
          

部門 受賞社名 部門 一次審査通過数
新聞 味の素株式会社 新聞 新聞 330 23

雑誌 日本ガイシ株式会社 雑誌 雑誌 194 20

テレビ ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 「ＳＯＭＰＯ認知症サポートプログラム始動」篇 テレビ テレビ 338 20

ラジオ パナソニック株式会社 「メダルの音」篇 ラジオ ラジオ 202 22

デジタル 株式会社そごう・西武 デジタル デジタル 168 24

屋外・交通 東宝東和株式会社 ジュラシック・ピラー 屋外・交通 屋外・交通 177 21

デジタル ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 合計 1409 130

スペース他 スペース他

30段 20

30段 90

30段×3 120
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東京メトロ銀座線1000系特別仕様車

屋
外
・
交
通

“This”is my life. Project ＪＲ東日本 山手線

公益社団法人日本医師会 受動喫煙対策CM 受動喫煙のない未来へ／世界は変わっている。日本はどうだろう? 渋谷街頭ビジョン ４基シンクロ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 カメラ

海月銀河（夏） 大阪メトロ御堂筋線

東京ガス株式会社 企業広告 家族の絆 似たもの親子 テレビ朝日 東宝東和株式会社 ジュラシック・ワールド／炎の王国 ジュラシック・ピラー 都営大江戸線六本木駅ホームビジョン

株式会社海遊館 海月銀河

北海道テレビ

公益社団法人ＡＣジャパン 2018年度全国キャンペーン 視覚障害者と歩きスマホの接触事故 全国キャンペーン 「その危険見えてますか」 全国地上波/BS/CS放送局 株式会社オリエンタルランド 東京ディズニーリゾート３５周年
アサヒビール株式会社/
東京地下鉄株式会社

株式会社岩手日報社 岩手日報 風の電話 IBC岩手放送

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 ハーゲンダッツ ジューシーバー 贅沢に、ジューシーに。 JR東日本 J-ADビジョンステーションセット

福岡県 DV防止啓発キャンペーン STOP DV JR鹿児島本線・西鉄大牟田線・福岡市営地下鉄の主要54駅

サントリーホールディングス株式会社 BOSS

セイコーホールディングス株式会社 企業（時の記念日） 時を休もう。 銀座・和光

株式会社パイロットコーポレーション フリクション 居酒屋篇/社⾧篇A テレビ朝日 JRグループ 山陰デスティネーションキャンペーン 終わりのないノスタルジア、山陰。 全国主要JR駅

東京ディズニーリゾート３５周年｜宣言編 梅田 ロングセット60

新幹線活用久大本線活性化協議会/大分県/
九州旅客鉄道株式会社

第1弾:久大本線ぜんぶつながる。
第2弾:雨のち、ハレ。

JR九州管轄駅および路線

東京メトロに乗って桜を見に行こう!!キャンペーン

テ
レ
ビ

日本郵便株式会社 郵便局のみまもりサービス 「気づかう二人」篇 BSフジ

内閣府 政府広報 ソサエティ5.0「すぐそこの未来」篇 テレビ朝日

株式会社アキタ きよら グルメ仕立て 「グルメな人」篇 日本テレビ/フジテレビジョン/テレビ朝日他

日本たばこ産業株式会社 企業広告 想うた 久大本線全線復旧告知

アサヒスーパードライ スペシャルパッケージ

日本テレビ

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 企業広告 「ＳＯＭＰＯ認知症サポートプログラム始動」篇 日本テレビ

公益社団法人ＡＣジャパン ウォーターエイドジャパン ランドセルとポリタンク

消費者保護「母との約束」篇

パナソニック株式会社 100周年調理家電 「いままでも、これからも」 オレンジページ 本田技研工業株式会社 ブランド広告 Honda "ORIGAMI"

株式会社宗家 源 吉兆庵 果実菓子「自然シリーズ」 季節の果実を和菓子に 家庭画報 内閣府 政府広報

働くって、いいもんだ。THE 25 YEAR TRAIN 東京メトロ:車内ビジョン・駅構内サイネージ・駅ばり

小さな便り、大きな便り。

キユーピー株式会社 キユーピー マヨネーズ farm to plate. 野菜はまっすぐに届く。 家庭画報 株式会社岩手日報社 岩手日報 風の電話

日本ガイシ株式会社 企業ブランディング 家庭でできる科学実験シリーズ Newton 花王株式会社 ニャンとも清潔トイレ

母の日テスト

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Canon EOS×PIXUS テラ（地球）の声 ナショナル ジオグラフィック 日本版 公益財団法人東京都歴史文化財団 江戸東京博物館 TOKYO Before／After

