通東日本/株式会社電通関西支社/株式会社春企画東京 11

佐藤　舞葉（株式会社電通：プランナー・コピーライター）

味の素株式会社 企業・調味料群 これ、ぜんぶ失敗作・・・から生まれた料理です。 朝日新聞

株式会社マガジンハウス 花王株式会社

受賞社名 商品名 タイトル 出稿媒体 受賞社名

株式会社光文社
「70周年企画／雑誌とは、時代の景色だと思う。」

春を三回楽しむ国。 岐阜新聞/産経新聞/毎日新聞

味の素株式会社 企業広告

雑誌とは、時代の景色だと思う。 朝日新聞/読売新聞 全30段フルカラー

「ATMの人・サラリーマン」篇 エフエム東京系列の全国38局

「ブラインドレストラン」篇 エフエム・ノースウェーブ

第一三共ヘルスケア株式会社 パテックス機能性サポーター

パナソニック株式会社 加湿空気清浄機/メンズシェーバー/温水洗浄便座
「たたむ」は、小さな国の大いなる知恵。（加湿空気清浄機）
「整える」のが、あたり前の国。（メンズシェーバー）
「おもてなし」を、お尻からはじめる国。（温水洗浄便座）

朝日新聞 セメダイン株式会社 スーパーX 日曜大工 エフエム東京

アスリートの一日 MBSラジオ

「光を灯す」篇

親子 エフエム東京／Ｂａｙ　FＭ

イオンリテール株式会社 かるすぽランドセル かるすぽといっしょに、大きくなろう。 朝日新聞

公益社団法人ＡＣジャパン ACジャパン2016年度支援キャンペーン 日本骨髄バンク ヒーロー引退 ニッポン放送他各局全国農業協同組合連合会 47都道府県　特産物 物語は、土から生まれる。 朝日新聞

日本電気株式会社 指紋認証技術

聞き間違い 全国

WHITE　Tree　Letter

株式会社明治 チョコレート

味の素株式会社 ブランド広告

おやつTIMES 旅するような　おやつの時間 オレンジページ

象印マホービン株式会社 圧力IHなべ/全自動コーヒーメーカー/ホットプレート わたしの常連は、家族です。うちの象印食堂 おかずのクッキング

ホクト株式会社 ホクトプレミアム 霜降りひらたけ

日産自動車株式会社 #猫バンバン プロジェクト

パナソニック株式会社 けむらん亭

教えて！チョコ教授！
「腸とチョコレート」篇/「脳とチョコレート」篇 読売新聞

SEIYU（プライスロック）レタスクラブ

セイコーホールディングス株式会社 企業

企業

東日本旅客鉄道株式会社

三菱鉛筆株式会社 創業130年広告 真っ直ぐつくって、130年。 読売新聞

株式会社関電工

花王株式会社 ビオレｕ 泡ハンドソープ むちゅうって、よごれることだ。

シャネル株式会社 CHANCE EAU VIVE シャネルの新しい香り　－　チャンスオーヴィーヴ Numéro TOKYO

株式会社ＮＴＴドコモ 歩きスマホ防止のためのマナー啓発たまらん風味、けむらん幸せ アンドプレミアム

グーグル株式会社 Google Women Will Project #HappyBackToWork株式会社マスメディアン しゅふクリ・ママクリ 妻のクリエイティビティシリーズ 月刊ブレーン

歩きスマホ参勤交代/Samurai Smartphone Parade

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Canon EOS/PIXUS 竹沢うるま　『生きる大地』 ナショナル　ジオグラフィック　日本版

