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受賞者一覧 

三 浦 武 彦 
（株）電通 
クリエーティブ総務局 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・JR東海「ハックルベリー・エクスプレス」「クリスマス・
エクスプレス」「ファイト・エクスプレス」：CM、ポスタ
ー等 
・ライオン　クリニカ「ザ・ロンゲスト・デイ」：　CM等、
他 

安藤輝彦 
（株）博報堂　第4制作室クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・キリンビール「キリンラガービール『証言』」：CM、新聞、ポスター 
・JRA日本中央競馬会「見るたび、新しい競馬です」：CM、新聞、ポ
スター 
・日産自動車「熱血業界宣言」：CM、ポスター、他 
 
坂田　耕 
（株）マッキャンエリクソン博報堂 
制作局上級副社長エグゼクティブクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ネスカフェ「エクセラ／'89秋」：CM 
・コカコーラ「コカコーラライト エクササイズ」：CM等、他 
 
堀井博次 
（株）電通　大阪支社　クリエーティブ局シニアクリエーティブディ
レクター 
〈主な作品〉 
・大日本除虫菊 キンチョール「宴会」：CM 
・大阪府 迷惑駐車追放「おばさん」：CM 
・朝日新聞 企業「ゆりかご」：CM等、他 

宮崎　晋 
（株）博報堂 
第三制作局シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・豊島園 企業「セミ」「史上最低の遊園地」等：CM、新聞 
・三楽 ローリングＫ：CM、ポスター 
・日本生命「ロングラン」：CM、ポスター、等 
 
笠原章弘 
（株）読売広告社 
クリエイティブ局第3部主任 
〈主な作品〉 
・日本航空 企業「ジャネット・ジャクソン」：新聞、CM、ポスター　企業
「小林浩美」：CM、「恐竜」「大相撲」：新聞、CM、ポスター、他 
 
高木敏行 
（株）東急エージェンシー 
第二クリエイティブ局CDセンター長、CD 
〈主な作品〉 
・エバラ食品 エバラ焼き肉のたれ「またハワイ行くんでしょ」等：CM 
・カルビー 焼きもろこし「だれ買ってきたの」等：CM、他 

岩本恭明 
（株）博報堂 
第四制作局CMディレクター 
〈主な作品〉 
・リクルート「フロムA to Z」創刊キャンペーン：CM 
・トヨタ自動車「スプリンター・トレノ」新発売キャンペーン：CM 
 
仲條真行 
（株）読売広告社 
クリエイティブ局第4部次長 
〈主な作品〉 
・積水ハウス「ISシリーズ」：新聞広告 
 
早乙女治 
（株）Ｉ＆Ｓ 
第一クリエイティブ局クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ヒゲタ醤油「佃煮」：CM 
・資生堂  薬用入浴剤「湯らり」：CM、ポスター 
・ライオン「アクロン」：CM、他 
 
福島美生 
（株）東急エージェンシー 
第2クリエイティブ局第1制作室クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・サッポロビール「サッポロ吟仕込」等：CM 
・ヤクルト「タフマン」等：CM、他 

宮崎　晋 
（株）博報堂　第3制作局グループヘッド 
クリエイティブスーパーバイザー 
〈主な作品〉 
・日清カップヌードル「ハングリー マンモス・ブロントテリウム」等：ポス
ター、CM 
・豊島園「サンタフェの扉」：新聞広告、他 
 
馬場マコト 
（株）東急エージェンシー　第2クリエイティブ局 
第2制作室長クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・東京都「STOP AIDS」キャンペーン：CM 
・NTT タウンページ「お店を探せ」：CM 
・NEC 企業「父と子」：CM、他 
 
佐々木宏 
（株）電通　第4クリエーティブディレクション局 
クリエーティブディレクター 
〈主な作品〉 
・トヨタ自動車 コロナ氏キャンペーン「関係ある」：CM、「ドリトル先生
シリーズ」：新聞広告 
・サントリー 缶コーヒー ボス「自転車置き場」：CM、ポスター、他 

近藤幹則（創芸） 大谷健太郎（創芸） 谷口好憲（創

芸） 岡田圀孝（Ｉ＆Ｓ）佐野隆（東急エージェンシ

ーインターナショナル） 谷口知二（オリコミ） 松

本和夫（オリコミ） 五百川博啓（オリコミ） 大蔵

良章（東急エージェンシー）榛葉道宏（東急エージ

ェンシー） 畑美治（東急エージェンシー） 市原優（レ

オ・バーネット協同） 吉岡信幸（読売広告社） 安

芸研一（読売広告社） 笠原章弘（読売広告社） 村

井忠治（協和広告） 宮崎晋（博報堂） 安藤輝彦（博

報堂） 垂水佐敏（博報堂） 加藤知之（萬年社） 塚

本裕三（大広） 坂田耕（マッキャンエリクソン博報

堂） 白土謙二（電通） 堀井博次（電通） 三浦武彦

（電通） 倉恒良彰（第一企画） 高橋光正（第一企画） 

添田正義（第一企画）篠田祐一（明通） 板垣圭作（明

通） 

’89 
第1回 

佐 藤 雅 彦 
（株）電通 
クリエーティブ制作局 
CMプランナー 
コピーライター 

〈主な作品〉 
・フジテレビ 春のキャンペーン「天は人の上に」等：
CM 
・JR東日本 ダイヤ改正キャンペーン「もっと総論」：
CM 
・日本電気 文豪ミニ5RD「衝動買いと決断力」：CM 
・湖池屋 ポリンキー「ポリンキーの秘密」：CM 
・東レ 企業「みんなが鳴っている」：CM、等 

箕倉啓二（マッキャンエリクソン博報堂） 上山輝男

（協和広告） 後閑博太郎（旭通信社） 加藤忠生（旭

通信社） 征矢徹（旭通信社） 宮崎晋（博報堂） 小

沢正光（博報堂） 橋本哲夫（博報堂） 高村和彦（日

放）福田重夫（日放） 早乙女治（Ｉ＆Ｓ） 永井久

生（Ｉ＆Ｓ） 岡田圀孝（Ｉ＆Ｓ） 杉山恒太郎（電通） 

三浦武彦（電通） 佐藤雅彦（電通） 加藤雅夫（読

売広告社） 笠原章弘（読売広告社） 中村弘一（読

売広告社） 森賢一郎（第一企画） 多賀吉次郎（第

一企画） 吉岡博哉（東急エージェンシー） 高木敏

行（東急エージェンシー） 馬場マコト（東急エージ

ェンシー） 笹尾光彦（レオ・バーネット協同） 牧

野聡（萬年社）板垣圭作（明通） 稲坂良弘（協同広

告） 

’90 
第2回 

石 井 達 矢 
（株）電通 
クリエーティブ局 
CMプランナー 
コピーライター 

〈主な作品〉 
・大阪府「迷惑駐車」キャンペーン：CM 
・大日本除虫菊「ゴン」等：CM 
・朝日新聞「企業シリーズ」：CM 
・ピップフジモト「ダダン」：CM、他 

猪股延吉（スタンダード通信社） 斎藤滋（明通） 
吉川浩司（明通） 箕倉啓二（マッキャンエリクソン
博報堂） 川戸和英（萬年社） 大塚碩一（読売広告社）
仲條真行（読売広告社） 浅野新二（読売広告社） 佐々
木宏（電通） 高梨駿作（電通） 石井達矢（電通） 
八木恵一（朝日広告社） 巻幡浩之（朝日広告社）河
島尚志（旭通信社） 川出幸彦（旭通信社） 江口誠（旭
通信社） 黒田金次郎（大広） 飯沼洋一（大広） 今
川葭樹（大広） 早乙女治（Ｉ＆Ｓ） 佐藤健治（南
北社） 小田富雄（南北社）伊藤孝一（南北社） 岩
堀仁（第一通信社） 南部彰（東急エージェンシー） 
福島美生（東急エージェンシー） 金田良一（東急エ
ージェンシー） 西島敏行（萬年社） 伊藤和正（萬
年社） 間瀬明（協和広告） 倉恒良彰（第一企画） 
林真也（第一企画） サトー克也（第一企画） 大貫
卓也（博報堂） 岩本恭明（博報堂） 垂水佐敏（博
報堂） 高山博幸（コミネエージェンシー） 

’91 
第3回 

大 島 征 夫 
（株）電通 
第4クリエーティブ 
ディレクション局 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・JR東日本 山形新幹線「その先の日本へ」：CM、
新聞広告、踏切事故撲滅キャンペーン「折れた踏
切」：CM 
・トヨタ自動車 ニューマークⅡ導入キャンペーン 
　「登場」：CM、ポスター、他 

原公作（名鉄エージェンシー） 関橋英作（Ｊ.ウォ

ルター・トンプソン・ジャパン） 藤野孝夫（Ｉ＆Ｓ） 

江口誠（旭通信社） 井上正敏（旭通信社） 福田恭

夫（旭通信社） 浜田哲二（マッキャンエリクソン博

報堂） 間所正人（第一通信社） 野末敏明（電通） 佐々

木宏（電通） 大島征夫（電通） 杉浦恭亮（明通）

服部正治（朝日広告社） 岡本益幸（朝日広告社） 

高野功（大広） 芝田博一（トーヨー・アド） 青木

星三（東急エージェンシー） 馬場マコト（東急エー

ジェンシー） 大蔵良章（東急エージェンシー） 根

岸誠（読売広告社） 中村弘一（読売広告社） 末広

仁（協和広告） 倉恒良彰（第一企画） 村井俊文（第

一企画） 上野泰明（第一企画） 泉屋政昭（博報堂） 

垂水佐敏（博報堂） 宮崎晋（博報堂） 渡辺正実（日

放） 松本貴志（日放） 

’92 
第4回 

クリエイター・オブ・ザ・イヤー 特別賞の受賞者 ノミネートされたクリエイター 
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受賞者一覧

三 浦 武 彦 
（株）電通 
クリエーティブ総務局 
クリエーティブディレクター 

佐 藤 雅 彦 
（株）電通 
クリエーティブ制作局 
CMプランナー 
コピーライター 

石 井 達 矢 
（株）電通 
クリエーティブ局 
CMプランナー 
コピーライター 

大 島 征 夫 
（株）電通 
第4クリエーティブ ディレクション局 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・JR東海「ハックルベリー・エクスプレス」「クリスマス・

エクスプレス」「ファイト・エクスプレス」：CM、ポスタ
ー等 

・ライオン　クリニカ「ザ・ロンゲスト・デイ」：　CM等、
他 

〈主な作品〉 
・フジテレビ 春のキャンペーン「天は人の上に」等：

CM 
・JR東日本 ダイヤ改正キャンペーン「もっと総論」：

CM 
・日本電気 文豪ミニ5RD「衝動買いと決断力」：CM 
・湖池屋 ポリンキー「ポリンキーの秘密」：CM 
・東レ 企業「みんなが鳴っている」：CM、等 

〈主な作品〉 
・大阪府「迷惑駐車」キャンペーン：CM 
・大日本除虫菊「ゴン」等：CM 
・朝日新聞「企業シリーズ」：CM 
・ピップフジモト「ダダン」：CM、他 

〈主な作品〉 
・JR東日本 山形新幹線「その先の日本へ」：CM、

新聞広告、踏切事故撲滅キャンペーン「折れた踏
切」：CM 

・トヨタ自動車 ニューマークⅡ導入キャンペーン 
　「登場」：CM、ポスター、他 
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受賞者一覧 

佐々木　宏 
（株）電通 
第4クリエーティブ 
ディレクション局 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・東海旅客鉄道　京都キャンペーン「そうだ京都、
行こう」：CM 
・サントリー リザーブ「リザーブ友の会」：CM、新聞、
ポスター等、缶コーヒー ボス「会議室」他：CM 
・トヨタ自動車 エクシブ「ルパン」：ポスター、企業新
聞広告 
・フジテレビ サービス「後頭部大丈夫」：CM

榛葉道宏 
（株）東急エージェンシー　第1クリエイティブ局 
第2制作部長クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ライオン フリー＆フリー「実証広告」シリーズ：CMバン「実証広告」
シリーズ：CM　・ハウス食品 ハッシュドビーフ「歌編」シリーズ：CM 
ククレカレー、ハウスグラタン：CM　・アース製薬 アースレッド「少な
い煙」他：CM、他 
 
戸田裕一 
（株）博報堂 
第2制作局クリエイティブスーパーバイザー 
〈主な作品〉 
・味の素 クノールカップスープ「グッドモーニング」：CM「ちゃんとちゃ
んとの、味の素」：CM　・日産自動車 サニー「リッパで、おトク」：
CM　・キリンビール ラガー「雪の二人」：CM　・JT セブンスター「祭
り太鼓」：CM、他 
 
笠原伸介 
（株）博報堂 
第3制作局クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・J・LEAGUE ネーミング、マーク、ロゴタイプのプロデュース。開幕新
聞広告 
・日清食品 日清ラ王、ごんぶと、桃金ラーメン等：CM   ・全日本空輸
「すべてがメリット」：新聞広告　・トヨタ自動車 マリノ「海へマリノ」：
CM　・東芝EMI「YMO再生」：新聞広告 

黒須美彦 
（株）博報堂 
第四制作局クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・キリンビール　キリンラガービール年間キャンペーン「来日」「焼き
鳥屋」「海の家」「サウナ」「お座敷」CM、ポスター 
・マツダ　マツダファミリア「新方向ファミリア」年間キャンペーン　
CM全７編　・NTTドコモ ポケベル年間キャンペーン「ブルった」「ゆ
るしてやっか」CM　・ローソン「それいけ!ローソン通り物語」年間
キャンペーン　CM全17編　・第一生命保険　パスポート新鮮組
キャンペーン「若者たち」「サッカー」CM　・ソニー　プレイステー
ション登場キャンペーン 
  
服部千恵子 
（株）東急エージェンシー 
クリエイティブ局第二制作部クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ヘチマコロン「ヘチマコロン」雑誌広告シリーズ　・エスティローダ
ー　「アドバンス ナイトリペア」「スイスホワイトニング」雑誌広告 
・ハウス食品　ビーフキャンペーン「夏・冬」CM、雑誌広告 
・ライオン フリー＆フリー「ソフトカールメイク」「起きたらしっとりフォー
ム」CM、雑誌広告シリーズ　・大塚製薬　オロナインＨ軟膏「郡
上染め」CM 
  
安藤　彬 
（株）電通　第3クリエーティブディレクション局次長 
 クリエーティブディレクター 
〈主な作品〉 
・日立製作所　インターフェイス／to nature「日立ニュース・ATM、
噴水、生ゴミ」CM、新聞広告等　・第一生命保険　キーパープラ
ン「俺のお墓」「生前葬」「天使」CM、ポスター、新聞広告等・アサ
ヒビール　博多蔵出しビール「博多弁」、江戸前生ビール「夏祭り」
CM

