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＜2017年度事業活動報告サマリー＞ 
 
一般社団法人として６年目を迎えた2017年度、活動テーマとして掲げた「広告業界激変への対応
強化」「次世代を見据えた魅力的な広告業界創り」の達成に向けて、会員社の利益と業界全体の発
展のために、委員会等の事業をより一層効率的に推進した。  
 
2017年度の協会の活動ポイント  
 ①広告業界の働き方改革への取り組み強化  
 ②デジタル化への対応強化  
 ③ＣＭ素材オンライン運用の推進  
 ④既存メディア価値の再構築  
 ⑤広告人材育成に向けた新たなテーマへの取り組み  
 
① 広告業界の働き方改革への取り組み強化 

2016年末、正副理事長直轄の「特別委員会」を発足し、健全な広告業務の改善に向けて活動を
推進。2017年７月、日本アドバタイザーズ協会／日本アド・コンテンツ制作協会／日本広告制
作協会と当協会の広告関係４団体による「円卓会議」を設置し、９月には会員社向けにセミナ
ーを実施、広告会社各社の取り組み、進捗状況を共有した。「円卓会議」では、新しい働き方の
ための「広告制作取引『受発注』ガイドライン」を2018年１月に作成、３月より各団体会員社
に周知後、リリースした。  

 
② デジタル化への対応強化 
ネット広告、特に運用型広告の運用ルール・業務フローの再検証などの新たな課題に対して、
「インターネット広告  サービス規約モデル案」を作成。日本アドバタイザーズ協会等、業界内
への周知をはかり、３月会員社に向けてリリースした。また、日本アドバタイザーズ協会、日
本インタラクティブ広告協会、ＪＡＡＡの３団体で、デジタル広告の課題に関する勉強会を実
施、その内容をセミナーとして会員社にレクチャーした。  

 
③ ＣＭ素材オンライン運用の推進 
テレビ／ラジオＣＭ素材のオンライン化を推進、ルール変更や搬入基準の周知に対応した。  
ラジオのオンライン運用は、2017年4月に全国のラジオ局101局で開始、年間送稿本数は2万
5,000本を超え、月に3,000本ベースの送稿本数と順調に推移している。  
また、テレビのオンライン運用が2017年10月にスタート、2018年３月末現在で放送局33局、
広告会社54社が運用、オンライン送稿総本数も約5,400本と順調に推移している。2020年まで
に全局運用を目標として、2018年度も継続してオンライン化を推進する。  
 

④ 既存メディア価値の再構築 
４月のテレビ新指標の導入、動画配信やタイムシフト等によりテレビ視聴が大きく変化し、テ
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レビやインターネット広告の新たな視聴のありかたや、ビジネスモデルの検証が課題となって
いる。そこで、注目の集まる「動画広告」の価値向上のため、昨年に引き続き「動画広告フォ
ーラム２０１７」を開催。オーディエンスデータワーキンググループが海外視察を行って、米
英における動画広告の動向をまとめ、発表した。  
新聞広告に関しては、日本新聞協会の「全国メディア接触・評価調査」を広告会社視点で追加
分析・アドバイスするなど、調査の精度向上に貢献した。また雑誌・交通広告についても、広
告効果測定の精度向上のための検討と提案を進めた。  

 
⑤ 広告人材育成に向けた新たなテーマへの取り組み 
人材育成のための施策として、「新人教育」、「デジタル」、「クリエイティブ」、「マーケティング」、
「広告法規」の５つのテーマでセミナーを実施。  
新人教育は、4月に「新入社員教育セミナー」、11月に「フォローアップセミナー」を開催した。
参加者は、4月は32社174名、11月は15社70名の参加と盛況に終わった。  
また「英語学習法セミナー」で、語学学習の必要性と方法論についてのレクチャーを実施。  
さらに、デジタル領域の基本を勉強するための「ネット広告基本セミナー」を開催、会員社に
おけるデジタル領域への知見を増やすための施策を実施した。  
クリエイティブ領域では、クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞受賞者の講演による「クリエイ
ティブ研究会」を全国７会場で実施した。  
マーケティングでは、「広告の機能と役割」研究小委員会主催で、「若者の消費実態を探る」を
テーマに研究発表会を実施し、会員社へのナレッジシェアを行った。  
広告法規では、「広告と人権」セミナー等、広告取引に必要な情報の周知により、会員社への情
報提供サポートを行った。  
また、次世代の広告人育成を視野に入れた新たな試みとして、日本広告審査機構主催の「神戸
大学トップマネジメントセミナー」、横浜市立大学「新聞ソリューション活用の未来について」、
日本ケーブルテレビ連盟「広告業界の現状と未来」等の講演を行った。  