資生堂化粧品 （マジョリカマジョルカ／インテグレート）

Ｗ
ｅ
ｂ

ＷＨＩＴＥ ＫＩＴＴＥ 

内閣府 消費者保護

日本郵便株式会社

株式会社帝国ホテル 企業広告 企業広告 文藝春秋

合同会社西友

アクサ生命保険株式会社 アーユーOK？ ／ スマートフォン向けコミュニケーションアプリ株式会社ホテルオークラ東京 企業広告 ひと皿の物語 文藝春秋

公益財団法人アイメイト協会 企業広告

アイシン精機株式会社 ASLEEP ASLEEP　鐘つき篇／上質な眠りを、ずっと。 中京テレビ放送

読売新聞東京本社 読売新聞 読売新聞折込チラシ　マジック篇 東京都内放送局

High School Girl?　メーク女子高生のヒミツ

好きな駅と生きてゆく
京王線・井の頭線車両ビジョン（K-DGチャンネル）
京王線新宿駅・京王井の頭線吉祥寺駅デジタルサイネージ
（新宿K-DGピリエ、吉祥寺K-DGウォール）

パナソニック株式会社 ふだんプレミアム ふだんプレミアム アンドプレミアム

パナソニック株式会社 加湿空気清浄機

赤城乳業株式会社 ガリガリ君 値上げ フジテレビジョン/全国 屋外広告

東京ガス株式会社 企業 夢を叶えるカツカレー篇 日本テレビ放送網など 公益財団法人メトロ文化財団 2016年度マナーポスター

Mate ATV青森テレビ 大塚製薬株式会社 オロナミンＣ

ダイキン工業株式会社

きのこの山びこ

ＫＤＤＩ株式会社 au 春のトビラ・みんながみんな英雄篇 日本テレビ放送網

森永製菓株式会社

大塚製薬株式会社 カロリーメイト 見せてやれ、底力。 BSN新潟放送 アサヒビール株式会社 アサヒ ザ・ドリーム

味の素株式会社 Cook Do 「Cook Do 回鍋肉　無くなるよ篇」 日本テレビ放送網 森永 ジャック

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケア カンパニー ACUVUE®

株式会社明治 きのこの山

シログチビル屋上

新宿メトロスーパープレミアム

東京メトロ構内、電車内

渋谷丸井壁面広告他

チ・カ・ホ 札幌駅前通地下広場、
および札幌市東区内各地の壁面・屋外看板・店内ポスター等

鹿島臨海鉄道　大洗鹿島線　水戸駅⇔鹿島サッカースタジアム駅区間

新宿駅東口広場

毎日話せば詐欺は防げる

「Ａｒｔ　ｏｆ　ｔｉｍｅ」

HANDMADE HOMETOWN

ASAKUSA AMAZING GUIDE

親子の時計

#猫バンバン プロジェクト

Women Will Japan : みんなの声をカタチに #HappyBackToWork

東武鉄道 流山おおたかの森駅

4Dトレイン広告 『食べたくなるトレイン』

見えない方がいい広告。

生きてる看板　大ぴちょんくん

充電しとく？

読めない看板 by ACUVUE スポ×コン応援団

あなたのマナー、いいカンジ！？

渋谷パルコ前に全長３ｍ超の巨大ラグビーボール着地！

新
聞

おんせん県観光誘致協議会・
大分県・国東市・日田市・竹田市・
九重町・由布市・別府市

大分県観光復興キャンペーン Ｇｏ！Ｏｉｔａ おおいたへ行こう！キャンペーン 西日本新聞
15段カラー×10
突出しカラー
題字下カラー

テ
レ
ビ

京王電鉄株式会社 デジタルサイネージ動画

屋
外
・
交
通

ホクト株式会社 ホクトプレミアム 霜降りひらたけ ホクト霜降りひらたけ　松茸狩り名人の証言 全国

株式会社トヨタマーケティングジャパン ＷＯＷ 「ＭＥＳＳＡＧＥ　ＭＯＶＩＥ　交通安全篇」 日本テレビ放送網

公益社団法人ＡＣジャパン 地域キャンペーン 「言葉は、弾丸にもなる」 福岡放送

大塚製薬株式会社 カロリーメイト


