
　　　　　　　　　　

部門 受賞社名 部門 一次審査通過数

新聞 パナソニック株式会社 新聞 新聞 317 21

雑誌 株式会社木楽舎 雑誌 雑誌 229 20

テレビ 大塚製薬株式会社 「夢の背中」篇 テレビ テレビ 310 22

ラジオ 味の素株式会社 『あたしん家のお母さん（母の日限定CM）』篇 ラジオ ラジオ 165 20

デジタル サントリーホールディングス株式会社 デジタル デジタル 166 20

屋外・交通 株式会社ＮＴＴドコモ スマホ専用トイレットペーパー 屋外・交通 屋外・交通 150 20

テレビ キヤノンマーケティングジャパン株式会社 合計 1337 123

スペース他 スペース他

表裏30段 20秒

30段×2 60秒

30段 20秒

タブロイド版 20秒

15段 20秒

30段 120秒

15段×3 80秒

60秒

20秒

見開き20段 60秒

30段 40秒

表2見開き×8

4C2P×12

4C2P×12

見開き

見開き

4C1P

表3×6

見開き×3

4C1P×12

60秒

60秒

120秒

180秒

60秒

15秒

120秒

60秒

90秒

165秒

50th 週刊少年ジャンプ展 ジャンプ with 東京メトロ スタンプラリー/東京を、冒険しようぜ！ 東京メトロ各駅

docomo GAKUWARI Flip-dot JR秋葉原駅　駅構内イベントスペース

株式会社集英社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 企業広告 「写真っていいね」篇  Aタイプ編 岩手朝日テレビ 株式会社ＮＴＴドコモ ドコモの学割

東京メトロ　メトロコンコースビジョン

公益社団法人ＡＣジャパン 飲酒運転撲滅 頼む、俺みたいになるな。 琉球放送 日本郵便株式会社 WHITE KITTE BREATH-SYNC  ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ」

スパホ専用トイレットペーパー 成田国際空港第1・2・3ターミナル到着ゲート

株式会社ＮＴＴドコモ 企業広告 25年後の夏 フジテレビ ペルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社 メントス mentos® SCOUTING CHALLENGE 渋谷109

日清食品ホールディングス株式会社 お椀で食べるカップヌードル/キチンラーメン 何でもいいから テレビ朝日 株式会社ＮＴＴドコモ docomo Wi-Fi for visitors、Jspeak

屋
外
・
交
通

東京ガス株式会社 企業広告 家族の絆　やめてよ テレビ朝日 サントリーホールディングス株式会社 金麦 金麦花見サイネージ

東急電鉄マナー広告／東急線通学日記シリーズ 東急線沿線駅構内

ムロイロイロ 東京駅中央通路

公益社団法人ＡＣジャパン 全国キャンペーンA/ネットモラル向上の啓蒙 苦情殺到！桃太郎 全国放送局 株式会社資生堂 資生堂　マジョリカ マジョルカ 資生堂 マジョリカ マジョルカ MAJOLICA MUSEUM 東京メトロ新宿駅

AIG JAPAN HOLDINGS ACTIVE CARE(アクティブケア) #TackleTheRisk(タックルザリスク) 青森放送 パナソニック株式会社 全自動おそうじトイレ アラウーノ

知事が妊婦に。

テ
レ
ビ

サッポロビール株式会社 企業広告 第93回箱根駅伝　届けたい言葉篇　本大会 日本テレビ放送網 株式会社明治 きのこの山 明治×東京都　きのこの山の日＆東京都山の日 東京タワー

株式会社岩手日報社 企業広告 最後だとわかっていたなら 岩手放送 ヤフー株式会社 Yahoo! Japan ちょうどこの高さ。 銀座ソニービル屋外

大塚製薬株式会社 カロリーメイト 「夢の背中」篇 青森テレビ 東京急行電鉄株式会社 東急電鉄マナー広告

卒業寄付（グラドネ）

株式会社木楽舎 THANK Food Project ブサイク野菜の美しい季節料理 ソトコト simpleshow foundation simpleshow foundation

ディスりカバリー青森

サントリーホールディングス株式会社 サントリーBOSS 働くって、いいもんだ。THE LAST TRAIN

キユーピー株式会社 キユーピー マヨネーズ 「野菜の色を食べる。」シリーズ/「水・空気・野菜」シリーズ 家庭画報 青森県 青森県観光PR

「交通情報」篇 SBS第一三共ヘルスケア株式会社 第一三共胃腸薬プラス

つくってまもろう　みんなで集めた防災アイデア

花王株式会社 クイックルワイパーハンディー 見上げれば・・・ レタスクラブ パナソニック株式会社 補聴器 聞き間違えない国語辞典

キヤノン株式会社 企業広告 綴プロジェクト「帰ってきた日本の文化財」シリーズ 文藝春秋 日本放送協会 NHK　ニュース・防災アプリ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 EOS × PIXUS 公文健太郎　「耕す人」シリーズ広告 ナショナル ジオグラフィック日本版