岡　康道 
（株）電通　第4クリエーティブディレクション局部長 
クリエーティブディレクター 
〈主な作品〉 
・フジテレビ　フジテレビがいるよ「サラリーマン」「祝福」「青春」「父
と娘」CM 
・サントリー　モルツ「江川・川藤」「野球拳」CM、ボス「漂流」CM 
・東日本旅客鉄道　企業広告「東北大陸から・森の学校」CM 
 
遠闢眞一 
（株）マッキャンエリクソン　制作本部長 
シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・日本コカ・コーラ　ジョージア「男のやすらぎ」キャンペーンCM、爽
健美茶「草の海」CM 
・オーストラリア政府観光局　「びっくりの国」キャンペーンCM 
・レイノルズ・エム・シー　・タバコ　セーラム・ピアニッシモ「比較」  
CM　・野村證券　公社債投信「ステージ」CM 
 
黒田金次郎 
（株）大広　大阪本社 
クリエイティブ局今川グループ 
〈主な作品〉 
・松下電器産業　企業広告　パナソニック　アルカリボタン電池「禁
じられた遊び」CM　電池応用技術「いのちを海に帰したい」CM
「お帰りなさい、神戸のあかり」CM　「１月17日に生まれた生命」
CM　・サントリー　デリカメゾン「不思議ぶどう」CM　・ヒガシマ
ル醤油　夏のつゆ「月光仮面」CM

沢　正一 
電通ヤング・アンド・ルビカム（株） 
クリエーティブ局 アートディレクター 
〈主な作品〉 
・ボルボ・カーズ・ジャパン 企業広告 
・日本DEC 企業広告 
 
黒須美彦 
（株）博報堂 第二制作局 
シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ソニーコンピュータエンタテインメント プレイステーション年間キャン
ペーン 
・TBC ナオミキャンペーン　・ローソン 年間キャンペーン　・NTTドコ
モポケベル年間キャンペーン　・カゴメ 野菜生活100　・ツムラ ア
ヒルちゃんプレゼント 
 
土井徳秋 
（株）博報堂 第一制作局 
シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・本田技研工業 
 INTEGRAキャンペーン　CIVICキャンペーン　STEP WGNキャ
ンペーン　I'm HONDA.キャンペーン 

青木政之（マッキャンエリクソン） 安芸研一（読売

広告社） 笠原章弘（読売広告社） 寺島治夫（読売

広告社） 刈込力（第一通信社） 越野民雄（電通ヤ

ング＆ルビカム） 佐々木宏（電通） 安西俊夫（電通） 

矢谷健一（電通） 市原優（レオ・バーネット協同） 

西島敏行（萬年社） 江口誠（旭通信社） 室井康勝（旭

通信社） 佐々木信方（旭通信社） 桜井逸雄（東急

エージェンシー） 福間僚一（東急エージェンシー） 

藤野孝夫（Ｉ＆Ｓ） 石動勝美（Ｉ＆Ｓ） 八木恵一（朝

日広告社） サトー克也（第一企画） 佐部利春喜（第

一企画） 村井俊文（第一企画） 佐々木智巳（日放） 

黒須美彦（博報堂） 戸田裕一（博報堂） 笠原伸介（博

報堂） 飯沼洋一（大広） 井上実（大広） 吉川浩司

（明通） 

’93 
第5回 

田井中 邦彦 
（株）電通 
関西支社クリエーティブ局 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・大日本除虫菊 ゴキブリ用殺虫剤「いとしこいしの
英会話」サッサ「夫婦でふくなら」ゴン「ダンスホール」
CM 
・大阪広告協会 関西新空港「大阪城」CM 
・ニッセンカタログ「見てるだけ」CM 
・エスエスケイ 野球用品「井原さん・バックコーラス」
CM 
・関西電気保安協会 企業広告「素人工事　松本」
CM

大江充（山形アドビューロ） 源中冬彦（マッキャン

エリクソン） 遠闢眞一（マッキャンエリクソン） 

鎌田一郎（電通） 安藤彬（電通） 田井中邦彦（電通）

川出幸彦（旭通信社） 石井利始（旭通信社） 宮田

隆二（旭通信社） 河野賢二（アド電通大阪） 坂上

博（大広） 黒田金次郎（大広） 谷口知二（オリコム）

岩堀仁（第一通信社） 田中成一（読売広告社） 高

橋和也（読売広告社） 小泉省二（Ｉ＆Ｓ） 上野泰

明（第一企画） 作宮隆（第一企画） 南部彰（東急

エージェンシー） 服部千恵子（東急エージェンシー） 

谷村信吾（東急エージェンシー） 原田稔（三晃社） 

山本雅人（日放） 北田米男（協和広告） 黒須美彦（博

報堂） 米村浩（博報堂） 鈴木聡（博報堂） 本多静

男（協同広告） 

’94 
第6回 

安 藤 輝 彦 
（株）博報堂 
第一制作局 
クリエイティブスーパーバイザー 

〈主な作品〉 
・日産自動車の広告コミュニケーション 
　活性化広告＝イチロー「変わらなきゃ」キャンペー
ン　ブランド広告＝ラシーン、ルキノ、セフィーロ、プ
レセア、サニー、セドリック、アベニール、ローレル、プ
リメーラ、テラノ、マーチ他　日産車技術広告＝セ
フィーロ、マーチ、セドリック＆グロリア、プリメーラ＆
カミノ、テラノ、GT-R他　統一フェア広告＝「イチロ・
ニッサン」キャンペーン 
・資生堂　スーパーマイルドシャンプー 
・ソニー　ハンディカム・ツーカーセルラー東京　企
業 

関橋英作（Ｊ.ウォルター・トンプソン ジャパン） 

村田一美（電通） 岡　康道（電通） 野末敏明（電通） 

幸田光生（電通九州） 植原政信（電通九州） 安田

樹生（電通九州） 原田稔（三晃社） 岸孝博（協同

広告） 松田圭史（グレイ大広） 谷田正男（グレイ

大広） 北村峰春（旭通信社） 石井利始（旭通信社） 

宮田隆二（旭通信社） 遠闢眞一（マッキャンエリク

ソン） 井上十益（東急エージェンシー） 佐藤恭司（東

急エージェンシー） 結城伸夫（東急エージェンシー）

溝口二也（日放） 西島敏行（萬年社） 兼田たけし（協

和広告） 杉山寿雄（Ｉ＆Ｓ） 川崎晃（読売広告社） 

阿部弘明（読売広告社） 川井幹夫（大広） 黒田金

次郎（大広） 鈴木聡（博報堂） 板東睦実（博報堂） 

安藤輝彦（博報堂） サトー克也（第一企画） 遠山

芳樹（第一企画） 植村好貴（第一企画） 

’95 
第7回 

岡　康 道 
（株）電通 
第4クリエーティブ 
ディレクション局部長 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・東日本旅客鉄道 東北大陸から、びゅうプラザ 
・サントリー BOSS、南アルプスの天然水 
・日本ビクター GR-DV1 
・シービック コパトーンUVガード 

安田勝（名鉄エージェンシー） 栗田廣（レオ・バー
ネット協同） 名古屋靖（協和広告） 平谷俊夫（マ
ッキャンエリクソン） 箕倉啓二（マッキャンエリク
ソン） 宮下正夫（マッキャンエリクソン） 常定真（グ
レイ大広） 土井徳秋（博報堂） 大谷研一（博報堂） 
黒須美彦（博報堂） 吉澤伸（三晃社） 瀬古民恵（三
晃社） 佐々木太一郎（東急エージェンシー） 桜井
逸雄（東急エージェンシー） 吉岡博哉（東急エージ
ェンシー） 山田政俊（キョウエイアドインターナシ
ョナル） 沢正一（電通ヤング・アンド・ルビカム） 
岡康道（電通） 中治信博（電通） 井上守（電通） 
中山勝義（スタンダード通信社） 舛岡祐三（スタン
ダード通信社） 家永博之（スタンダード通信社） 
福田恭夫（旭通信社） 佐藤達郎（旭通信社） 川出
幸彦（旭通信社） 永井久生（Ｉ＆Ｓ） 古賀直美（第
一企画） 能丸裕幸（第一企画） 清水健（第一企画） 
阿部弘明（読売広告社） 岡本秀仁（読売広告社） 
高橋和也（読売広告社） 松本貴志（日放） 荒井好
一（大広） 間所正人（第一通信社） 宮本憲太郎（萬
年社） 

’96 
第8回 

クリエイター・オブ・ザ・イヤー 特別賞の受賞者 ノミネートされたクリエイター 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 

29名16社 

29名17社 

32名17社 

37名20社 
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受賞者一覧

佐々木 宏 
（株）電通 
第4クリエーティブ ディレクション局 
クリエーティブディレクター 

田井中 邦彦 
（株）電通 
関西支社クリエーティブ局 
クリエーティブディレクター 

安 藤 輝 彦 
（株）博報堂 
第一制作局 
クリエイティブスーパーバイザー 

岡 康 道 
（株）電通 
第4クリエーティブ ディレクション局部長 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・東海旅客鉄道　京都キャンペーン「そうだ京都、

行こう」：CM 
・サントリー リザーブ「リザーブ友の会」：CM、新聞、

ポスター等、缶コーヒー ボス「会議室」他：CM 
・トヨタ自動車 エクシブ「ルパン」：ポスター、企業新

聞広告 
・フジテレビ サービス「後頭部大丈夫」：CM

〈主な作品〉 
・大日本除虫菊 ゴキブリ用殺虫剤「いとしこいしの

英会話」サッサ「夫婦でふくなら」ゴン「ダンスホール」
CM 

・大阪広告協会 関西新空港「大阪城」CM 
・ニッセンカタログ「見てるだけ」CM 
・エスエスケイ 野球用品「井原さん・バックコーラス」

CM 
・関西電気保安協会 企業広告「素人工事　松本」

CM

〈主な作品〉 
・日産自動車の広告コミュニケーション 
　活性化広告＝イチロー「変わらなきゃ」キャンペー
ン　ブランド広告＝ラシーン、ルキノ、セフィーロ、プ
レセア、サニー、セドリック、アベニール、ローレル、プ
リメーラ、テラノ、マーチ他　日産車技術広告＝セ
フィーロ、マーチ、セドリック＆グロリア、プリメーラ＆
カミノ、テラノ、GT-R他　統一フェア広告＝「イチロ・
ニッサン」キャンペーン 

・資生堂　スーパーマイルドシャンプー 
・ソニー　ハンディカム・ツーカーセルラー東京　企

業 

〈主な作品〉 
・東日本旅客鉄道 東北大陸から、びゅうプラザ 
・サントリー BOSS、南アルプスの天然水 
・日本ビクター GR-DV1 
・シービック コパトーンUVガード 
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受賞者一覧 

多 田　琢 
（株）電通 
第4クリエーティブ 
ディレクション局 
CMプランナー 

〈主な作品〉 
・東日本旅客鉄道　秋田新幹線こまち　長野新幹
線あさま 
・サントリー モルツ 
・富士写真フイルム 写ルンですスーパースリム 
・アコム むじんくん 
・日本ビクター GR-DVX 
・ディレクTV 企業広告 

神谷幸之助 
（株）電通 第2クリエーティブディレクション局部長 
クリエーティブディレクター 
〈主な作品〉 
・トヨタ自動車 企業広告　・タイ国際航空 タイは、若いうちに行け 
・富士ゼロックス Able　・石川島播磨重工業 企業広告 
 
笠原伸介 
（株）博報堂 
第三制作局シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・宝島社 別冊宝島　・日立製作所 MPEGカメラ 
・トヨタ自動車 オールトヨタ販促キャンペーン、ACTION、クーポンポン 
・コニカ 撮りっきりコニカ 

朝生謙二 
（株）東急エージェンシー 
クリエイティブ局第3制作部 クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・永谷園 お茶漬け海苔、チャーハンの素、すし太郎 
・DDI 国際電話サービス開業告知 
・富士写真フイルム instax mini 10 チェキ 
 
山本高史 
（株）電通 第4クリエーティブディレクション局 
CMプランナー／コピーライター 
〈主な作品〉 
・三井海上火災保険 企業、損物損壊弁償義務 
・キリンビール 復刻ラガーキャンペーン、お疲れさまキャンペーン 
・資生堂 企業　・三和シャッター フルタイムサービス　・富士写真フ
イルム 企業 
 
北風　勝 
（株）博報堂 
第二MD局 チームリーダー 
〈主な作品〉 
・キリンビール　一番搾り 
・日本たばこ産業　セブンスター 
・日清ペットフード　ラン＆キャラット 

木下一郎 
（株）電通 
 第4クリエーティブディレクション局部長クリエーティブディレクター 
〈主な作品〉 
・日清食品　カップヌードル、麺の達人、UFO　・キリンビバレッジ　
ファイア　・キリンビール　企業　・旭化成　ヘーベルハウスアー
バン・DCカード　企業 
 
大谷研一 
（株）博報堂 
第四制作局長 
〈主な作品〉 
・マツダ　ファミリアSワゴン、デミオ、新デミオ、企業、プレマシー、ミレ
ーニア、MPV、カペラワゴン 
 
三田晴之 
（株）マッキャンエリクソン 
制作本部制作局クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・日本コカ・コーラ　爽健美茶、ジョージア 
・桐生競艇　アクアンナイトレース 
・サンスター　オーラツー 

山崎隆明 
（株）電通　関西支社 
クリエーティブ局CMプランナー 
〈主な作品〉 
・大日本除虫菊　タンスにゴンゴン人形用／キンチョーリキッド／キ
ンチョール／ダニキンチョール　・マンダム　ひげそりギャツビー 
・ダイハツ工業　ダントツダイハツ　・UHA味覚糖チョコビュー／ベ
アーズチョコ・ユーポス　企業 
 
滝澤てつや 
（株）博報堂 
第一制作局シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・トヨタ自動車　ファンカーゴ　・日本コカ・コーラ　キュン／新キュン
／グランブルー　・日清食品　UFO／ごんぶと／スパ王　・コムサ 
デ モード 
 
尾形嘉寿 
（株）アイアンドエス・ビービーディオー 
九州支社クリエイティブ部クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・フンドーキン醤油　企業　・かば田食品　昆布漬辛子明太子 
・佐賀県経済連　佐賀ハウスみかん 
・アットホーム　マイルームガイド／アットホームウェブ 