 
 
 
 
 
 
 
 
◆会員社の現勢（2018年3月末時点）  
会員社数・・１４９社（入会６社、退会１社）  
役員数  ・・理事３３名、監事３名  
会員社所属員数・・約３万６ ,０００名  
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＜委員会活動報告＞ 
 
事業活動は大別して「広告と広告業のＰＲ」、「教育と研究」、「取引合理化関係」のテーマを中心
に、運営委員会、特別委員会と、９つの事業委員会、19の小委員会を開催し、それぞれの事業課
題解決のための討議と対応を行った。  
 
「広告と広告業のＰＲ」  
 
ＰＲ委員会は、「広告」の魅力を広く一般の方に理解していただくために、「あなたの広告を出せ
るとしたら、何を伝えますか？」というキャッチフレーズで「広告の広告」を展開、日本新聞協
会、日本雑誌協会、日本雑誌広告協会、電通報の協力を得て各紙/誌に掲載した。  
 
「広告の機能と役割」研究小委員会では、調査・研究活動を通じて、７月に「若者の消費実態を探
る～メディアとデバイス、買物に関する意識と行動から～」をテーマに研究発表会を開催、報告書を作
成した。  
 
会報編集委員会は、協会報「ＪＡＡＡレポート」を毎月１日に発行し、協会活動や広告界の新た
な動き等をタイムリーに報告した。表紙は「A GREAT SENIOR」というテーマで、広告業界の先
輩からのエールを写真とともに掲載した。  
 
「教育と研究」  
 
教育セミナー委員会は、４月に「第45回新入社員教育セミナー」を、11月に「第23回フォロー
アップセミナー（新人対象）」を開催し、好評を得た。  
また「広告と人権」に関して「コミュニケーションや表現におけるＬＧＢＴ」をテーマにセミナ
ーを開催した。さらに、第2回目となる「英語学習法セミナー」、日本広告審査機構や横浜市立大
学等に協力して講演活動を実施する等、広告人材育成の施策を実施した。  
 
「広告ビジネス入門」発行小委員会は、第22版となる「広告ビジネス入門」発行に向けて編集活
動を行い、３月に新版を発行した。  
 
懸賞論文委員会は、５月の定時総会記念式典において第46回懸賞論文入賞・入選者を表彰すると
共に、「入賞・入選作品集」としてＪＡＡＡレポート臨時増刊号を発行した。また、第47回懸賞
論文の募集のためにエントリー説明会を実施し、481編の応募の中から、約５か月にわたる審査
を経て、「論文部門」の金賞、銀賞、銅賞、「私の言いたいこと (一般部門/新人部門 )」の入選作を
選出した。  
 
海外交流委員会は、「広告の枠を超える米国広告業」をテーマに9月に第44回海外広告研修団をア
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メリカへ派遣し、企業研修とアドバタイジングウィークＮＹに参加し、研修成果の報告を「ＪＡ
ＡＡレポート」臨時増刊号として発行した。また、シンガポールで9月に開催されたスパイクス
アジア2017にも研修ツアーを実施、報告を「ＪＡＡＡレポート」1月号に掲載した。  
ＪＡＡＡが加盟するアジア広告業協会連盟（ＣＡＡＡＡ）の活動では、５月と１２月にアジア太
平洋（ＡＰＡＣ）エフィー・アワード推進のためのセミナーを実施した。  
また、アドバタイジングウィーク・アジア（東京）を後援すると共に、協会会員社への周知を行
った。  
 
クリエイティブ委員会では、2016年クリエイター･オブ･ザ･イヤー賞受賞者を講師として、全国
７会場で「クリエイティブ研究会」を実施、３月には「イノベーションと広告会社」をテーマに
研究会を開催し、広告関係者や学生等のクリエイティブの資質向上に努めた。  
また傘下の賞実行小委員会と協同し、審査委員として「2017年クリエイター・オブ・ザ・イヤー」
１名、「審査委員特別賞」１名、「メダリスト」７名を選出、発表した。  
 
