
          

部⾨ スペース他 部⾨ ⼀次審査通過数

新聞 15段×8、30段 新聞 新聞 183 25

雑誌 ⾒開き 雑誌 雑誌 138 25

テレビ 60秒 テレビ テレビ 308 21

ラジオ 60秒 ラジオ ラジオ 172 20

デジタル デジタル デジタル 223 21

屋外・交通 屋外・交通 屋外・交通 140 20

テレビ 60秒 合計 1164 132

スペース他 スペース他

15段×3 80秒

30段 20秒

60段 60秒

15段、60段 60秒

15段×2 40秒

15段 20秒

15段 60秒

30段 60秒

突き出し､5･7･15段 100秒

15段×2 90秒

1P×5

⾒開き

1P×9

1P×4

1P×3

1P×8

⾒開き×12

1P×9

1P×4

90秒

60秒

60秒

60秒

60秒

30秒

15秒

90秒

60秒

60秒

ラジオ⼤阪

⼤⽇本印刷株式会社

テ
レ
ビ

朝⽇放送テレビ2021年度全国ｷｬﾝﾍﾟｰﾝB ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙな未来を 〜さぁっ動き出そう｡〜⾷品ロスチラシ公益社団法⼈ACジャパン

屋
外
・
交
通

家庭画報キユーピー マヨネーズハーブ そして、サラダは旅に出る。キユーピー株式会社

デ
ジ
タ
ル

森永乳業株式会社 その⽇最後の癒やしCM マウントレーニア動物寝顔パッケージ テレビ東京

⽇本ハム株式会社 シャウエッセン断髪式 シャウエッセン断髪式 テレビ朝⽇等

住友ゴム⼯業株式会社 静 LE MANS Ⅴ

⾃殺防⽌啓蒙 JR博多駅構内福岡県 ⾔葉には、⽣死を分ける、⼒がある。

森永製菓株式会社 かわいい×かわいい ｺﾝﾃﾝﾂ掛け合わせ⼯作ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 森永ビスケット 全国量販店店頭

株式会社毎⽇新聞社 毎⽇新聞 創刊150年 聞こえない声 企業広告 BS11、BS-TBS

｢週刊ﾔﾝｸﾞｼﾞｬﾝﾌﾟ｣2022年22･23合併号(『ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｶﾑｲ』最終話) 札幌、帯広、新宿、⼤阪株式会社集英社  THE SNOW COMIC

徳島県⽴博物館 視点を変えよう。 徳島県⽴博物館の取り組み 徳島阿波おどり空港、商業施設等

公益社団法⼈福岡県ｼﾙﾊﾞｰ⼈材ｾﾝﾀｰ連合会 ｢奥さん｣でも､｢お⺟さん｣でもなく､今⽇の私は｢恵⼦さん｣ シルバー⼈材センター会員募集 九州朝⽇放送、TVQ九州放送

株式会社ブリヂストン 企業広告「どこまでも⾏こう。⽉⾯タイヤ篇」 ⽉⾯タイヤ ⽇本テレビ放送網

BOSS 新宿駅ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 「⻘空みたいな星で。」篇

ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 ⼤⾃然よ、僕たちのピュアな部分になってくれ。 天然⽔ JR東⽇本 新宿ウォール456プレミアム+

株式会社⼭陰中央新報社 新聞を配ることは、気を配ること。 新聞配達員募集・啓発 TSKさんいん中央テレビ

静岡市 静岡市街地

株式会社クボタ 「壁がある。だから、⾏く。」For Promise. 篇 企業広告 ⽇本テレビ放送網等 株式会社三省堂書店 いったん、しおりを挟みます。 三省堂書店神保町本店 三省堂書店神保町本店⼤型懸垂幕

株式会社NTTドコモ おじいちゃんがスマホに替えた NTT docomo ⽇本テレビ放送網 NTT⻄⽇本株式会社 静岡⽀店 静岡市プラモデル化計画

公益社団法⼈ACジャパン 2022AC ⽀援 プランインター アイアム ア チャイルド ACジャパン⽀援キャンペーン 東急電鉄等

株式会社岩⼿⽇報社 「⾝元不明者」篇 3⽉11⽇震災広告 IBC岩⼿放送

企業広告

ﾕﾆﾘｰﾊﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社 ママをOFFろ ダヴ うるおいホイップ泡ボディウォッシュ

株式会社ひよ⼦ ひよ⼦のお菓⼦と名品 菓⼦ 家庭画報 株式会社Bot Express 「ある市役所で」篇

ACTION︕防災・減災

株式会社帝国ホテル おもてなしの⼼シリーズ 企業広告 ⽂藝春秋 ⽇本ハム株式会社 シャウエッセン断髪式 シャウエッセン

⼤和ハウス⼯業株式会社 シリーズ 創作が⽣きる場所 「作家のペンと家」 企業広告 週刊⽂春 ⽇本⾚⼗字社 おうちの中のモンスター

メーカーズマーク

株式会社宗家 源 吉兆庵 季節の果実を和菓⼦に 和菓⼦ 家庭画報 株式会社タカラトミー 「その想像を駆動させる」篇 プラレール

株式会社宗家 源 吉兆庵 果実の姿・形・味わいをそのままに 和菓⼦ 家庭画報 ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 THANKS LABEL「THANKS FACTORY 2021 冬」篇