高田太介（大広） 藤野孝夫（Ｉ＆Ｓ） 今井恵一（キ

ョウエイアドインターナショナル） 加藤文敏（名鉄

エージェンシー） 宮下正夫（マッキャンエリクソン）

広瀬範幸（第一企画） 能丸裕幸（第一企画）桜井智

博（第一企画） 多田琢（電通） 神谷幸之助（電通） 

杉山恒太郎（電通） 宮川貫治（グレイ大広） 田中

英生（インタービジョン） 高山雅行（インタービジ

ョン） 笠原伸介（博報堂）宗形英作（博報堂） 柴

田常文（博報堂） 五百川博啓（オリコム） 村山雅

彦（旭通信社） 福島美生（旭通信社） BOB WARD

（旭通信社） 末廣仁（協和広告） 根岸誠（読売広

告社） 大谷義智（読売広告社） 

’97 
第9回 

佐々木　宏 
（株）電通 
クリエーティブ統括局 
専任局長 

〈主な作品〉 
・サントリー　酒税改正第２弾キャンペーン 
　ボスセブンキャンペーン、モルツキャンペーン 
・東海旅客鉄道　京都キャンペーン 
・トヨタ自動車　プログレキャンペーン 
・フジテレビジョン　企業キャンペーン 

宮下正夫（マッキャンエリクソン） 三田晴之（マッ

キャンエリクソン） 桐木淳二（I＆S）広瀬範幸（第

一企画） サトー克也（第一企画） 佐々木宏（電通）

山本高史（電通） 中治信博（電通） 文園敏郎（イ

ンタービジョン） 田中英生（インタービジョン） 

藤井久（博報堂） 黒須美彦（博報堂） 北風勝（博

報堂） 朝生謙二（東急エージェンシー） 能登健裕（東

急エージェンシー） 福田恭夫（旭通信社） 迫田哲

也（旭通信社） 河島尚志（旭通信社） 安芸研一（読

売広告社）田浦弘之（読売広告社） 高橋和也（読売

広告社） 藤田のりこ（協和広告） 鈴木貴子（京急

アドエンタープライズ） 阿部新一（京急アドエンタ

ープライズ） 片野聡（京急アドエンタープライズ） 

山下恵介（大広） 松村修司（レオ・バーネット協同） 

下津佐勉（協同広告） 辻本忠（TBWA日放） 植原

政信（電通九州） 

’98 
第10回 

中 治 信 博 
（株）電通 
関西支社クリエーティブ局 
第1クリエーティブ 
ディレクション室部長 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・象印マホービン　圧力IH炊飯ジャー 
・トヨタ自動車　デュエット 
・リクルート　フロム・エー関西版 
・東急ハンズ　心斎橋店オープン 
・大日本除虫菊　ゴキブリキャッチャー 
・味の素　うどんおでんだし 
・SSK　SSKベースボールシューズ 

宮下正夫（マッキャンエリクソン） 三田晴之（マッ
キャンエリクソン） 左右田哲也（京急アドエンター
プライズ） 林伸寿（京急アドエンタープライズ） 
阿部新一（京急アドエンタープライズ） 根岸誠（読
売広告社） 岩堀昭（読売広告社） 安芸研一（読売
広告社） 中治信博（電通） 木下一郎（電通） 川野
康之（電通） 平岩モトイ（東急エージェンシー） 
篠原充（東急エージェンシー）能登健裕（東急エー
ジェンシー） 大谷研一（博報堂） 永井一史（博報堂） 
石井昌彦（博報堂） 宮川貫治（グレイワールドワイ
ド） 田中英生（インタービジョン） 文園敏郎（イ
ンタービジョン） 安路篤（大広） 坂本真人（協和
広告）中嶌直子（アサツーディ・ケイ） 北村峰春（ア
サツーディ・ケイ） サトー克也（アサツーディ・ケ
イ） 尾形嘉寿（Ｉ&Ｓ／ＢＢＤＯ） 岡田圀考（Ｉ&
Ｓ／ＢＢＤＯ） 良知克巳（協同広告） 菊谷俊克（協
同広告） 間所正人（第一通信社）岩堀仁（第一通信
社） 

’99 
第11回 

澤 本 嘉 光 
（株）電通 
第2クリエーティブ 
ディレクション局 
CMプランナー 

〈主な作品〉 
・WOWOW　企業 
・KDDI　企業／DION／マイライン 
・楽天　インターネットオークション 
・味の素　Cook Do 中華団欒 
・全日空　CLUB ANA 
・朝日新聞　企業 

白根有一（電通ＥＹＥ） 澤本嘉光（電通） 友原琢
也（電通） 山崎隆明（電通）市村愼吾（オグルヴィ・
アンド・メイザー・ジャパン） 左右田哲也（京急ア
ドエンタープライズ） 北村治（京急アドエンタープ
ライズ） 中戸川綾子（京急アドエンタープライズ） 
安芸研一（読売広告社） 田浦弘之（読売広告社） 
岡戸広光（協同広告） 児玉和彦（協同広告） 滝澤
てつや（博報堂） 箭内道彦（博報堂） 岩本恭明（博
報堂） 神山浩之（Ｉ&Ｓ／ＢＢＤＯ） 尾形嘉寿（Ｉ
&Ｓ／ＢＢＤＯ） 間所正人（第一通信社） 森田直樹
（マッキャンエリクソン） 矢崎良幸（マッキャンエ
リクソン） 本谷一也（マッキャンエリクソン） 門
田陽（電通九州） 加藤英明（三晃社） パトリック
太郎プルチョウ（ビーコンコミュニケーションズ） 
室井康勝（アサツーディ・ケイ） 澤田忠弘（アサツ
ーディ・ケイ） 迫田哲也（アサツーディ・ケイ） 
高橋弘幸（大広） 常定真（グレイワールドワイド） 
野田高澄（東急エージェンシー） 田中英生（インタ
ービジョン）木村省悟（朝日広告社） 阿部和浩（朝
日広告社） 小沼恭司（朝日広告社） 細島正司（協
和広告） 

’00 
第12回 

クリエイター・オブ・ザ・イヤー 特別賞の受賞者 ノミネートされたクリエイター 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 

24名14社 

30名17社 

31名14社 

35名20社 
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受賞者一覧

多 田 琢 
（株）電通 
第4クリエーティブ ディレクション局 
CMプランナー 

佐々木 宏 
（株）電通 
クリエーティブ統括局 
専任局長 

中 治 信 博 
（株）電通 
関西支社クリエーティブ局 
第1クリエーティブ ディレクション室部長 
クリエーティブディレクター 

澤 本 嘉 光 
（株）電通 
第2クリエーティブ ディレクション局 
CMプランナー 

〈主な作品〉 
・東日本旅客鉄道　秋田新幹線こまち　長野新幹

線あさま 
・サントリー モルツ 
・富士写真フイルム 写ルンですスーパースリム 
・アコム むじんくん 
・日本ビクター GR-DVX 
・ディレクTV 企業広告 

〈主な作品〉 
・サントリー　酒税改正第２弾キャンペーン 
　ボスセブンキャンペーン、モルツキャンペーン 
・東海旅客鉄道　京都キャンペーン 
・トヨタ自動車　プログレキャンペーン 
・フジテレビジョン　企業キャンペーン 

〈主な作品〉 
・象印マホービン　圧力IH炊飯ジャー 
・トヨタ自動車　デュエット 
・リクルート　フロム・エー関西版 
・東急ハンズ　心斎橋店オープン 
・大日本除虫菊　ゴキブリキャッチャー 
・味の素　うどんおでんだし 
・SSK　SSKベースボールシューズ 

〈主な作品〉 
・WOWOW　企業 
・KDDI　企業／DION／マイライン 
・楽天　インターネットオークション 
・味の素　Cook Do 中華団欒 
・全日空　CLUB ANA 
・朝日新聞　企業 



受賞者一覧 

福 里 真 一 
（株）電通 
／（株）ワンスカイ 
CMプランナー 

〈主な作品〉 
・日本コカ・コーラ　ジョージア 
・NTT東日本　スーパーケンタくん／マイライン 
　フェア／フレッツ 
・全日本空輸　ビジ割／超割 
・富士写真フイルム　お正月を写そう 
・コミー　シェイプTBC

石井　原 
（株）博報堂 
第三制作局　アートディレクター 
〈主な作品〉 
・宝島社　・本田技研工業　ストリームキャンペーン 
・日本ガラスびん協会　・サッポロビール　黒ラベルキャンペーン 
 
入江洋平 
（株）マッキャンエリクソン 
制作本部制作局　クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ネスレジャパングループ　ネスカフェＮキャンペーン 
 
中村聖子 
（株）西鉄エージェンシー 
制作部　クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ソラリアプラザ商店会 
・天神サイト 
・西日本鉄道 

永見浩之 
（株）博報堂　／博報堂イン・プログレス　 
クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・日産自動車　マーチ／X-TRAIL　・ソニーコンピュータエンタテイ
ンメント プレイステーション　みんなのGOLF3／VF4物干し／鬼
武者２等　・サントリー 純生「RED　WALL」「スピニング」「炭！う
まっ！純生」「近道純生」 
 
    崎卓馬 
（株）電通　第2アカウント・プランニング本部 
第2クリエーティブディレクション局CMプランナー 
〈主な作品〉 
・公共広告機構　教育「imagination」　・KDDI　DION　ADSL 
・サントリー　膳　・小学館　テレパル　・イエローハット「エンジン
全開バーゲン」　・日本ヘラルド　Ｋ-19　・タカラ　バウリンガル　 
・三菱鉛筆　ユニパワータンク 
 
山本高史 
（株）フロンテッジ　ブランディングユニットクリエイティブグループ　
シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・トヨタ自動車 カローラフィールダー「小野伸二」　・東日本旅客鉄
道 東北　メール「温泉」「酒蔵」　東北新幹線八戸開業「はや
て登場」　家族旅行ポスター「私の家族」コンビニエンスストアポ
スター　NEWDAYS「父の日」 

本谷一也 
（株）マッキャンエリクソン　制作本部 
シニアクリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・マスターカード 　プライスレスキャンペーン 
・三菱地所　丸の内 
・エスエスエルヘルスケアジャパン　ＤＵＲＥＸ 
 
能丸裕幸 
（株）アサツーディ・ケイ　クリエイティブ・センター 
第4クリエイティブ局長 
〈主な作品〉 
・明治生命 　企業「たったひとつのたからもの」 
・ヤクルト 　乳製品「暮らしの基本」 
・ロッテ 　チョコレート「40周年」 
 
古川裕也 
（株）電通　第2クリエーティブディレクション局 
クリエーティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ＷＯＷＯＷ  企業　・ＫＯＮＡＭＩ ボクらの太陽　・セブンイレブン
ジャパン 　・カブドットコム証券  企業　・味の素　 Cook Do レッ
ツ・クイック・パスタ　・イエローハット  オイルバッテリー／ＥＴＣ／車
検 
 
手島　領 
（株）博報堂　第二制作局 
クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・キリンビバレッジ 「口どけ生茶」「氷らせ生茶」「ＨＯＴ生茶」　・ト
ヨタ自動車 ＶＯＸＹ「I am a father」キャンペーン　 ・コニカミノルタ 
「経営統合告知」キャンペーン　・ファイブ・フォックス 　COMME 
CA DE MODE

澤本嘉光 
（株）電通　第2クリエーティブディレクション局 
クリエーティブディレクター／CMプランナー 
〈主な作品〉 
・全日本空輸　ANA中国TVCM　・セブンイレブンジャパン　企業
TVCM　・角川文庫　ポスター･ノベルティ他　・サントリー　
BOSS／モルツTVCM　・東京海上日動火災保険　企業TVCM 
・読売新聞社　読売新聞オリンピックTVCM　・WOWOW　企業
TVCM　・ロッテ　アーモンドTVCM　・ヤマハ発動機　企業
TVCM 
 
薄　景子 
（株）大広　東京本社クリエイティブ局第2クリエイティブグループ 
コピーライター・プランナー 
〈主な作品〉 
・キユーピーマヨネーズ 「ワールドマヨネーズ」R-CM　「インシーズ
ン ゴーヤ」TVCM 
・アサヒビール　お酒と料理のおいしいカンケイシリーズ雑誌広告 
・アオハタ　白がゆTVCM 
 
箕倉啓二 
（株）マッキャンエリクソン 制作本部グループ  
クリエイティブディレクター 
〈主な作品〉 
・ネスレジャパングループ　ネスカフェ「朝のリレー」　ネスカフェエ
クセラ「ハッピーニューモーニング」　ネスカフェ「ミルクでつくろう」
TVCM・新聞・ポスター 
・ピープル  やりたい放題TVCM

山本高史（電通） 木下一郎（電通） 福里真一（電通） 
大塚　靖（協同広告） 林　伸寿（京急アドエンター
プライズ） 阿部新一（京急アドエンタープライズ） 
田中昌宏（大広） 大谷健二（朝日広告社） 熊坂俊
一（朝日広告社） 伊東紅一（ビーコンコミュニケー
ションズ） 藤井　実（博報堂） 丸山もも子（博報堂） 
石井　原（博報堂） 宮川貫治（グレイワールドワイ
ド）西村　剛（アイアンドエス・ビービーディオー） 
桐木淳二（アイアンドエス・ビービーディオー） 沼
口重忠（ＮＫＢ） 能丸裕幸（アサツーディ・ケイ） 
澤田忠弘（アサツーディ・ケイ） 植村好貴（アサツ
ーディ・ケイ） 原田　稔（三晃社） 大谷義智（読
売広告社） 高根　等（読売広告社） 二藤正和（読
売広告社） 箕倉啓二（マッキャンエリクソン） 入
江洋平（マッキャンエリクソン） 鈴木三喜夫（東急
エージェンシー） 國光益民（東急エージェンシー） 
中村聖子（西鉄エージェンシー） 伊藤尚之（Ｊ.ウ
ォルター・トンプソン・ジャパン） 佐藤　章（Ｊ.
ウォルター・トンプソン・ジャパン） 岡村靖弘（Ｊ.
ウォルター・トンプソン・ジャパン） 荒井二郎（コ
モンズ） 門田　陽（電通九州） 

’01 
第13回 

山 崎 隆 明 
（株）電通 
関西支社クリエーティブ局 
第1クリエーティブ 
ディレクション部 
ＣＭプランナー 

〈主な作品〉 
・サントリー　BOSS「工事現場」 
・リクルート　ホットペッパー「ホットペッパー食べました」
「ホットペッパースゴイやん」 
・ユーポス　企業「ウッタッタ」 
・マンダム　ギャツビーブリーチカラー「人生いろいろ」 
・ダイハツ工業　ダイハツサンクスフェア「オランウー
タン」 
・大日本除虫菊　タンスにゴンゴン１年用「会議A」
タンスにゴンゴンクローゼット用「そうそう」　キンチ
ョーリキッド「ナイアガラ」 