広告問題研究委員会では、経済産業省からの業界情報の提供依頼に協力した。  
 
環境小委員会では、ＳＤＧｓの研究を進めつつ、環境モラルアップを促すインナー向けプロモー
ションの一環として第6回「環境モラルアップポスター」を募集し、入賞作品を選出、会員全社
に配布して環境問題の啓蒙に努めた。  
 
「取引合理化関係」  
 
取引合理化委員会では、傘下の「取引合理化」「情報システム」「ビジョン」「営業課題検討」の各
小委員会の報告を受け事業を承認し、適切なアドバイスを行った。  
 
取引合理化小委員会では、下請法改正への対策の検討を行った。  
 
情報システム小委員会では、システム改革による「働き方改善」の項目を中心とした、定点観測
のアンケートを委員会社に実施。またＣＭ素材オンライン運用検討プロジェクトへのシステム面
での検討、協力を行った。  
 
ビジョン小委員会では、「広告業界の若手が選ぶ、コミュニケーション大賞― Innovative 
Communication Award(ICA)―」について、賞実行ＷＧと協同し、第４回の発表をＪＡＡＡ  
レポートへ掲載、第５回の募集と審査を推進した。  
 
営業課題検討小委員会は、正副理事長直轄「特別委員会」への参画と会員社への展開、その他情
報共有を行うとともに、テレビＣＭ素材・ラジオＣＭ素材のオンライン運用への協力と情報共有
を行った。  
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メディア委員会は、傘下の「デジタル特別委員会」と、「テレビ」「ラジオ」「新聞」「雑誌」「交通
広告」「インターネット広告」「メディア調査研究」７つの小委員会の活動を掌握し、関係各団体
との協議・協力により、メディア領域での課題解決と運用推進に貢献した。また、日本民間放送
連盟の第13回「日本放送文化大賞」に審査員を派遣、協力した。  
 
デジタル特別委員会は、前述の通り、「ＣＭ素材オンライン運用検討プロジェクト」の運営・実施
を行い、説明会対応等の普及促進、広告ＥＤＩセンターへの協力・各小委員会との連携を通して、
10月のオンライン送稿の運用スタートに至った。  
 
テレビ小委員会は、オーディエンスデータＷＧの活動（米英海外視察の実施と研究発表等）を推
進、海外最新動向の研究と情報提供を行い、全国テレビ局の協力も得て「動画広告フォーラム２
０１７」を実施し、１ ,０００人を超える参加者を集めた。  
また「新取引指標導入」への対応、「字幕付きＣＭ普及推進協議会」普及推進活動や、「放送確認
書」の誤記載調査の実施、「４ＫＣＭ」の研究、「共通コード管理センター」への対応等、活発な
活動を行った。  
 
ラジオ小委員会は、ラジオＣＭ素材のオンライン運用を４月にスタートし、日本民間放送連盟と
合同で、オンライン運用の周知説明会（札幌・仙台・広島・福岡）を実施する等、ラジオＣＭ取
引及び素材のデジタル運用に向けた活動を行った。また広告ＥＤＩセンターと協同で、ラジオＣ
Ｍ取引ＥＤＩ実運用に向けた研究と、送稿システム利用促進の周知活動を実施した。  
さらに、ラジオ広告活性化に向けた活動と研究を行い、radikoとの情報共有やラジオに関わる新
たな動きの情報収集と対応を行った。  
 
新聞小委員会では、新聞広告掲載確認（モニタリング）調査の実施、日本新聞協会からの「新聞
広告掲載状況報告」の受領、新聞広告に関わる業界の課題の検討を行った。  
また、日本新聞協会とのＮ－ＰＤＦの推進／ＮＳＡＣへの協力／「全国メディア接触・評価調査」
データの共同研究も推進した。  
 
雑誌小委員会は、「雑誌広告デジタル送稿推進協議会」で雑誌「オンライン送稿」の普及促進を行
い、雑誌広告の課題抽出と検討を行った。  
 
交通広告小委員会は「交通広告セミナー」を実施し、テレビＣＭオンライン送稿の実態をベース
に、交通広告のオンライン化に向けた検討を行った。また、日本鉄道広告協会、関東交通広告協
議会との連携で、交通広告の共通指標策定に向けた実証調査の継続実施を行った。  
 