佐賀県競⾺組合 うまてなし。 佐賀競⾺場移転開設50周年

⻘森県 ⻘森でOFFろう。 ⻘森県観光ブランディング ⽇経ﾄﾚﾝﾃﾞｨ､⽇経WOMAN､anan､ｻﾗｲ､BRUTUS

株式会社NTTドコモ味の素株式会社 「落としぶた」って、どんなブタ︖ CookDo MART

Sports Graphic Number

株式会社岩⼿⽇報社 「⾝元不明者」篇 3⽉11⽇震災広告

｢愛の備え11ｹﾀ｣〜⼤切な⼈の携帯番号を覚えて愛を伝えよう〜 愛の備え11ケタ

⾙印株式会社 やさしい切りかた辞典 やさしい切りかた辞典

カロリーメイト ラジオ⼤阪

株式会社宝島社 ⼤塚製薬株式会社 リスニングテスト カロリーメイト

⼤王製紙株式会社 奨学ナプキンはじめます。 エリス 産経新聞 ⼤塚製薬株式会社 「待たされる電話」篇

ラ
ジ
オ

朝⽇新聞2022年 正⽉企業広告男でも、⾸相になれるの︖

岩⼿⽇報3⽉11⽇震災広告あの⽇のテレビ欄／⾝元不明遺体

企業広告 TOKYO FMハブとマングースの対話 沖縄復帰50周年記念メッセージ広告 琉球新報、沖縄タイムス

企業広告 InterFM897株式会社岩⼿⽇報社

株式会社琉球新報社､株式会社沖縄ﾀｲﾑｽ社

株式会社ユニクロ

不寛容な時代〜現代社会の公共ﾏﾅｰとは ﾆｯﾎﾟﾝ放送､TBSﾗｼﾞｵ､⽂化放送､TOKYO FM､J-WAVE等

戦没画学⽣慰霊美術館 無⾔館 「無⾔館」は本来、存在してはならない美術館です 同館のコンセプトと平和への願い 信濃毎⽇新聞 公益社団法⼈ACジャパン 2022AC ラジオCM⽀援 プラン アイアム篇 ACジャパン⽀援キャンペーン TOKYO FM等

⼤塚⾷品株式会社  ｢ﾚﾄﾙﾄは､がんばります｡｣｢ﾚﾄﾙﾄで､がんばらない｡｣ ボンカレー 読売新聞、⽇本経済新聞 公益社団法⼈ACジャパン 寛容ラップ

「⾬の名前」篇 企業広告 TOKYO FM

ヘルパータスケ TOKYO FM

味の素株式会社 保存新聞 企業広告 朝⽇新聞、毎⽇新聞

味の素株式会社 息⼦のお弁当、⺟の朝ごはん 企業広告 ラジオ⼤阪株式会社岩⼿⽇⽇新聞社 ⾼校3年⽣、最後のお弁当。 卒業祝い広告 岩⼿⽇⽇新聞

ラジオ⼤阪企業広告⾔葉の隠し味味の素株式会社

受賞社名 タイトル 商品名 出稿媒体 受賞社名 タイトル 商品名 出稿媒体

J-WAVE

株式会社東急エージェンシー 関⻄⽀社

｢新聞を配ることは､気を配ること｡｣⼭陰中央新報140th 新聞配達員募集・啓発 ⼭陰中央新報

味の素株式会社

新
聞

味の素株式会社 「ただいま おかえり」会って、⾷べて、笑って。 企業広告 毎⽇新聞 アース製薬株式会社 ⺟のこと

株式会社InterFM897 ⽇本の⽣活

株式会社電通、株式会社ビッグフェイス

近づいてくる⺟ ⺟の⽇キャンペーン 読売新聞

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙｴｸｾﾚﾝｽ株式会社 1％の責任

雑
誌

第60回 JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール ⼊賞⼀覧
賞 受賞社名 タイトル 商品名 出稿媒体 賞 受賞社名 応募数 ⼊賞数

64

公益社団法⼈ACジャパン 寛容ラップ 不寛容な時代〜現代社会の公共ﾏﾅｰとは ⽇本ﾃﾚﾋﾞ､TBS､ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ､ﾃﾚﾋﾞ朝⽇､ﾃﾚﾋﾞ東京等

ベストパートナー賞

⽇下慶太（ｺﾋﾟｰﾗｲﾀｰ）、株式会社あしたの為のDesign

メ ダ リ ス ト （ 社 名 五 ⼗ ⾳ 順 ）

佐賀県 Start in Saga 結婚の機運醸成

静岡市 静岡市プラモデル化計画

11

株式会社ADKﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ､株式会社ADKｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾜﾝ 10

11

11

株式会社⼭陰中央新報社

野菜の花⾔葉

経済産業⼤⾂賞 公益社団法⼈ACジャパン 寛容ラップ 不寛容な時代〜現代社会の公共ﾏﾅｰとは ⽇本ﾃﾚﾋﾞ､TBS､ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ､ﾃﾚﾋﾞ朝⽇､ﾃﾚﾋﾞ東京等

静岡市 静岡市街地

JR九州エージェンシー株式会社 11

JAA賞
グランプリ

ラブベジ クロワッサン

森ビル株式会社

株式会社dea 10

はしの名前 企業広告