高田伸敏（東急エージェンシー） 田中俊也（朝日広

告社） 宮田誠二（協同広告） 佐野研二郎（博報堂） 

内藤貴明（博報堂） 永見浩之（博報堂）安路　篤（大

広） 森本晃史（大広） 山崎隆明（電通） 三浦武彦

（電通） 闍崎卓馬（電通） 宮脇克弘（アイプラネ

ット） 岡本秀仁（読売広告社） 佐々木智己（読売

広告社） 高橋和也（読売広告社） 本谷一也（マッ

キャンエリクソン） 北山郁夫（マッキャンエリクソ

ン） 山本高史（フロンテッジ） 植村好貴（アサツ

ーディ・ケイ） 山本武志（アサツーディ・ケイ） 

澤田忠弘（アサツーディ・ケイ） 阿部光史（ビーコ

ンコミュニケーションズ） 内田しんじ（ＴＢＷＡ＼

ＪＡＰＡＮ） 大野正敬（三晃社） 門田　陽（電通

九州） 佐藤　章（Ｊ．ウォルター・トンプソン・ジ

ャパン） 小川勝己（電通西日本） 

’02 
第14回 

斎藤和典 
（株）電通 
第１クリエーティブ 
ディレクション局 
クリエーティブディレクター 

〈主な作品〉 
・サントリー　燃焼系アミノ式／楽膳 
・日清食品　カップヌードル 
・ミノルタ　ディマージュXi 
・ソニーミュージックエンターテイメント　ミュージック
オブアトム 
・ミツカン　金のごまだれ 

箕倉啓二（マッキャンエリクソン） 溝口俊哉（マッ

キャンエリクソン） 本谷一也（マッキャンエリクソ

ン） 畑　美治（東急エージェンシー） 中村方彦（日

本経済広告社） 斎藤和典（電通） 古川裕也（電通） 

沢田耕一（電通） 児玉和彦（協同広告） 鮫島正一

（I&S BBDO） 菊池久男（亜洲広告社） 阿部恭介（亜

洲広告社） 矢野俊明（亜洲広告社） 間所正人（第

一通信社） 服部正治（朝日広告社） 二藤正和（読

売広告社） 高橋和也（読売広告社） 勝畑　学（読

売広告社） 能丸裕幸（アサツーディ・ケイ） 中嶌

直子（アサツーディ・ケイ） 金原次郎（アサツーデ

ィ・ケイ） 西脇　淳（大広） 門田　陽（電通九州） 

松井美樹（博報堂） 手島　領（博報堂） 永井一史（博

報堂／HAKUHODO DESIGN） 後藤宏行（オグルヴ

ィ・アンド・メイザージャパン） 宮川貫治（グレイ

ワールドワイド） 

’03 
第15回 

永井一史 
（株）博報堂 
／（株）HAKUHODO DESIGN 
HAKUHODO DESIGN 
代表取締役社長 
クリエイティブディレクター 

〈主な作品〉 
・サントリー　伊右衛門 
・Apple　iPod＋iPod mini 
・NISSAN　SHIFT_／TEANA／FUGA

松井琢磨（ビーコンコミュニケーションズ） 森本晃

史（大広） 箕倉啓二（マッキャンエリクソン） 奥

田　淳（マッキャンエリクソン） 大谷優二（博報堂） 

永井一史（博報堂／HAKUHODO DESIGN） 高松　

聡（電通） 澤本嘉光（電通） 堤　一夫（電通） 西

村　剛（I&S BBDO） 上野達生（I&S BBDO／BBDO 

J WEST） 川上卓哉（ジェイ・アイ・シー） 高田伸

敏（東急エージェンシー） 鈴木聡一郎（東急エージ

ェンシー） 薄　景子（大広） ジェイソン ヒギンズ

（亜洲広告社） 鈴木敏明（亜洲広告社） 田中典子（亜

洲広告社） 二藤正和（読売広告社） 鈴木利幸（読

売広告社） 村井俊彦（読売広告社） サトー克也（ア

サツーディ・ケイ） 清水　健（アサツーディ・ケイ） 

川越智勇（アサツーディ・ケイ） 

’04 
第16回 

クリエイター・オブ・ザ・イヤー 特別賞の受賞者 ノミネートされたクリエイター 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 

34名19社 

27名17社 

28名16社 

24名11社 
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受賞者一覧

福 里 真 一 
（株）電通 ／（株）ワンスカイ 
CMプランナー 

山 崎 隆 明 
（株）電通 
関西支社クリエーティブ局 
第1クリエーティブ 
ディレクション部 
ＣＭプランナー 

斎藤和典 
（株）電通 
第１クリエーティブ ディレクション局 
クリエーティブディレクター 

永井一史 
（株）博報堂 ／（株）HAKUHODO DESIGN 
HAKUHODO DESIGN 
代表取締役社長 
クリエイティブディレクター 

〈主な作品〉 
・日本コカ・コーラ　ジョージア 
・NTT東日本　スーパーケンタくん／マイライン 
　フェア／フレッツ 
・全日本空輸　ビジ割／超割 
・富士写真フイルム　お正月を写そう 
・コミー　シェイプTBC

〈主な作品〉 
・サントリー　BOSS「工事現場」 
・リクルート　ホットペッパー「ホットペッパー食べました」
「ホットペッパースゴイやん」 

・ユーポス　企業「ウッタッタ」 
・マンダム　ギャツビーブリーチカラー「人生いろいろ」 
・ダイハツ工業　ダイハツサンクスフェア「オランウー
タン」 

・大日本除虫菊　タンスにゴンゴン１年用「会議A」
タンスにゴンゴンクローゼット用「そうそう」　キンチ
ョーリキッド「ナイアガラ」 

〈主な作品〉 
・サントリー　燃焼系アミノ式／楽膳 
・日清食品　カップヌードル 
・ミノルタ　ディマージュXi 
・ソニーミュージックエンターテイメント　ミュージック

オブアトム 
・ミツカン　金のごまだれ 

〈主な作品〉 
・サントリー　伊右衛門 
・Apple　iPod＋iPod mini 
・NISSAN　SHIFT_／TEANA／FUGA

10
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受賞者一覧 

05

2005 CREATOR OF THE YEAR
（株）電通 
第2クリエーティブディレクション局 エグゼクティブ･クリエーティブ・ディレクター 

古川裕也 
 
【主なクリエイティブワーク】 
◆中央酪農会議 牛乳に相談だ。 
　クロスメディアキャンペーン 
◆味の素・味の素スタジアムTVCM  
◆タワーレコード 流通・企業（25周年）TVCM 
◆味の素・Cook Do TVCM

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン（株） 
クリエイティブ クリエイティブディレクター 
松尾卓哉 

2005 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／10名 

〔主なクリエイティブワーク〕 日本生命生きるチカラTVCM
◆サントリーデリカメゾンTVCM◆アルファイン/エステ
WAMTVCM・ポスター◆J：COM　J：COMオンデマンド
TVCM

（株）博報堂／（株）博報堂クリエイティブ・ヴォックス 
代表取締役社長　エグゼクティブクリエイティブディレクター 
岩本恭明 
〔主なクリエイティブワーク〕 日本コカ・コーラ ファンタそうだ
ったらいいのになシリーズTVCM◆損害保険ジャパン
ONE-doTVCM◆SonyEricsson premini-ⅡTVCM◆
SonyEricssonRADIAEN◆Sony EricssonNTTドコモpre-
mini-s◆日本コカ・コーラ七色亜茶TVCM

（株）電通　第2クリエーティブディレクション局 
クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー 
澤本嘉光 
〔主なクリエイティブワーク〕 東京海上日動火災保険トータ
ルアシストTVCM◆三井不動産 芝浦アイランドTVCM◆
角川書店発見。角川文庫2005TVCM◆サントリー BOSS 
TVCM◆サントリー飲酒マナー/モデレーションポスター◆
東京ガスホームセキュリティーTVCM◆ロッテグリーンガム
TVCM◆WOWOW企業TVCM◆リクルート企業TVCM

（株）BBDO J WEST 
執行役員クリエイティブ局局長 
尾形嘉寿 
〔主なクリエイティブワーク〕 
典礼会館企業TVCM◆フンドーキン醤油企業・かぼすド
レッシングTVCM◆AC公共広告機構TVCM◆JR九州
企業TVCM

（株）アサツー ディ・ケイ 
関西支社第1クリエイティブ局滝澤ルーム長 
クリエイティブディレクター 
滝澤秀行  
〔主なクリエイティブワーク〕 
講談社ブランド広告TVCM◆サントリーバブルマンTVCM
◆ヤマハ発動機デカパトスTVCM

（株）グレイ ワールドワイド 
バイスプレジデントクリエイティブ局 
エグゼクティブクリエイティブディレクター 
宮川貫治  
〔主なクリエイティブワーク〕 
ボールドTVCM◆ファブリーズTVCM◆ 
チバビジョンTVCM／雑誌 

（株）TBWA＼JAPAN 
クリエイティブ・シニアアートディレクター 
豊田哲也 
FRISK・TVCM/ポスター◆adidasアウトドア・サッカー日本代
表ロッカー◆Häagen-Dazs中づり・Cafè　 

（株）マッキャンエリクソン 
制作本部CMプランナー 
安部雅也 
〔主なクリエイティブワーク〕 
マスターカード・インタナショナル・ジャパン・インクTVCM◆
京セラミタTVCM◆ネスレ ピュリナペットケアTVCM

（株）アサツー ディ・ケイ 
第2クリエイティブ本部 第4クリエイティブ局 
クリエイティブディレクター 
山本武志  
〔主なクリエイティブワーク〕 MATCH×ORANGE RANGE
キャンペーン◆SKYPerfecTV!×日本プロ野球選手会
TVCM他◆Levi’s×FUJI ROCK FESTIVALキャンペーン
◆Budweiser×六本木ヒルズOOH

（株）電通九州　ソリューション本部クリエーティブ2部 
コピーライター／CMプランナー 
國武秀典 
〔主なクリエイティブワーク〕 福岡県若年者しごとサポート
センター◆福岡市環境局・ごみ有料化◆宮崎県＆JA宮
崎・宮崎ブランド推進本部◆長崎県・国民健康保険◆福
岡県ねんりんピックふくおか2005◆百貨店・井筒屋◆宮崎
農協果汁・100％ジュース◆井口食品・いのくち海苔 

國武秀典（電通九州）　豊田哲也（ＴＢＷＡ＼ＪＡＰＡＮ）　古川裕也（電通）　澤本嘉光（電通）　田中英生（フロンテッジ）　ナガタマコト（デルフィス）　松坂克雄（デルフィス）　倉岡洋介（東急エージェンシー）　渡辺康毅
（東急エージェンシー）　尾形嘉寿（ＢＢＤＯ Ｊ ＷＥＳＴ）　上野達生（ＢＢＤＯ Ｊ ＷＥＳＴ）　西脇　淳（大広）　緒方勝彦（西広／ＣＳ西広）　入江洋平（マッキャンエリクソン）　安部雅也（マッキャンエリクソン）　中村方彦
（日本経済広告社）　日高延吉（協同広告）　滝澤秀行（アサツー ディ・ケイ）　山本武志（アサツー ディ・ケイ）　神移　朗（グレイ ワールドワイド）　宮川貫治（グレイ ワールドワイド）　上田剛司（読売広告社）　二藤正和（読
売広告社）　池田正明（朝日広告社）　神山浩之（Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ）　池田伸一（Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ）　松尾卓哉（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）　石田文子（大広）　岩本恭明（博報堂／博報堂クリエイティブ・ヴォックス）　
小西利行（博報堂／博報堂イン・プログレス）　阿部光史（ビーコンコミュニケーションズ）　佐藤秀一（ビーコンコミュニケーションズ） 

ノミネートされたクリエイター 32名20社（敬称略・応募順） 
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2006 CREATOR OF THE YEAR
（株）電通 
第2クリエーティブディレクション局 クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー 
／テレビ局スポット業務推進部兼務 

澤本嘉光 
 
【主なクリエイティブワーク】 
◆東京ガス　ガス・パッ・チョ！「タイムマシン」シリーズTVCM／Webなど 
◆リクルート　フロムA「夢のトランク」　四夜連続TVCM／Web 
◆ソフトバンクモバイル「予想外」シリーズTVCM 
◆日本民間放送連盟「CMのCM」シリーズTVCM 
◆全日本空輸　エコ割「行っちゃった方が早いんじゃないの？」シリーズTVCM 
◆角川文庫「発見」キャンペーン、TVCM／ポスター 
　コンタクトポイント開発（喫茶店のメディア化） 

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン㈱ 
クリエイティブ クリエイティブディレクター 
松尾卓哉 

2006 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／11名 

〔主なクリエイティブワーク〕 日本生命「生きる力」TVCM
◆高橋酒造「白岳」キャンペーン、「しろ」TVCM◆エス
テWAM「ワキエステ」TVCM・ポスター◆高木鍼灸院ポ
スター 

㈱TBWA＼HAKUHODO 
クリエイティブ・コピーライター 
田中秀之 
〔主なクリエイティブワーク〕Apple「Macとパソコン」他
TVCM◆FRISK「サッカー」 
他TVCM・ポスター 

㈱電通 
第2クリエーティブディレクション局CMプランナー 
闍崎卓馬 
〔主なクリエイティブワーク〕 インテル「もしも○○にインテル
がはいっていたら…」シリーズ◆明治製菓「XYLISH」ク
ロスメディアキャンペーン、◆JR東日本「Suica」◆集英社「集
英社文庫」TVCM/ポスター他◆サントリー「酸素＆ダイエ
ット」TVCM◆GYAO＋インテル「深津絵里のBLACK 
COMEDY『ラブコメ』」TVCM・キャンペーン 

㈱博報堂 
第一クリエイティブセンター クリエイティブディレクター 
古田彰一 
〔主なクリエイティブワーク〕 全日空シカゴ就航キャンペー
ン「CHICAGO CHALLENGE」◆大塚製薬「カロリーメイ
ト×24」キャンペーン、「ファイブミニ 体内怪人」他 
ポスター/TVCM◆SHARP「オールケータイ ブランディング」
TVCM

㈱読売広告社 
クリエイティブ局第3CR部第7CDルーム 
ルーム長 クリエイティブディレクター 
藤闢　実  
〔主なクリエイティブワーク〕 読売広告社「もったいない」カ
レンダー◆カプコン「超魔界村」バイラルCM、各キャンペ
ーン 