インターネット広告小委員会では、「アドテック東京2017」におけるＪＡＡＡスポンサードプレ
ゼンテーションの実施、「会員社向けインターネット広告セミナー」の実施、日本アドバタイザー
ズ協会／日本インタラクティブ広告協会とのデジタル課題研究の勉強会を行った。また、「インタ
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ーネット広告サービス規約モデル案」の作成と周知活動を推進した。  
 
メディア調査研究小委員会は、メディアに関する研究ヒアリングとして、関係委員会と連携して
業界共通広告効果指標の動向把握を行った。また「現行視聴率調査にかかわる検討会」の対応を
行った。  
 
クリエイティブ委員会傘下の著作権小委員会では、「ＣＭ素材オンライン運用検討プロジェクト」
の新たな制作工程の情報共有等を行った。  
 
制作取引小委員会は、広告会社の制作取引全般に関する検討、「ＣＭ素材オンライン運用検討プロ
ジェクト」への提案・協力を行った。また、正副理事長直轄「特別委員会」と連携して制作現場
での「働き方」改革推進の施策検討に貢献した。  
 
「その他」  
 
正副理事長直轄「特別委員会」は、前述のように、広告関係４団体「新しい働き方」円卓会議を
開催、セミナーの実施、「広告制作取引『受発注』ガイドライン」作成等、業界加盟社における働き方改
革の推進に努めた。  
 
ＣＭ素材オンライン運用検討プロジェクトでは、日本アドバタイザーズ協会／日本民間放送連盟
／日本アド・コンテンツ制作協会／素材搬入事業者／ＪＡＡＡ会員社等の関係各団体にテレビＣ
Ｍオンライン運用の周知に努め、１０月より運用をスタートすることができた。  
 
法務委員会では、消費者庁消費者契約法専門調査会に委員長が参加し、同法見直しに関する広告
法規制の動きに対応した。また、日本広告審査機構との共催で景品表示法をテーマに「広告法務
セミナー」を開催するとともに、「土地差別調査問題」から発生した「大阪府部落差別事象に係る
調査等の規制等に関する条例」の周知も継続的に行った。  
 
「協会の運営」  
 
2017年度の会員社の動勢は、入会6社、退会1社で、2018年3月31日現在の会員社数は149社と
なった。役員改選期のため、2017年5月31日開催の定時総会で、新たに常務理事を含む理事34
名、監事3名を選出。定時総会以降に退任した理事は1名で、年度末の理事総数は33名となった。 
 
入会資格審査委員会では、入会申請6社の資格審査を行い、理事会で入会を決定した。  
役員選挙管理委員会は、2年ごとに行われる役員改選の選挙管理を行った。  
吉田秀雄記念賞選考委員会では、2017年度定時総会記念式典において第52回の贈賞を行い、そ
の後、委員会で第53回同賞の選考を行った。  
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財務委員会は、2016年度決算・2017年度補正予算及び決算等について審議した。  
理事会は年間７回、運営委員会は６回開催した。  
 
 
 その他、全委員会の活動報告については、「理事会報告」として協会事務局に保存してありますので、事

務局にお問い合わせください。 
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＜総会報告＞ 
 
２０１７年度「定時総会」を、２０１７年５月３１日（水）１３時３０分～１６時３０分に  
「パレスホテル東京」にて開催した。  
会員代表者の出席は１３７名（代理出席５名を含む委任状の提出６５名）。  
報告事項の説明の後、第１号議案・第２号議案・役員選出（理事３４名・監事３名）を承認し、
閉会した。  
 
［報告事項］  
１．平成２８年度事業報告の件  
２．平成２９年度事業計画並びに収支予算報告の件  

［決議事項］  
第１号議案  平成２８年度決算報告承認の件  （承認）  
第２号議案  平成２９・３０年度役員選任の件  （承認）  
※本総会をもって退任した役員は、関口英明  理事（毎日広告社）１名。  

 
また同日、第２９９回理事会を開催し、以下の議案に関して説明、承認を得た。  
 
［第２９９回理事会］  
１．理事長・副理事長の選定の件  
  理事長   成田  純治（博報堂  取締役相談役）  
  副理事長  岩井  秀一（大広  取締役会長）  

植野  伸一（アサツー  ディ・ケイ  代表取締役社長・グループCEO）  
        石井   直（電通  会長（顧問））  
２．専務理事・常務理事の選定の件  
  専務理事  村井  知哉  
  常務理事  荒木  利孝  