花王株式会社 ビオレＵＶ のびのびキッズミルク ２つの太陽 Mart 株式会社そごう・西武 母の日キャンペーン

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 Dove ダヴ リアルビューティーID

花王株式会社 キュキュット 卒業証書 オレンジページ ライオン株式会社 クリニカKid's 「“こどもの歯磨みがき嫌い”の理由。実は…」篇

第一三共ヘルスケア株式会社 パテサポ 子育てママを応援!パテサポ「キミの重さは愛の重さ」

パナソニック株式会社 ＬＥＤランタン 球ランタン 「暗いあかり」という愛情。 Mart 株式会社NTTドコモ For ONEs 3D Selfie Project

雑
誌

味の素株式会社 ブランド広告 捨てたもんじゃないフルコース anan

デ
ジ
タ
ル

エスビー食品株式会社 S&B スパイス＆ハーブ クミンシード他 My SPICE&HERBシリーズ オレンジページ

無許可 エフエム群馬群馬マスコミ3社
(上毛新聞社・群馬テレビ・エフエム群馬)

特殊詐欺ゼロキャンペーン

防犯対策 ラジオ大阪

キユーピー株式会社 企業広告／キユーピー ドレッシング HAPPY NEW BOTTLE!／サラダウィーク／野菜をもっと食べよう! 朝日新聞/読売新聞 公益社団法人ACジャパン 2018年度全国キャンペーン 視覚障害者と歩きスマホの接触事故 全国キャンペーン 「その危険見えてますか」 全国FM局/全国AM局

株式会社岩手日報社 岩手日報 風の電話 岩手日報 パナソニック株式会社 テレビドアホン

ポジティブに言い換える ニッポン放送

サントリーホールディングス株式会社 サントリー ザ・プレミアム・モルツ 阿波踊り 徳島新聞 トヨタ自動車株式会社 アクア 「言い間違い」篇 TBSラジオ

株式会社明治 meiji THE Chocolate Brilliant Milk NEW 朝日新聞/読売新聞/日本経済新聞 味の素株式会社 企業広告

いちばん食べたいものは何? 浅田親子 ラジオ大阪

株式会社そごう・西武 母の日キャンペーン 2018年全国一斉母の日テスト 朝日小学生新聞/毎日小学生新聞 東京ガス株式会社 企業広告 料理教室篇 TOKYO FM

全国農業協同組合連合会 僕らも郷土の代表だ。（高校野球） 僕らも郷土の代表だ。（高校野球） 朝日新聞/日刊スポーツ/農業新聞 味の素株式会社 企業広告

もしもし J-WAVE

「ごちそうさま、平成。」篇 ニッポン放送

福島民報社 福島民報 おくる福島民報 福島民報 パナソニック株式会社 企業広告 「メダルの音」篇 エフエム東京

パナソニック株式会社 充電式 耳あな型補聴器 G3シリーズ にっぽんきこう 朝日新聞 味の素株式会社 企業広告

タイトル 出稿媒体

新
聞

味の素株式会社 企業広告・味の素kk調味料群 ごちそうさま、平成。 朝日新聞

ラ
ジ
オ

株式会社パイロットコーポレーション アクロボール

受賞社名 商品名 タイトル 出稿媒体 受賞社名 商品名

ペンの違い ニッポン放送

味の素株式会社 企業広告 時短が生んだごちそうです。 岐阜新聞 全日本空輸株式会社 ANAの国際線

メ  ダ  リ  ス  ト

株式会社電通/株式会社ステップ 11

母の日テスト 株式会社電通 10

株式会社電通 12

JAA賞
グランプリ

ごちそうさま、平成。

ベストパートナー賞

株式会社電通/株式会社たき工房 10

家庭でできる科学実験シリーズ 株式会社日本経済社 10

株式会社東急エージェンシー 10

第５７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

経済産業大臣賞 ダヴ リアルビューティーID 63