㈱アサツー ディ・ケイ 
クリエイティブディビジョン第5クリエイティブ局局長 
エグゼクティブクリエイティブディレクター 
清水　健  
〔主なクリエイティブワーク〕 IKEAキャンペーン◆明治製
菓「ショコライフ、アーモンドチョコ」◆サントリー「バブルマ
ン」◆日清食品「どん兵衛」、各TVCM

㈱アサツー ディ・ケイ 
九州支社総合企画局クリエイティブルーム副部長 
クリエイティブディレクター 
西畑幸一郎  
〔主なクリエイティブワーク〕 福岡ソフトバンクホークス シー
ズン開幕「倍返し。」TVCM、「コーチな人々」TVCM他、
◆城島後楽園ゆうえんちTVCM・屋外広告など 

㈱博報堂 
第一クリエイティブセンター シニアクリエイティブディレクター 
塚田雅人 
〔主なクリエイティブワーク〕 サントリー「ザ・プレミアム・モル
ツ」「CCレモン」◆NISSAN「スカイライン、MOCO、
MURANO」◆東京メトロ、各TVCM/ポスターキャンペーン 

㈱グレイワールドワイド 
クリエイティブ局クリエイティブディレクター 
芹沢洋一郎 
〔主なクリエイティブワーク〕 プリングルズ「フレンチコンソメ」
「サワークリーム＆オニオン」TVCM/交通広告中づり◆シ
ュミテクト、バファリン、各TVCM/雑誌/ポスター 

㈱フロンテッジ 
ソリューション本部副本部長 
エグゼクティブクリエイティブディレクター 
田中英生 
〔主なクリエイティブワーク〕 BMW「E92」◆Sony「サイバ
ーショット」◆K-1「2006開幕戦」各TVCM/新聞広告/雑
誌広告 

㈱電通東日本 
静岡支社クリエーティブ部クリエーティブディレクター 
鈴木利和 
〔主なクリエイティブワーク〕 アルバイトタイムス 静岡県の転
職サイト「ESHIFT」TVCM◆静岡産業大学「情報学部」
TVCM◆望月商事 企業ブランド向上「イベントといえば！」
シリーズTVCM

鈴木利和（電通東日本）　松尾卓哉（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）　松坂克雄（デルフィス）　左俊幸（電通九州）　國武秀典（電通九州）　吉田彩（創芸）　西脇淳（大広）　長谷川羊介（ジェイアール東日本企画）
山田泰世（ジェイ・アイ・シー）　田中秀之（TBWA＼HAKUHODO）　澤本嘉光（電通）　闍崎卓馬（電通）　塚田雅人（博報堂）　古田彰一（博報堂）　玉川健司（西鉄エージェンシー）　坂井一博（スタンダード通信社／ス
タンダード・クリエイティブ）　岡村靖弘（ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン）　山田詩津（ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン）　溝口俊哉（マッキャンエリクソン）　岡田幸生（マッキャンエリクソン）　田村敦子（ファロン）　芹
沢洋一郎（グレイワールドワイド）　西村剛（I＆S BBDO）　野原正義（I＆S BBDO）　濱弘幸（大広）　藤闢実（読売広告社）　小嶺順義（読売広告社）　藤本修二（東急エージェンシー）　西畑幸一郎（アサツー ディ・ケイ）
清水健（アサツー ディ・ケイ）　三寺雅人（ビーコン コミュニケーションズ）　佐藤秀一（ビーコン コミュニケーションズ）　岩立浩一（創芸）　上野達生（BBDO J WEST）　浅井芳樹（三晃社）　田中英生（フロンテッジ） 

ノミネートされたクリエイター 36名25社（敬称略・応募順） 

第17回 

第18回 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 13

受賞者一覧

（株）電通 
第2クリエーティブディレクション局 エグゼクティブ･クリエーティブ・ディレクター 

古川裕也 
 
【主なクリエイティブワーク】 
◆中央酪農会議 牛乳に相談だ。 
　クロスメディアキャンペーン 
◆味の素・味の素スタジアムTVCM  
◆タワーレコード 流通・企業（25周年）TVCM 
◆味の素・Cook Do TVCM

（株）電通 
第2クリエーティブディレクション局 クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー 
／テレビ局スポット業務推進部兼務 

澤本嘉光 
 
【主なクリエイティブワーク】 
◆東京ガス　ガス・パッ・チョ！「タイムマシン」シリーズTVCM／Webなど 
◆リクルート　フロムA「夢のトランク」　四夜連続TVCM／Web 
◆ソフトバンクモバイル「予想外」シリーズTVCM 
◆日本民間放送連盟「CMのCM」シリーズTVCM 
◆全日本空輸　エコ割「行っちゃった方が早いんじゃないの？」シリーズTVCM 
◆角川文庫「発見」キャンペーン、TVCM／ポスター 
　コンタクトポイント開発（喫茶店のメディア化） 

05

第17回

06

第18回
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松坂克雄（デルフィス）　桐木淳二（ I＆S BBDO）　篠原充（東急エージェンシー）　古井彩子（電通東日本）　井田万樹子（大広）　鱒渕友恵（オプト）　土屋恵美（オプト）　植原政信（電通九州）　佐藤義浩（電通）　門
田陽（電通）　中村猪佐武（マッキャンエリクソン）　溝口俊哉（マッキャンエリクソン）　久山弘史（アサツー ディ・ケイ）　朝生謙二（アサツー ディ・ケイ）　篠原直樹（博報堂／博報堂アーキテクト）　横澤宏一郎（博報堂）       
松尾卓哉（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）　山本俊治（電通西日本）　樋口和彦（電通ヤング・アンド・ルビカム）　小沼恭司（朝日広告社）　勝畑学（読売広告社）　二藤正和（読売広告社）　宮川貫治（グレイワールド
ワイド／グレイトーキョー）　中島達久（グレイワールドワイド／グレイトーキョー）　田中英生（フロンテッジ）　日高延吉（協同広告）　初海淳（ジェイ・アイ・シー）　内藤清治（ジェイ・アイ・シー）　高山智克（ビーコン コミュニケーショ
ンズ）　三寺雅人（ビーコン コミュニケーションズ）　古屋彰一（BBDO J WEST）  

ノミネートされたクリエイター 31名22社（敬称略・応募順） 

2008 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／6名 

㈱アサツー ディ・ケイ 
クリエイティブ部門 クロスクリエイティブ局 クリエイティブディレクター 
朝生謙二 
〔主なクリエイティブワーク〕 大塚製薬「SOYJOY」ランチダイエットキャンペーン
◆大塚食品「スゴイ黒ダイズ」◆明治製菓◆日清食品 

㈱電通 
第1クリエーティブディレクション局 クリエーティブディレクター／コピーライター 
門田　陽 
〔主なクリエイティブワーク〕 サントリー「ダカラ」TVCM、ポスター25連、ノベルティ
ーグッズ、「フラバン茶」TVCM◆JOMO（ジャパンエナジー）ブランドTVCM◆メ
ガネストアー 企業・販促TV3DCM、日本メガネ党Web◆日本郵政公社 手紙需
要喚起TVCM◆CIワーク＋スローガン（JOMO、日本郵便、メガネストアー） 

㈱博報堂 
㈱博報堂アーキテクト クリエイティブディレクター 
篠原直樹 
〔主なクリエイティブワーク〕 日本医師会 意見広告TVCM◆ミツカン 企業広告
TVCM◆大塚製薬「ファイブミニ」TVCM、試飲・試食会プロモーション◆サッポロ「エ
ビスビール」TVCM◆MAZDA「DEMIO」TVCM◆キヤノン 企業広告TVCM◆資
生堂「パーフェクトホイップ」TVCM◆厚生労働省 富山うつ啓発キャンペーンTVCM

㈱大広 
大阪本社　クリエイティブ局 第2クリエイティブグループ CMプランナー 
井田万樹子 
〔主なクリエイティブワーク〕 ナショナル空気清浄機 ラジオCM「空気清浄機／く
しゃみ会話講座」篇 

㈱マッキャンエリクソン 
制作本部 シニアクリエイティブディレクター 
溝口俊哉 
〔主なクリエイティブワーク〕 万有製薬 AGA処方薬「プロペシア」広告キャンペ
ーン TVCM、ステーションポスター、中づりワイドポスター、新聞、OOH柱巻き◆
NEC「エコノヒ」Webサイト 

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン㈱ 
アジアパシフィック リージョナル・クリエイティブ・パートナー 
松尾卓哉 
〔主なクリエイティブワーク〕 ガリバー TVCM、ポスター◆高橋酒造「しろ」TVCM、
「白岳」TVCM◆エステWAM TVCM、ポスター、DM◆鮒伊「鮒寿司」駅貼りポ
スター、店頭POP 

㈱読売広告社 
クリエイティブ局 第1クリエイティブ部 部長 シニアクリエイティブディレクター 
二藤正和 
〔主なクリエイティブワーク〕 サントリー 角瓶70周年「70歳は丸くないぜ。」新聞広
告、JAL「先得割引」TVCM、先得ジェット、ポスター、プレキャン用グッズ、「ワンワー
ルド」TVCM◆明治製菓「果音」TVCM◆福島県地方自治体「あの島より、福島。」
キャンペーン◆エステー「脱臭炭」TVCM、ポスター◆アイデム企業広告TVCM 

㈱I＆S　BBDO 
クリエイティブグループ クリエイティブディレクター 
桐木淳二 
〔主なクリエイティブワーク〕 UR賃貸住宅 ブランド広告キャンペーン◆花王「バ
ブ」◆キッコーマン「うちのごはん」◆ブリヂストンサイクル「アルベルト」 

㈱アサツー ディ・ケイ 
クリエイティブ部門 クリエイティブユニット:3 第5クリエイティブ局 CMプランナー 
久山弘史 
〔主なクリエイティブワーク〕 日立マクセル DVD「ずっとずっと。新留小学校」シリ
ーズ TVCM◆三井のリパーク「ちょっと右寄り」TVCM◆リクルート タウンワーク
「地元LOVE」街頭ビジョン 

㈱電通 
コミュニケーション・デザイン・センター クリエーティブディレクター／コピーライター 
磯島拓矢 
〔主なクリエイティブワーク〕 旭化成  企業広告  TVCM、新聞広告◆本田技研
工業「オデッセイ」TVCM、ポスター◆ソニーマーケティング  ブルーレイディスクレ
コーダー  TVCM、ポスター◆グリーンフィルムプロジェクト  TVCM、Podcast

㈱アサツー ディ・ケイ 
クリエイティブユニット2 第2クリエイティブ局 コピーライター 
三井明子 
〔主なクリエイティブワーク〕 味の素「ジーノ」薬用育毛ローション ラジオCMシリ
ーズ◆カルピス「いいこと茶」ラジオCMシリーズ◆オンワード樫山「23区」キャン
ペーン  TVCM、Web限定CM他 

㈱大広 
大阪クリエイティブ局 第2クリエイティブグループ CMプランナー 
井田万樹子 
〔主なクリエイティブワーク〕 サントリー「胡麻麦茶」ラジオCM「留守番電話」篇
◆サントリー「BOSSレジェンドブレンド」ラジオCM「カオリ」篇 

㈱博報堂／㈱博報堂アーキテクト 
クリエイティブディレクター／アートディレクター 
鈴木克彦 
〔主なクリエイティブワーク〕 東ハト「暴君ハバネロ」キャンペーン、パッケージ、ポ
スター、Webゲーム他◆THE SUIT COMPANY「GOOD NEWS.」キャンペーン
◆大正製薬×伊勢丹新宿店ビューティアポセカリー共同開発飲料「密」パッケ
ージデザイン 他、広告キャラクター開発等 

㈱マッキャンエリクソン 
制作本部 アソシエイト クリエイティブディレクター 
中村猪佐武 
〔主なクリエイティブワーク〕 東急ハンズ　ムシバトル・プロジェクト　ストアイベント、
Webサイト、ポスター他◆万有製薬「AGA」TVCM、ポスター ◆マスターカード　
TVCM、ポスター 

㈱博報堂／㈱TBWA＼HAKUHODO  
クリエイティブセンター 松井チーム エグゼクティブクリエイティブディレクター 
松井美樹 
〔主なクリエイティブワーク〕 日産自動車「NOTE」TVCM、Web、Premium Factory 
「Murano」「Fairlady Z」TVCM、 「CUBE」TVCM、 企業広告 TVCM、 Web 
◆サントリー「三十丸」TVCM他 

井田万樹子（大広）　永野弥生（電通九州）　左俊幸（電通九州）　石渡晃一（ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン）　中村猪佐武（マッキャンエリクソン）　岡田幸生（マッキャンエリクソン／猿人）　篠原充（東急エージ
ェンシー）　高田伸敏（東急エージェンシー）　磯島拓矢（電通）　澤本嘉光（電通）　栄信一（大広／大広九州）　小笠原淳（電通東日本）　長谷川勝（I＆S BBDO）　青木二郎（アサツー ディ・ケイ）　三井明子（アサ
ツー ディ・ケイ）　日高延吉（協同広告）　鈴木克彦（博報堂／博報堂アーキテクト）　松井美樹（博報堂／TBWA＼HAKUHODO）　神移朗（グレイワールドワイド）　松嶋睦子（グレイワールドワイド）　及川貴雄（読売広告
社）　山内賢（松本広告）　上野達生（BBDO J WEST）　古屋彰一（BBDO J WEST）　松久浩（ジェイアール東海エージェンシー）　松尾卓哉（オグルヴィ･アンド･メイザー･ジャパン）　阿部晶人（オグルヴィ･アンド･メイザ
ー･ジャパン／オグルヴィ・ワン・ジャパン）　中村信介（読売広告社）　佐藤秀一（ビーコン コミュニケーションズ）　島田浩太郎（フロンテッジ）　下條泰朗（NIKKO）　山内弘基（西鉄エージェンシー）　高松聡（ground） 

ノミネートされたクリエイター 33名22社（敬称略・応募順） 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 

（株）電通 
コミュニケーション・デザイン・センター　エグゼクティブ・クリエーティブディレクター／CMプランナー 

澤本嘉光 
【主なクリエイティブワーク】 
◆ソフトバンクモバイル  TVCM　◆セコム  TVCM　◆全日空  エコ割 TVCM 
◆東京ガス  ガスパッチョ！ TVCM　◆中央酪農会議  牛乳に相談だ。キャンペーン  TVCM 
◆エスエスエルヘルスケアジャパン  コパトーン  キャンペーン 
◆角川グループパブリッシング  コミックチャージ創刊告知キャンペーン、  角川文庫 夏の100冊  TVCM 
◆読売新聞東京本社  読売新聞（オリンピック）TVCM　　　　　　　　　 
◆Friend-Ship Project 委員会  TVCM　◆プレゼントキャスト  ドガッチ認知キャンペーン  TVCM