 ３．会長・相談役の推薦の件  
会  長  髙嶋  達佳（電通  相談役）  
相談役  俣木  盾夫（電通  相談役）  

４．運営委員会・特別委員会委員等に関する件  
   海外交流委員会担当理事  石井直  副理事長が就任  
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＜理事会開催報告＞ 
 
2017年度を通じて、以下の理事会を開催し、「報告事項」を説明、「決議事項」の承認を得た。  
 
第298回理事会（4月26日）  平成28年度決算報告承認の件  
    平成29年度補正収支予算案承認の件  

常務理事候補者推薦の件  
    平成29・30年度役員候補者承認の件  
    平成29年度定時総会招集通知承認の件  

入会申請に関する件  
第299回理事会（5月31日）  理事長・副理事長の選定の件  
    専務理事・常務理事の選定の件  
    会長・相談役の推薦の件  
    運営委員会・特別委員会等委員に関する件  
第300回理事会（7月12日）  業務報告等  
第301回理事会（9月13日）  第6回環境モラルアップポスター入賞作品承認の件  
第302回理事会（11月15日）  平成29年度上期収支決算報告承認の件  
    入会申請に関する件  
第303回理事会（2月7日）  第53回吉田秀雄記念賞受賞者承認の件  
    入会申請に関する件  
    予備費使用承認の件  
第304回理事会（3月14日）  第47回懸賞論文入賞・入選者承認の件  
    2017年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞受賞者承認の件  
    広告業界の若手が選ぶ、コミュニケーション大賞受賞承認の件  
    入会申請に関する件  
    平成29年度事業報告承認の件  
    平成30年度事業計画承認の件  
    平成30年度収支予算案承認の件  
    平成30年度定時総会開催承認の件  
 
※ 「業務執行状況報告」「利益相反取引報告承認の件」に関する決議事項は記載を省略します。 
 

＜理事の辞任＞  
 

２０１７年６月２３日付     水野  俊作（日本廣告社）  
 
２０１８年５月３１日付     中井   昌幸（デルフィス）  

同    鐘ヶ江輝久（とうこう・あい）           以上３名  
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＜2017事業トピックス/表彰報告＞ 
 

 

 

 

  

第 47 回懸賞論文　入賞・入選者

「論文」課題：広告の向かうところ

金賞 榊原　　廣 「広告の使命」
博報堂 DY メディアパートナーズ　関西支社メディアソリューション局局長

銀賞 伊藤　耕太 「デジタリアンは縄文土器の夢を見る ―生命情報からデータエスノグラフィーへ」
博報堂　第二プラニング局ストラテジックプラニング三部ストラテジックプラニングディレクター

銅賞 松岡　文吾 「不確実時代に突入した広告のこれから～ ‟社会の公器” としての広告像の在り方～」
電通　第 2 統合ソリューション局マーケティング・ディレクター

「私の言いたいこと」一般部門

入選
○第１テーマ　営業、アカウントマネジメント

橋尾　恭介 「広告ではない広告を売れるのか？」
博報堂　第十四営業局第一アカウントチームアカウントスーパーバイザー

○第２テーマ　メディア、メディアプランニング・開発

加藤　　慶 「メディアプランナーの未来」
朝日広告社　メディアソリューション室メディアプランニングチーム

○第３テーマ　戦略プランニング、プロモーション、PR

青木　隆高 「データ時代における企業意志と戦略プランニングの役割」
博報堂　第三プラニング局ストラテジックプラニング一部ストラテジックプランニングスーパーバイザー

○第４テーマ　クリエイティブ、コミュニケーションデザイン

池川　健太 「『経営×クリエイティブ』の時代における、クリエイターに必要な3つの思考能力の考察について」
博報堂　第三クリエイティブ局インタラクティブデザイン部

○第５テーマ　テクノロジー、プラットフォーム、デジタルソリューション

宮嶋沙由里 「IoE（Internet of Emotion）が実現する、生活者主体の感情コミュニケーション」
日本経済社　コミュニケーション・テクノロジー・センター

○第６テーマ　管理（総務、人事、教育、経理、システム、法務、広報、経営管理等）

常澤　達雄 「管理セクションが創り出す広告会社の新事業」
博報堂　MD･DMU 事業統括局第一事業統括グループマネジメントプラニングディレクター

○第７テーマ　その他（第１～６テーマにあたらないもの）

髙山　英男 「『カウンセリング』、知ってるつもり？～ビジネスにおける成長支援型カウンセリングの可能性」
朝日広告社　統合マーケティングコミュニケーション本部マーケティングデザイン局局長