デ
ジ
タ
ル

関西電力株式会社

雑
誌

曙光～離れた地でも～

大和ハウス工業株式会社 企業広告 シリーズ　記憶に残る、あの街　この路地 文藝春秋 小田急電鉄株式会社 「江の島・鎌倉エリア」への来訪促進キャンペーン 江ノ電で、会いにゆく。「ENODEN Sound Gift」

【One Month】パパと息子の1ヶ月のふたり暮らし

株式会社ＮＴＴドコモ ネットワーク 最近、出番が減っています。 Discover Japan 株式会社ユーキャン 企業広告 ねこ勉 ～Cats Learning～

花王株式会社 めぐリズム 蒸気温熱シート 人の頭はボーリング球と同じくらい重い。 日経ヘルス 株式会社ユーキャン 企業ブランド

日本から世界へ！　点字ブロック誕生の秘密

企業ブランド

九州全県・沖縄県・山口県 九州・山口 ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン
株式会社虎屋

『栗蒸羊羹』/御題羊羹『明けゆく野』
/季節の羊羹『桜の里』/季節の羊羹『青梅の露』

とらやの和菓子 家庭画報 4C1P×4

株式会社パイロットコーポレーション企業広告2016 書く人に、なろう。 週刊新潮 国立成育医療研究センター 卒業寄付（グラドネ）

新
聞

ラジオ大阪

森永製菓株式会社 チョコボール チョコボール50周年 朝日新聞

サントリーホールディングス株式会社 BOSS 「忖度篇/このろくでもない、すばらしき世界」 TFM系列35局株式会社岩手日報社 企業広告 最後だとわかっていたなら 岩手日報

パナソニック株式会社 テレビドアホン
キユーピー株式会社 読売新聞

20段
5段×2
小枠×8

野菜をおいしく、食卓を楽しくするサラダの紹介
キユーピー ノンオイル 和風たまねぎ
キユーピー ドレッシング 緑キャップシリーズ

8月31日は「野菜の日」
「まさかのノンオイル。」
「サラダは、ここまで爽やかになった。」

ニッポン放送

株式会社ゆうちょ銀行 企業広告 「世代間の会話」篇 JFN38局

パナソニック株式会社 ソーラーランタン/太陽光独立電源パッケージ「パワーサプライステーション」 無電化地域に折り重なる問題へ、太陽の力を 日刊工業新聞 出光興産株式会社 出光音楽賞

TOKYO FM

味の素株式会社 企業広告 一旬一会 読売新聞 東京ガス株式会社 企業広告 クリスマスのごちそう篇 ニッポン放送

大日本除虫菊株式会社 キンチョール 超難解折り紙。 日本経済新聞　読売新聞　産経新聞 東京ガス株式会社 企業広告

ソーラー印刷広告/ネットワークの孤島にはさせない。 朝日新聞別刷 株式会社初田製作所 企業広告 私たちの祈り TBSラジオ

味の素株式会社 企業広告 切れば、和食の花ひらく。 毎日新聞（中部版） 味の素株式会社 「クノール®　カップスープ」塩分40％カット

FM802

株式会社北國新聞社 第101回高等学校相撲金沢大会 相撲ガールズ82手 北國新聞 味の素株式会社 企業広告 『あたしん家のお母さん（母の日限定CM）』篇 ラジオ大阪

株式会社神戸新聞社 防災 避難所もっとよりよく非常袋 #並べる防災 神戸新聞

ラ
ジ
オ

グンゼ株式会社 グンゼオンラインストア 出席

「冷たいひと言/妻」篇

明日世界が終わるとしたら篇

「ベートーベンの30秒」篇

目で見て確認

ラジオ大阪

株式会社ＮＴＴドコモ 企業広告/ネットワーク

経済産業大臣賞 「写真っていいね」篇  Aタイプ編 63

メ 　ダ 　リ 　ス 　ト

受賞社名 商品名 タイトル 出稿媒体 受賞社名 商品名 タイトル 出稿媒体

働くって、いいもんだ。THE LAST TRAIN 東京地下鉄株式会社/株式会社電通 11

株式会社東急エージェンシー 11

JAA賞
グランプリ

無電化地域に折り重なる問題へ、太陽の力を

ベストパートナー賞

株式会社クリエイターズグループMAC 10

ブサイク野菜の美しい季節料理 華道家 前野博紀/ビーコンコミュニケーションズ株式会社 10

株式会社博報堂/株式会社catch/株式会社ENOAD/株式会社AOI Pro. 10

第５６回ＪＡＡ広告賞　消費者が選んだ広告コンクール入賞一覧　（敬称略）

賞 タイトル 賞 受賞社名 応募数 メダリスト入賞数

株式会社電通/株式会社大日 11