（株）電通 
第3クリエーティブディレクション局 クリエーティブディレクター 

佐藤義浩 
 
【主なクリエイティブワーク】 
◆リクルートブランドキャンペーン「リクナビ」「B-ing」 
◆日立製作所ブランドキャンペーン「つくろう。（グループ横断広告）」TVCM、新聞 
◆森永製菓「カレ・ド・ショコラ」TVCM＆Web、「おっとっと」TVCM 
◆オリエンタルランド「東京ディズニーシー タワー・オブ・テラー」TVCM

（株）博報堂 
クリエイティブセンター　横田チーム CMプラナー／コピーライター 

横澤宏一郎 
【主なクリエイティブワーク】 
◆KONAMI「ウイニングイレブン　人生はサッカーだ。」キャンペーン、ニンテンドーDS用ソフト「どこでもヨガ」ポスター、駅ジャック 
◆オヤジズムCM（5社連合CM）「KURE5－56」篇　　◆雇用促進事業会「あつまるくんの求人案内」絶滅言葉篇 
◆エステー「トイレCUBE」TVCM　　◆ツタヤ・ディスカス「借り放題」シリーズ TVCM　　◆TOYOTA「ポルテ」TVCM

受賞者一覧 

07

第19回 

08

2007 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／9名 

2008 CREATOR OF THE YEAR

第20回 

2007 CREATOR OF THE YEAR

2007 CREATOR OF THE YEAR 審査委員特別賞 
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受賞者一覧

（株）電通 
コミュニケーション・デザイン・センター　エグゼクティブ・クリエーティブディレクター／CMプランナー 

澤本嘉光 

【主なクリエイティブワーク】 
◆ソフトバンクモバイル  TVCM　◆セコム  TVCM　◆全日空  エコ割 TVCM 
◆東京ガス  ガスパッチョ！ TVCM　◆中央酪農会議  牛乳に相談だ。キャンペーン  TVCM 
◆エスエスエルヘルスケアジャパン  コパトーン  キャンペーン 
◆角川グループパブリッシング  コミックチャージ創刊告知キャンペーン、  角川文庫 夏の100冊  TVCM 
◆読売新聞東京本社  読売新聞（オリンピック）TVCM　　　　　　　　　 
◆Friend-Ship Project 委員会  TVCM　◆プレゼントキャスト  ドガッチ認知キャンペーン  TVCM

（株）電通 
第3クリエーティブディレクション局 クリエーティブディレクター 

佐藤義浩 
 
【主なクリエイティブワーク】 
◆リクルートブランドキャンペーン「リクナビ」「B-ing」 
◆日立製作所ブランドキャンペーン「つくろう。（グループ横断広告）」TVCM、新聞 
◆森永製菓「カレ・ド・ショコラ」TVCM＆Web、「おっとっと」TVCM 
◆オリエンタルランド「東京ディズニーシー タワー・オブ・テラー」TVCM

07

第19回 

08

第20回 

（株）博報堂 
クリエイティブセンター　横田チーム CMプラナー／コピーライター 

横澤宏一郎 
【主なクリエイティブワーク】 
◆KONAMI「ウイニングイレブン　人生はサッカーだ。」キャンペーン、ニンテンドーDS用ソフト「どこでもヨガ」ポスター、駅ジャック 
◆オヤジズムCM（5社連合CM）「KURE5－56」篇　　◆雇用促進事業会「あつまるくんの求人案内」絶滅言葉篇 
◆エステー「トイレCUBE」TVCM　　◆ツタヤ・ディスカス「借り放題」シリーズ TVCM　　◆TOYOTA「ポルテ」TVCM
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コミュニケーション・デザイン・センター 
ＣＭプランナー／コピーライター 

2009 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／5名 

コミュニケーション・デザイン・センター 
クリエーティブディレクター／ＣＭプランナー 

2010 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／8名 

09

2009 CREATOR OF THE YEAR

第21回 

10

2010 CREATOR OF THE YEAR

第22回 

受賞者一覧 

㈱電通 
第3クリエーティブ局　クリエーティブディレクター 
塚田由佳 
〔主なクリエイティブワーク〕 日本和装ホールディングス　TVCM、新聞広告◆旭
化成ホームズ　ヘーベルハウス 「ロングライフ住宅」 TVCM◆ユニクロ 　ブラト
ップ　TVCM、グラフィック、Web◆ユニクロ　Girls Collection Tokyo　グラフィッ
ク◆日本コカ・コーラ　茶花　キャンペーン◆NTT docomo　イエ・ラブ・ゾク　雑
誌広告、写真集、Web

㈱博報堂 
クリエイティブディレクター（タンバリン） 
横澤宏一郎 
〔主なクリエイティブワーク〕 NTT docomo 「アンサーハウス」 キャンペー
ン◆リクルート 「SUUMO」 新ブランドローンチキャンペーン◆三菱
東京UFJ銀行「カードローン」 TVCM◆CCC「ツタヤ・ディスカス」 
TVCM◆エステー 「消臭力」 TVCM◆NTTコミュニケーションズ 「OCN」 
TVCM◆日本野球機構  Green Baseball Project   キャンペーン◆KONAMI 
「ウイニングイレブン2010」 TVCM◆扶桑社 「EfiL」 創刊　TVCM◆
雇用促進事業会 「あつまるくんの求人案内」 TVCM◆らいずほーむ 「ら
いずほーむブランド」 TVCM◆エンターブレイン 「週刊ファミ通」発
売日変更キャンペーン 
 

㈱ground 
代表／チーフ・クリエイティブディレクター 
高松 聡 
〔主なクリエイティブワーク〕 KDDI iida◆ユニクロ　ヒートテック 
◆OLYMPUS　PEN◆OLYMPUS　SPACE PROJECT

㈱博報堂／㈱博報堂ケトル 
クリエイティブディレクター／編集者 
嶋 浩一郎 
〔主なクリエイティブワーク〕 2009年本屋大賞◆講談社×サントリー　島耕
作 コラボキャンペーン◆講談社　浦沢直樹「ビリーバット」70メート
ル地上絵・有楽町落書き広告◆KDDI　Green Road Project◆伊藤忠商
事MOTTAINAIキャンペーン◆タキイ種苗　企業広告◆ポプラ社  『「旬」
がまるごと』◆赤坂経済新聞◆リクルート　沿線別フリーペーパー開発 

㈱電通九州 
クリエーティブディレクション局　クリエーティブディレクション1部　コピーライター／CMプランナー 
勝浦雅彦 
〔主なクリエイティブワーク〕 質庫　ぜに屋本店　TVCM◆福岡市　人権啓発
センター　TVCMシリーズ◆福岡県　保健医療介護部　ポスターシリーズ◆福
岡新聞学校プロジェクト 

瀬島裕太（電通東日本）　巻幡浩之（大広）　勝浦雅彦（電通九州）　古屋彰一（BBDO J WEST）　大内健太郎（クオラス）　玉川健司（西鉄エージェンシー）　松久浩（ジェイアール東海エージェンシー）　東畑幸多（電
通）　塚田由佳（電通）　染野智（大広）　本多正樹（I＆S BBDO）　嶋浩一郎（博報堂／博報堂ケトル）　横澤宏一郎（タンバリン）　会沢静（サーチアンドサーチ･ファロン）　松尾卓哉（オグルヴィ･アンド･メイザー･ジャパ
ン）　吉富亮介（セプテーニ）　加来幸樹（セプテーニ）　鍵矢康紀（電通西日本）　金原次郎（アサツー ディ･ケイ）　阿字地睦（アサツー ディ･ケイ）　岩渕英介（読売広告社）　及川貴雄（読売広告社）　島田浩太郎
（フロンテッジ）　八木ひとみ（I＆S BBDO）　菅貴史（京急アドエンタープライズ）　吉田健太郎（京急アドエンタープライズ）　稲葉大明（マッキャンエリクソン／猿人）　加藤哲志（マッキャンエリクソン／モメンタム ジャパン）
橘野準（東急エージェンシー）　藤本修二（東急エージェンシー）　有川泰志（グレイワールドワイド／G2）　竹内和彦（朝日広告社）　大野正敬（三晃社）　高山智克（ビーコン コミュニケーションズ）　三寺雅人（ビーコン コミ
ュニケーションズ）　高松聡（ground） 

ノミネートされたクリエイター 36名25社（敬称略・応募順） 

（株）電通 

東畑幸多 
【主なクリエイティブワーク】 
◆江崎グリコ   「オトナグリコ」  キャンペーン 
◆三井住友海上　三井住友海上のGK   TVCM 
◆家庭教師のトライ   TVCM 
◆NEC　N-06A　TVCM 
◆宮城民放４局合同キャンペーン   TVCM

㈱電通 
コミュニケーション・デザイン・センター 
コミュニケーション・デザイナー／クリエーティブ・ディレクター 
岸  勇希 
〔主なクリエイティブワーク〕 ローソン　フジテレビドラマ「東京リトル・ラブ」◆ソニ
ー・ミュージックエンタテインメント「JUJU」◆「PhoneBook」◆永谷園 「生姜部」
◆トヨタ自動車 「iQ」◆高橋酒造 「本格米焼酎しろ」 

㈱BBDO  J　WEST 
コンテンツ開発局長　クリエイティブディレクター 
上野達生 
〔主なクリエイティブワーク〕 福岡PARCO オープンカウントダウン◆フンドーキン
醤油 150周年TVCM◆JR九州 九州新幹線 全線開業「新九州起動」キャン
ペーン 

㈱博報堂／ ㈱博報堂アーキテクト 
コピーライター／プランナー 
細田高広 
〔主なクリエイティブワーク〕 UNICEF 「Happy Birthday Download for Children」
◆大塚製薬 「UL・OS」◆ Girls’ Giants◆NTT東日本 企業広告◆AIR 
CANADA 
 
 

㈱モメンタム ジャパン 
エグゼクティブクリエイティブディレクター 
加藤哲志 
〔主なクリエイティブワーク〕 SEIYU  キャンペーン  TVCM／グラフィック 

㈱タンバリン 
クリエイティブディレクター 
横澤宏一郎 
〔主なクリエイティブワーク〕 リクルート　SUUMO「ココロの声」ストーリーCM 
◆PEPSI NEX 「LOVE!」キャンペーン◆Yahoo! モバゲー◆ ホットペッパー 
グルメ◆ツタヤ・ディスカス 

㈱グレイワールドワイド 
クリエイティブ局　クリエイティブディレクター 
中島達久 
〔主なクリエイティブワーク〕 P＆G  ファブリーズ  キャンペーン 

㈱博報堂／㈱博報堂アーキテクト 
シニア・クリエイティブ・ディレクター／CMプランナー 
篠原直樹 
〔主なクリエイティブワーク〕 KDDI「Android au」◆大塚製薬「ウル・オス」◆日本
医師会 意見広告◆サッポロ ヱビスビール◆東京ガス「涼厨」◆アメリカンホー
ムダイレクト「自動車保険」◆中部電力 企業広告◆JT企業広告◆サンウエーブ
「RICHELLE」 

㈱アサツー ディ・ケイ 
クリエーティブディレクター 
川越智勇 
〔主なクリエイティブワーク〕 スカパー！「プロ野球」「時代劇」　TVCM◆HOYA 
PENTAX K-r / 120 colors.商品開発、統合キャンペーン 

上野達生（BBDO J WEST）　中村方彦（日本経済広告社）　神野禎治（ジェイアール東日本企画）　高根等（読売広告社）　野口卓矢（読売広告社）　福島慶一郎（ジェイアール東日本企画）　松久浩（ジェイアール東海
エージェンシー）　渡部祥子（電通東日本）　植原政信（電通九州）　横澤宏一郎（タンバリン）　闍崎卓馬（電通）　岸勇希（電通）　玉川健司（西鉄エージェンシー）　大内健太郎（クオラス）　阿部晶人（オグルヴィ･アン
ド･メイザー･ジャパン／オグルヴィ･ワン･ジャパン）　西尾ヒロユキ（東急エージェンシー）　巻幡浩之（大広）　川越智勇（アサツー ディ･ケイ）　大沢昌治（アサツー ディ･ケイ）　篠原直樹（博報堂／博報堂アーキテクト）
細田高広（博報堂／博報堂アーキテクト）　稲葉大明（ENJIN）　加来幸樹（セプテーニ）　中村太郎（大広）　岡林和也（フロンテッジ）　加藤哲志（モメンタム ジャパン）　本多正樹（I＆S BBDO）　中島達久（グレイワール
ドワイド）　天田武史（マッキャンエリクソン）　西尾真人（マッキャンエリクソン）　柿並俊介（ビーコン コミュニケーションズ）　三寺雅人（ビーコン コミュニケーションズ）　長屋良行（三晃社）　北川譲（西広）　花田善友（セプ
テーニ）　小沼恭司（朝日広告社）　佐藤カズー（TBWA＼HAKUHODO） 

ノミネートされたクリエイター 37名28社（敬称略・応募順） 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 

（株）電通 

【主なクリエイティブワーク】 
◆JR東日本 新青森キャンペーン◆JRA CLUBKEIBAキャンペーン 
◆サントリー オールフリー、アセロラ◆インテル◆マイクロソフト オフィス 
◆ANA 本木雅弘のビジネスキャンペーン◆東芝レグザブランドキャンペーン 
◆集英社ナツイチキャンペーン◆KDDI 嵐のau端末キャンペーン 
◆NHK大河ドラマ龍馬伝PRキャンペーン 
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コミュニケーション・デザイン・センター 
ＣＭプランナー／コピーライター 

（株）電通 

東畑幸多 
【主なクリエイティブワーク】 
◆江崎グリコ   「オトナグリコ」  キャンペーン 
◆三井住友海上　三井住友海上のGK   TVCM 
◆家庭教師のトライ   TVCM 
◆NEC　N-06A　TVCM 
◆宮城民放４局合同キャンペーン   TVCM

コミュニケーション・デザイン・センター 
クリエーティブディレクター／ＣＭプランナー 

（株）電通 

【主なクリエイティブワーク】 
◆JR東日本 新青森キャンペーン◆JRA CLUBKEIBAキャンペーン 
◆サントリー オールフリー、アセロラ◆インテル◆マイクロソフト オフィス 
◆ANA 本木雅弘のビジネスキャンペーン◆東芝レグザブランドキャンペーン 
◆集英社ナツイチキャンペーン◆KDDI 嵐のau端末キャンペーン 
◆NHK大河ドラマ龍馬伝PRキャンペーン 

09

第21回 

10

第22回 
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2011 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／5名 