「私の言いたいこと」新人部門　テーマ：自由

入選
新津　裕隆 「IoT 化を武器とした、ラジオビジネス復活への道」

博報堂　第一プラニング局ストラテジックプラニング二部リサーチャー

北本　奈央 「『購入より利用』『大量消費からシェアへ』と変わっていく社会を、広告が支える」
電通　第 3 統合ソリューション局プランナー

野沢　悠哉 「クローン AI による推薦の未来」
博報堂DYメディアパートナーズ　データビジネス開発局データマネジメントプラットフォーム部データマーケティングプラナー
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2017 年クリエイター ･ オブ ･ ザ ･ イヤー賞　受賞者

2017 CREATOR OF THE YEAR
佐藤　雄介　　電 通　第５CR プランニング局 CM プランナー／コピーライター
　【主なクリエイティブワーク】
　■大塚製薬株式会社　ポカリスエット
　■日清食品株式会社　カップヌードル、日清焼きそば U.F.O.
　■マルコメ株式会社　「世界初かわいい味噌汁」　「DJ MARUKOME」
　■キリン株式会社　　「サッカーは総力戦だ。」
　■株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント　「プレステーション４」　ほか

2017 CREATOR OF THE YEAR 審査委員特別賞
古川　雅之　　電 通　関西MCC／CDCグループ・クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー／コピーライター
　【主なクリエイティブワーク】
　■赤城乳業株式会社　　　　「ガリガリ君・値上げ」、「Sof´（ソフ）」、「BLACK」
　■大日本除虫菊株式会社　　「キンチョール / 超難解折り紙　新聞広告」、「ゴンゴン」、「虫コナーズ」
　■日清紡ホールディングス　「ドッグシアターシリーズ」　ほか

2017 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST
奥山　雄太　　SIX ／博報堂　クリエイティブディレクター／ CM プラナー
　【主なクリエイティブワーク】
　■ソニー・インタラクティブエンタテインメント　「Gravity Cat」　■ BEAMS　「Tokyo Culture Story」ほか

三浦　竜郎　　博報堂　統合プラニング局 クリエイティブディレクター
　【主なクリエイティブワーク】
　■ NHK E テレ「オトッペ」　■ NTT ドコモ「d TV」、「d マガジン」、「d ヒッツ」ほか

髙橋　律仁　　TBWA ＼ HAKUHODO　Disruption Lab・Creative Director / Copywriter
　【主なクリエイティブワーク】
　■アディダス ジャパン　「GREEN LIGHT RUN」　■日産自動車　「#cube のしっぽ」ほか

森川　晴久　　アサツー ディ・ケイ　中部ネットワーク本部 中部支社 コミュニケーションデザイン局クリエイティブディレクター
　【主なクリエイティブワーク】
　■鶴弥　TVCM　ほか

増田　総成　　アサツー ディ・ケイ　クリエイティブ本部　クリエイティブディレクター／アートディレクター
　【主なクリエイティブワーク】
　■大塚製薬×朝日新聞　「20 年分のありがとう新聞」　■ WWF ジャパン　「WITH STAMP」ほか

田中美奈子　　博報堂 DY メディアパートナーズ　動画ビジネス局 メディアプロデューサー
　【主なクリエイティブワーク】
　■ロート製薬　dotest「do! ふたり妊活キャンペーン」　■ Tiffany & Co.　「Hand meets Hand」ほか

梅田　哲矢　　TBWA ＼ HAKUHODO　Disruption Lab・Planner
　【主なクリエイティブワーク】
　■ NISSAN　「inspired by NISSAN シリーズ」　■ AIG　「#TackleTheRisk」ほか
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第５回 広告業界の若手が選ぶ、コミュニケーション大賞
− Innovative Communication Award（ICA）−

大賞
「注文をまちがえる料理店」
コミュニケーションの主体：注文をまちがえる料理店実行委員会
推薦者：吉田　圭佑（アサツー ディ・ケイ）、鈴木　涼介（ジェイアール東日本企画）、
　　　　村岸　勝起、熊木　良太、平野　涼嗣、中山　有理（大広）、
　　　　藤本　友美、阿南　文、飛田　智史、水本　晋平、奈雲　政人（電通）、
　　　　花桐　博史（博報堂）、安永　周平、永田　優太朗（モメンタム ジャパン）、
　　　　上野　あゆみ、松橋　葉月、松井　未史（読売広告社）　＊ 17 名