11

2011 CREATOR OF THE YEAR

第23回 

受賞者一覧 

㈱電通 
コミュニケーション・デザイン・センター SCD  
ECD, Dentsu Network, New York 
佐々木康晴 
〔主なクリエイティブワーク〕UNIQLO LUCKY LINE、HAPPY UNIQLO RIBBON、
UNIQLO SUPER COOL BIZ◆Honda デジタルCRディレクション◆集英社「ONE 
PIECE」インテグレーテッドキャンペーン◆国連世界食糧計画「SNOWPLAY」
◆JAXA 「Coasting」

㈱博報堂 
エンゲージメントクリエイティブ局  
クリエイティブディレクター 
野添剛士 
〔主なクリエイティブワーク〕SAMSUNG GALAXY S2 「SPACE BALLOON 
PROJECT」◆モルソンクアーズ 「KISS A-ZIMA」◆「写メ字」◆Yahoo！ 
ブランドCM◆Levi's 「HIP LIVE」＆「HIP MAIL」 

㈱TBWA＼HAKUHODO 
エグゼクティブクリエイティブディレクター 
佐藤カズー 
〔主なクリエイティブワーク〕 P＆G アリエール 「あなたにエールを。」プロジ
ェクト◆adidas「気温割キャンペーン」「クツカス キャンペーン」◆
サッカー日本女子 W杯コングラッツ広告◆「adizero VS ミニスカート」 

㈱電通九州 
クリエーティブディレクション局 クリエーティブディレクション1部  
コピーライター／CMプランナー 
左　俊幸 
〔主なクリエイティブワーク〕別府市 別府競輪場「別府競輪の男達 第二章」
◆AIC 「得子ちゃん・オーダールーム」TVCM◆大分市誕生100周年記
念100秒CM

㈱博報堂 
第一クリエイティブ局  
シニアクリエイティブディレクター 
塩崎秀彦 
〔主なクリエイティブワーク〕味の素クノールカップスープ 「つけパンひた
パン」キャンペーン◆WILLCOM 「だれとでも定額＆もう1台無料」
キャンペーン◆サントリー 伊右衛門 TVCM◆ダイハツ タントカスタ
ム TVCM・グラフィック 

國武秀典（大広九州）　左俊幸（電通九州）　中澤岳央（フロンテッジ）　高田伸敏（東急エージェンシー）　川地哲史（東急エージェンシー）　川口修（電通西日本 神戸支社）　板東英樹（電通西日本 松山支社）　眞鍋
海里（BBDO J WEST）　玉川健司（西鉄エージェンシー）　北浦和裕（大広九州）　正親篤（電通）　佐々木康晴（電通）　横澤宏一郎（タンバリン）　奥田淳（モメンタム ジャパン）　塩崎秀彦（博報堂）　野添剛士（博報
堂）　本多正樹（I＆S BBDO）　田中淳一（アサツー ディ･ケイ）　中島和哉（アサツー ディ･ケイ）　光居誠（大広）　梅田亮（大広）　佐藤カズー（TBWA＼HAKUHODO）　白水生路（マッキャンエリクソン）　斉藤芳弥（マッ
キャンエリクソン）　松本晃宏（セプテーニ）　土田和広（セプテーニ）　上田剛司（読売広告社）　高根等（読売広告社）　高山智克（ビーコン コミュニケーションズ）柿並俊介（ビーコン コミュニケーションズ）多賀谷昌徳
（グレイワールドワイド）　赤木泰隆（オグルヴィ･アンド･メイザー･ジャパン）　阿部晶人（オグルヴィ･アンド･メイザー･ジャパン／オグルヴィ･ワン･ジャパン）　久野祐介（三晃社）　原田誠太郎（三晃社）　 

ノミネートされたクリエイター 35名22社（敬称略・応募順） 

（株）電通

正親　篤 
【主なクリエイティブワーク】
◆九州新幹線全線開業「祝!九州」キャンペーン 
◆NTTドコモ 企業広告 
◆英会話のGaba 
◆エーザイ「クリスタルヴェール／スカイナー」
 　「セルベール」「トラベルミン」
◆ソニーコンピュータ「torne（トルネ）」

第3CRプランニング局・CDC兼務　アートディレクター 

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による） 
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2012 CREATOR OF THE YEAR 審査委員特別賞 ／2名
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2012 CREATOR OF THE YEAR

第24回

㈱TBWA＼HAKUHODO
クリエイティブディレクター／コピーライター 
原田　朋

〔主なクリエイティブワーク〕 講談社『スティーブ・ジョブズ伝記』 
みんなのしおり.jp ◆IKEA「スキマギャラリー」

ビーコン コミュニケーションズ㈱
エグゼクティブクリエイティブディレクター
三寺雅人
〔主なクリエイティブワーク〕 Norton by Symantec Webストーリー「た
いせつなもの」◆Nikon ブランドムービー「Tears」

㈱読売広告社
クリエイティブ局 クリエイティブディレクター
中村信介
〔主なクリエイティブワーク〕 サントリーホール ラジオCM「ふるさ
と」篇◆赤玉スイートワイン 新聞広告

㈱グレイワールドワイド
クリエイティブディレクター／コピーライター／CMプランナー
多賀谷昌徳

〔主なクリエイティブワーク〕 P&G ファブリーズ 「熱血家族」キャ
ンペーン、「ミサコ先輩」キャンペーン

㈱アサツー ディ・ケイ
ADK CREATIVE DELUXE
クリエイティブディレクター／プランナー
中島和哉
〔主なクリエイティブワーク〕 サンシャインサカエ「ウィンターセー
ル」キャンペーン◆スクウェア・エニックス「ドラゴンクエストX」
キャンペーン

㈱博報堂
クリエイティブディレクター
橋爪慎一郎

〔主なクリエイティブワーク〕 カルチュア・コンビニエンス・クラブ
「OTONA TSUTAYA」◆安川電機 ロボット開発「やすかわくん」◆
日本コカ・コーラ「綾鷹」◆ダイハツ「タントカスタム」

福島慶一郎（ジェイアール東日本企画） 鈴木利和（電通東日本） 高田伸敏（東急エージェンシー） 望月和人（東急エージェンシー） 榊原真（三晃社） 玉川健司（西鉄エージェンシー） 伊藤公一（電
通） 菅野薫（電通） 長井崇行（ENJIN） 上野達生（BBDO J WEST） 古屋彰一（BBDO J WEST） 村越豊（フロンテッジ） 三寺雅人（ビーコン コミュニケーションズ） 橋爪慎一郎（博報堂） 福部明浩
（博報堂） 多々良憲一郎（朝日広告社） 原田朋（TBWA＼HAKUHODO） 本多正樹（I&S BBDO） 重冨健一郎（I&S BBDO） 伊藤綾子（セプテーニ） 魏健人（セプテーニ） Andy Fenning（オグルヴィ・
アンド・メイザー・ジャパン） 德丸裕介（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン） 中村太郎（大広） 成田倫史（大広） 多賀谷昌徳（グレイワールドワイド） 中村信介（読売広告社） 外山毅（読
売広告社） 田中淳一（アサツー ディ・ケイ） 中島和哉（アサツー ディ・ケイ） 白水生路（マッキャンエリクソン） 平井孝昌（マッキャンエリクソン） 奥田淳（モメンタム ジャパン）

ノミネートされたクリエイター 33名22社（敬称略・応募順）

（株）電通

伊藤公一
【主なクリエイティブワーク】
◆HONDA 企業広告「負けるもんか。」プロダクト篇、「FIT」コンセプト篇・
ユーザー篇、「FITシャトル」、「FREED」、「CR-V」、「STEP WGN」、「集客広告」
スロープ篇・白馬篇

アカウント・マネジメント局  エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター

（株）博報堂／catch

福部明浩
【主なクリエイティブワーク】
◆大塚製薬 カロリーメイト◆大塚食品 MATCH
◆JRA◆日清ラ王「値段のないラーメン屋」
◆T&G「年の差割」

クリエイティブディレクター／コピーライター
（株）電通

菅野　薫 
【主なクリエイティブワーク】
◆HONDAインターナビ「CONNECTING LIFELINES」、
「dots now by internavi」、「HondaLink」
◆TOKYO FM パーソナリティ「プチェコ」

コミュニケーション・デザイン・センター
クリエーティブ・テクノロジスト

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による）

受賞者一覧
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第23回 
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第24回

〔主なクリエイティブワーク〕 P&G ファブリーズ 「熱血家族」キャ
ンペーン、「ミサコ先輩」キャンペーン
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第25回

㈱博報堂
第一クリエイティブ局
エグゼクティブクリエイティブディレクター／CMプラナー

塩崎秀彦
〔主なクリエイティブワーク〕 DAIHATSU MOVE「その進化は事件
だ。」TVCMシリーズ◆WILLCOM「だれスマ」キャンペーン◆味の
素 クノールカップスープ 4年目のつけパンひたパンキャンペーン

㈱博報堂
九州支社 制作部 クリエイティブディレクター
／コピーライター／CMプラナー

黒田康嗣
〔主なクリエイティブワーク〕 三井のリハウス「みんなの声鉛筆」
TVCMシリーズ◆総合機械商社 南陽「日々と南陽」TVCMシリーズ
◆JR九州 新幹線「アサ！ヒル！ヨル！福岡」キャンペーン◆産経新
聞「透明新聞」

㈱電通
CDC　クリエーティブディレクター／アートディレクター

八木義博
〔主なクリエイティブワーク〕 Menicon「Magic」◆Panasonic「LIFE 
IS ELECTRIC」◆Honda「Super ultra daydreams」◆アド・ミュージ
アム東京「ONE SHOW展」「D&AD展」

㈱I&S BBDO
コンテンツディベロップメントグループ
シニアクリエイティブディレクター

池田伸一
〔主なクリエイティブワーク〕 日本フィルハーモニー交響楽団
「Japan Pill-Harmonic」◆ロッテアイス ジェラートマイスター◆ザ・
モール仙台長町 感謝祭 初売りキャンペーン◆花王 リセッシュ ヒーリ
ングアロマ◆リオン リオネット補聴器 TVCM

元・㈱アサツー ディ・ケイ
コミュニケーション・アーキテクト本部／CMプランナー

石山寛樹
〔主なクリエイティブワーク〕 富士重工業「ぶつからない!?　ミニ
カー」◆日立マクセル「アイヴィブルー」リアルタイム・ミュージ
ックビデオ◆ファンケル 企業広告

㈱TBWA＼HAKUHODO
クリエイティブディレクター

新澤崇幸
〔主なクリエイティブワーク〕 日産自動車「VOICE DRIVER」、
X-TRAIL X-TECHプロジェクト、技術広告 ラジオCM◆日本テレビ
放送網 開局60周年企業広告◆イケア・ジャパン「めざせ、眠りの先
進国」キャンペーン

松井亘平（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）　松坂克雄（デルフィス）　横澤宏一郎（タンバリン） 上野達生（BBDO J WEST）　眞鍋海里（BBDO J WEST） 左俊幸（電通九州）　梅田亮
（大広）　髙崎卓馬（電通）　八木義博（電通）　中川真仁（大広）　大内健太郎（クオラス）　長井崇行（ENJIN）　石山寛樹（元・アサツー ディ・ケイ）　辻毅（アサツー ディ・ケイ）　玉川健司
（西鉄エージェンシー）　佐々木智己（読売広告社）　野口卓矢（読売広告社）　德丸裕介（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）　塩崎秀彦（博報堂）　黒田康嗣（博報堂）　加来幸樹
（セプテーニ）　安田翔（セプテーニ）　新澤崇幸（TBWA＼HAKUHODO）　斉藤まりえ（三晃社）　望月和人（東急エージェンシー）　池澤樹（東急エージェンシー）　山口広輝（ジェイアール東
日本企画）一志亮（電通東日本）　長谷川辰郎（電通 名鉄コミュニケーションズ）　並木秀樹（グレイワールドワイド）　本多正樹（I&S BBDO）　上島史朗（フロンテッジ）　池田伸一（I&S 
BBDO）　竹内和彦（朝日広告社）　石原和（ビーコン コミュニケーションズ）　川嵜鋼平（ビーコン コミュニケーションズ）　浅野潤（マッキャンエリクソン）　斉藤芳弥（マッキャンエリクソン）
奥田淳（モメンタム ジャパン）

ノミネートされたクリエイター 39名27社（敬称略・応募順）

（株）電通

髙崎卓馬
【主なクリエイティブワーク】
◆エイベックス通信放送「ドコモdビデオ」
◆2020年オリンピック・パラリンピック東京招致
◆サントリー食品インターナショナル「オランジーナ」◆ソネット「NURO」
◆東日本旅客鉄道「行くぜ、東北。」◆日本中央競馬会「G1告知」

CDC　エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による）

受賞者一覧
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第26回

㈱SIX／㈱博報堂
クリエイティブディレクター／コピーライター

大八木翼
〔主なクリエイティブワーク〕adidas サッカー日本代表ユニフォーム
「輪になれ。日本。」◆タマホーム 1 more baby 応援団「ふたりめ会議」
◆カップヌードル2014 「SAMURAI IN BRAZIL」◆森ビル 「TOKYO 
CITY SYMPHONY」◆東信、花樹研究所「EXOBIOTANICA」◆SIX 
「LYRIC SPEAKER」ほか

㈱電通
CDC CMプランナー

岡野草平
〔主なクリエイティブワーク〕 BIG「10億円」◆toto「最後の試
合」、toto 広報「stand by me」◆東京ガス「ガスの仮面」「母とは」
◆グリコ「smile.Glico」◆読売新聞「あなたの夢は、わたしの夢」
◆KADOKAWA「影絵」

㈱TBWA \ HAKUHODO
コピーライター／CMプランナー

熊谷正晴
〔主なクリエイティブワーク〕UNITED ARROWS◆FRISK◆
UNITED ARROWS MEN◆日産自動車 NOTE

㈱BBDO J WEST
コンテンツ開発局 クリエイティブディレクター／CMプランナー

上野達生
〔主なクリエイティブワーク〕 フンドーキン醤油「FUNDOKIN」
◆デパートRYUBO「HALF SANTA」◆中古車Goo 「Goo ネットキャ
ンペーン」◆JR博多シティ 「Hakata Hanami」◆ピザクック 「ソフ
トバンク・松田選手」◆たらみ「Kingdom of fruit」◆オーストラリ
ア政府観光局 「美食大陸オーストラリア」◆JR九州「決めなきゃ、
ダメ？ 大分VS鹿児島」キャンペーン◆沖縄ファミリーマート

㈱アサツー ディケイ
コミュニケーション・アーキテクト本部
クリエイティブディレクター／CMプランナー

砥川直大

〔主なクリエイティブワーク〕 DENTISTE' 「Kissing Silhouette Booth」
◆Domino's Pizza 「どこのピザ?!」キャンペーン