優秀賞
○「JAPAN CHOICE」
　  コミュニケーションの主体：NPO 法人 Mielka
　  推薦者：柚木　夏希（朝日広告社）

○「避難所もっとより良く非常袋 # 並べる防災」
　  コミュニケーションの主体：株式会社神戸新聞社、株式会社電通
　  推薦者：江上　さくら（アサツー ディ・ケイ）、中島　大介（電通）

○「JAL　どこかにマイル」
　  コミュニケーションの主体：日本航空株式会社、株式会社野村総合研究所
　  推薦者：甘利　將（アサツー ディ・ケイ）、佐藤　雄紀（電通）、瀧本　晃裕（博報堂）

○「求人米『あととりむすこ』」
　  コミュニケーションの主体：NPO 法人 キッズバレイ、株式会社電通、Monopo inc.、
　  INCUBIC INC.、株式会社二番工房
　  推薦者：中川　諒（電通）

○「うんこ漢字ドリル」
　  コミュニケーションの主体：株式会社文響社
　  推薦者：水本　晋平（電通）、松木　啓（博報堂）、櫟村　絢美（マッキャンエリクソン）

第 6 回 環境モラルアップポスター
最優秀賞
田中健太郎、松本　翼、松村　彩音（東急エージェンシー）
○「エコな仕草に、キュンときた。」

優秀賞
三橋　雄太（大広）
○「地球も改革して欲しい。」
松村　彩音、赤井　遥（東急エージェンシー）
○「LET’ S エコササイズ」
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第 53 回吉田秀雄記念賞　受賞者

個人賞
滝　　久雄　（株式会社 NKB　取締役会長創業者）
昭和 15 年生れ　78 歳

〔略　　歴〕　
昭和 38 年 ３月 東京工業大学理工学部　卒業
 42 年 ６月 交通文化事業株式会社（現 株式会社　NKB）入社
 60 年 ６月 株式会社 NKB　社長
平成 元 年 10 月 株式会社 ぐるなび　取締役
 23 年 ４月 株式会社 NKB　取締役会長創業者

〔協会役職〕
平成 13 年 ７月 ～ 17 年 12 月 当協会　交通広告小委員会設置、初代委員長
 17 年 ５月  同　理事　現在に至る

［贈賞理由］
　平成 13 年、成長著しい交通広告の課題について検討・研究する機関として「交通広告小委員会」の
設置にあたり尽力した。平成 17 年 12 月まで委員長として関係団体と連携し、広告業界における交通
広告分野の発展のために貢献された。
　平成 17 年５月、日本広告業協会理事に就任。以来、協会運営に貢献し、平成 20 年には社団法人 日
本広告業協会功労賞「経済産業大臣賞」を受賞、その後も広告業界の発展・向上に尽力されている。

グループ賞
一般社団法人 日本広告業協会
テレビ・ラジオの CM 素材オンライン運用導入に尽力されたみなさま

（「CM 素材オンライン運用検討プロジェクト」「ラジオ小委員会」）

【CM 素材オンライン運用検討プロジェクト】
　リーダー　外山　善太（株式会社　博報堂 DY メディアパートナーズ）
　６委員会からなる横断プロジェクト
　　・デジタル特別委員会　　　・テレビ小委員会　　　・情報システム小委員会
　　・営業課題検討小委員会　　・著作権小委員会　　　・制作取引小委員会

【ラジオ小委員会】
　委員長　　大木　秀幸（株式会社　博報堂 DY メディアパートナーズ）

［贈賞理由］
　長年にわたり広告主・放送局・制作会社等のステークホルダーとの協議を重ね、メディア価値向上の
ためにオンライン運用の導入に尽力。各地での周知活動を重ね、平成 29 年４月にラジオ CM、10 月に
テレビ CM のオンライン運用を開始し、以降も普及促進活動に努めている。
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  ＜勲章受章＞

　2017 年春の叙勲褒章にて、長沼　孝一郎元副理事長が広告業界の発展の顕著な功績（産業
振興）により旭日中綬章を受章した。

　「旭日中綬章」　長沼　孝一郎　（アサツー ディ・ケイ　元代表取締役社長）