㈱BBDO JAPAN　（I&S BBDO）
クリエイティブグループ エグゼクティブクリエイティブディレクター

本多正樹
〔主なクリエイティブワーク〕 スニッカーズ TVCMシリーズ、
プロモーション「ハングリーバーバー」、パッケージ「SOCCERS」
◆シーザー TVCM「海でふたり」篇◆広島県観光プロモーション

山口広輝（ジェイアール東日本企画）　光井誠（大広）　上野達生（BBDO J WEST）　眞鍋海里（BBDO J WEST）　北浦和裕（大広九州）　鈴木利和（電通東日本 静岡支社）　菅野薫（電通）　松
村沙織（セプテーニ）　熊谷正晴（TBWA \ HAKUHODO）　二藤正和（読売広告社）　竹中愛（読売広告社）　神谷みめい（GMO NIKKO）　西尾真人（マッキャンエリクソン）　髙橋圭一郎（マッ
キャンエリクソン）　本多正樹（I&S BBDO）　宮本拓也（I&S BBDO）　大八木翼（SIX／博報堂）　芦川久美子（日本経済広告社）　木下顕志（日本経済広告社）　岡野草平（電通）　武井慶茂
（サーチアンドサーチ・ファロン）　梅田亮（大広）　高野文隆（アサツー ディ・ケイ）　砥川直大（アサツー ディ・ケイ）　小沼恭司（朝日広告社）　小笠原潤（グレイワールドワイド）　リカル
ド アドルフォ（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）　川内哲史（東急エージェンシー）　西村直樹（ビーコン コミュニケーションズ）　上島史朗（フロンテッジ）

ノミネートされたクリエイター 30名22社（敬称略・応募順）

（株）電通

菅野　薫
【主なクリエイティブワーク】
◆本田技研工業株式会社インターナビ「Sound of Honda / Ayrton Senna 1989」
◆本田技研工業株式会社インターナビ「RoadMovies」
◆独立行政法人日本スポーツ振興センター「SAYONARA国立競技場ファイナルセレモニー」
◆独立行政法人日本スポーツ振興センター「世界を更新しよう。」
◆株式会社アミューズ、ユニバーサルミュージック合同会社「Perfume Project」
◆太田雄貴「Fencing Visualized Project」

CDC クリエーティブ・ディレクター／クリエーティブ・テクノロジスト
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第27回

㈱電通九州
クリエーティブディレクション局
CMプランナー

村田俊平
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆英進館 TVCM　 「歩く男」、「卒業式」、「戦国武将」
◆宮崎県小林市 「ンダモシタン小林」 ほか

㈱電通九州
クリエーティブディレクション局2部
クリエーティブディレクター

今永政雄
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆RIZAP
◆ドリカム新幹線 SPECIAL LIVE

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab・Group Creative Director

（現・博報堂　シニアクリエイティブディレクター）

漆谷　浩
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆日産自動車　「“ やっちゃえ ”NISSAN」

鈴木総一郎（東急エージェンシー）／吉田泰明（東急エージェンシー）／髙田聡子（マッキャンエリクソン）／眞鍋海里（BBDO JWEST）／村越豊（フロンテッジ）／久冨和寿（西広）／皆川壮
一郎（読売広告社）／河上奈央（読売広告社）／村田俊平（電通九州）／西村直樹（ビーコン コミュニケーションズ）／五十嵐剛人（ビーコン コミュニケーションズ）／泉朋彦（電通北海道）／
篠原誠（電通）／古屋彰一（BBDO JWEST）／北山和徳（大広）／谷口昇司（大広）／渕上将一（小田急エージェンシー）／漆谷浩（TBWA\HAKUHODO）／近山知史（TBWA\HAKUHODO）／
須之内元也（博報堂DYメディアパートナーズ）／山極和弘（朝日広告社）／橋田和明（博報堂／博報堂ケトル）／都築徹（電通）／佐藤夏生（HAKUHODO THE DAY）／深田勝也（アイプラネッ
ト）／藤井智（電通ヤング・アンド・ルビカム）／布施優樹（電通ヤング・アンド・ルビカム）／今永政雄（電通九州）／高野文隆（アサツー ディ・ケイ）／吉田誠（アサツー ディ・ケイ）／多
賀谷昌徳（グレイワールドワイド）／松本康成（オプト）／安田裕子（オプト）／山口広輝（ジェイアール東日本企画）／亀井尚裕（電通アドギア）／リカルド アドルフォ（オグルヴィ・アン
ド・メイザー・ジャパン）／フェデリコ ガルシア（オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン）

ノミネートされたクリエイター 37名24社（敬称略・応募順）

（株）電通

篠原　誠
第3CRプランニング局　クリエーティブディレクター／CMプランナー

㈱電通
中部支社 顧客ビジネス局
クリエーティブディレクター

都築　徹
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆東海テレビ放送 TVCM 　「総集編～戦争を、考え
つづける～」、「震災から３年～伝えつづける～」 ほ
か

㈱西広
CS西広 CDセンター クリエイティブディレクター
コピーライター／CMプランナー

久冨和寿
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆大分県 　おんせん県おおいたPR動画 「シンフロ」
◆大口酒造　 「黒伊佐錦」
◆九州通信ネットワーク　 「BBIQ・九州年」 ほか

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab・Creative Director

近山知史
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆オーストラリア観光局　 「GIGA Selfie」
◆日産自動車 バズムービー　 「ゼロ秒ナマ着替え 
触れたらいきなりシンデレラ」 ほか

㈱博報堂DYメディアパートナーズ
CONCREAT
コミュニケーションデザインプラナー

須之内元也
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆オークローンマーケティング Shop Japan 　「ワン
ダーコア」、「スレンダートーン」
◆au 未来研究所 FUMM ほか

㈱博報堂／㈱博報堂ケトル
クリエイティブディレクター

橋田和明
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆資生堂　 「Lady Gaga with SHISEIDO」
◆Yahoo!　 「さわれる検索」、「Yahoo! 検索大賞」 ほ
か

（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による）

【主なクリエイティブワーク】
◆KDDI 株式会社 au 「三太郎」キャンペーン　◆株式会社家庭教師のトライ 「教えて！ トライさん」キャンペ
ーン、「Try IT」キャンペーン　◆株式会社パイロットコーポレーション 「企業広告」「アクロボール」　◆日本
郵便株式会社 「レターパック」　◆株式会社リクルートホールディングス 「ホットペッパービューティー」　
◆富士フイルム株式会社 「写プライズ」キャンペーン　◆日本コカ・コーラ株式会社 「MOVE YOU.」キャンペ
ーン　◆エステー株式会社 「ドライペット」「ムシューダ」「消臭力」　◆キリンビール株式会社 「のどごしオー
ルライト」　◆東洋水産株式会社 「赤いきつねと緑のたぬき」　◆「ジャンボ宝くじ」キャンペーン ほか

2015 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／8名

受賞者一覧

2016 CREATOR OF THE YEAR
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第28回

㈱電通
第3CRプランニング局
クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー
篠原　誠
〔主なクリエイティブワーク〕
◆KDDI au 「三太郎」キャンペーン
◆UQ コミュニケーションズ　UQ モバイル＆ UQ
ワイマックス

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab・Senior Art Director

二澤平治仁
〔主なクリエイティブワーク〕
◆Apple iPhone

㈱TBWA \ HAKUHODO
Digital Arts Network Tokyo・Buzz Machine

栗林和明
〔主なクリエイティブワーク〕
◆日産自動車　INTELLIGENT PARKING  CHAIR
◆lyrical school 「RUN and RUN」 MV

木下芳夫（電通西日本）／川嵜鋼平（ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン）／麥田啓造（ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン）／板東英樹（電通西日本）／高木皓平（セプテー
ニ）／森下浩子（西鉄エージェンシー）／北浦和裕（大広九州）／菅野薫（電通）／篠原誠（電通）／皆川壮一郎（読売広告社）／外山毅（読売広告社）／左俊幸（電通九州）／和久田昌裕（電通
九州）／髙橋宏之（東急エージェンシー）／渡辺コウキ（東急エージェンシー）／神蔵麻鈴（セプテーニ）／田中賢一（グレイワールドワイド）／松本康成（オプト）／大泉共弘（オプト）／西尾
真人（マッキャンエリクソン）／榎本卓朗（博報堂）／太田麻衣子（博報堂／博報堂クリエイティブ・ヴォックス）／藤井一成（ハッピーアワーズ博報堂）／大類知樹（ONESTORY／博報堂ＤＹ
メディアパートナーズ）／林希（博報堂ＤＹメディアパートナーズ）／栗林和明（TBWA\HAKUHODO）／二澤平治仁（TBWA\HAKUHODO）／野村志郎（ENJIN）／淺井勇樹（フロンテッジ）／
久間木達朗（I&S BBDO）／染野智（大広）／澤邊芳明（ワン・トゥー・テン・デザイン）／小川丈人（ワン・トゥー・テン・デザイン）／大内健太郎（クオラス）／橋本剛典（BBDO JAPAN）／
本多正樹（BBDO JAPAN）／渕上将一（小田急エージェンシー）／三井明子（アサツーディ・ケイ）／渋谷三紀（アサツーディ・ケイ）／眞鍋海里（BBDO JWEST）／上野達生（BBDO JWEST）

ノミネートされたクリエイター 41名26社（敬称略・応募順）

（株）電通

菅野　薫
CDC／Dentsu Lab Tokyo　グループ・クリエーティブ・ディレクター　クリエーティブ・テクノロジスト

㈱博報堂（ENOAD）
フェロー／クリエイティブ人材企画室 CD/AD

榎本卓朗
〔主なクリエイティブワーク〕
◆大塚製薬　カロリーメイト
◆アキタ「きよら」

㈱読売広告社
コミュニケーションデザインセンター
クリエイティブディレクター
皆川壮一郎
〔主なクリエイティブワーク〕
◆Baidu　キーボードアプリ「Simeji」
◆KONAMI　ウイニングイレブン「#ウイイレまた
やろーぜ」

㈱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／コピーライター
三井明子
〔主なクリエイティブワーク〕
◆宝島社新聞広告「あたらしい服を、さがそう。」
◆TOKYO FM　「見えてくるラジオ」 CM キャンペ
ーン

㈱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／コピーライター
渋谷三紀
〔主なクリエイティブワーク〕
◆早稲田アカデミー
◆シチズン　wicca

【主なクリエイティブワーク】
◆リオ 2016大会閉会式東京 2020フラッグハンドオーバーセレモニー　東京都 /公益財団法人東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会組織委員会　◆Making of Björk Digital Björk /One Little Indian Records ◆Björk 
『Quicksand』ミュージックビデオ　Björk / One Little Indian Records ◆Brian Eno's The Ship-A Generative Film
BEATINK /WARPRECORDS ◆映画『シン・ゴジラ』プロモーション　ジェネレーターコンテンツ「シン・ゴ
ジラ～」　東宝　◆Perfume Project　株式会社アミューズ /ユニバーサルミュージック合同会社　◆HEATTECH 
× Perfume　株式会社ユニクロ /株式会社アミューズ　◆Dentsu LabTokyoとしての仕事　株式会社電通

2016 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／7名

16



17
（敬称略・役職名は総会表彰時の役職名による）

2018 CREATOR OF THE YEAR

18

第30回

㈱博報堂
第三クリエイティブ局
クリエイティブディレクター
井村光明
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆UHA味覚糖 「さけるグミ＆なが～いさけるグミ」
「e-maのど飴」
◆福島県庁「ふくしまプライド」

㈱電通
CDC
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
東畑幸多
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆本田技研工業 企業 CM　Go. Vantage point.
「Hondajet」「CIVIC」
◆日清食品 チキンラーメン「アクマのキムラー」ほか

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab    Creative Director / Senior Art Director

清水恵介
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆AIG 「PRIDE JERSEY」
◆AIG損保「リスクを知れば、運命は変わる。」
◆NISSAN CROSSING ほか

渕上将一（小田急エージェンシー）／山口広輝（ジェイアール東日本企画）／並河進（電通デジタル）／上島史朗（フロンテッジ）／近藤純（西鉄エージェンシー）／井上忠司（ビーコン コミュ
ニケーションズ）／田中大地（ビーコン コミュニケーションズ）／二藤正和（読売広告社）／伊藤英典（読売広告社）／吉野利幸（伝々虫）／井上達也（メトロ アド エージェンシー）／東畑幸多
（電通）／田辺俊彦（電通）／古屋彰一（BBDO JWEST）／染野智（大広）／野村志郎（ENJIN）／戸塚裕介（GMOアドパートナーズ）／徳野佑樹（TBWA \ HAKUHODO）／大塚智（ADKクリエ
イティブ・ワン）／青柳有美子（ADKクリエイティブ・ワン）／清水恵介（TBWA \ HAKUHODO）／矢谷暁（東急エージェンシー）／野口大介（東急エージェンシー）／小髙龍磨（グレイワール
ドワイド）／井村光明（博報堂）／畑中翔太（博報堂／博報堂ケトル）／酒井隆宏（I＆S BBDO）／押部由紀奈（I＆S BBDO）／西尾真人（マッキャンエリクソン）／髙橋圭一郎（マッキャンエリ
クソン）／茅野祐子（ビルコム）／三上公也（博報堂ＤＹメディアパートナーズ）／眞鍋海里（BBDO JWEST）／山本雅治（電通東日本）／松井紀子（セプテーニ）／土肥若菜（セプテーニ）

ノミネートされたクリエイター 36名25社（敬称略・応募順）

（株）電 通

田辺 俊彦
第4CRプランニング局 クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab    Head of Art / Senior Art Director

徳野佑樹
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆注文をまちがえる料理店
◆Cartier PRECIOUS CONVENIENCE STORE 「カルチエ」
◆ユニクロ JEANS feat. ROGER FEDERER ほか

㈱博報堂／㈱博報堂ケトル
クリエイティブディレクター
畑中翔太
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆高崎市「絶メシリスト」
◆Y!mobile SNS 連動ドラマ 「恋のはじまりは放課
後のチャイムから」ほか

㈱ADKクリエイティブ・ワン
クリエイティブ本部 
クリエイティブディレクター
大塚　智
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆JAXA「未来レストランいぶき」
◆TDK「Bons-AI」
◆TOYOTA 「UNIVERSAL STREET GAMES」

㈱東急エージェンシー
クリエイティブ局第1クリエイティブ部
クリエイティブディレクター
矢谷　暁
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆SOMPOホールディングス TVCM「認知症サポー
トプログラム」
◆いすゞ自動車 新聞広告シリーズ「80周年」篇 ほか

㈱読売広告社
クリエイティブ局 第2CRルーム 
クリエイティブディレクター
伊藤英典
〔主なクリエイティブワーク〕 
◆東京電力ホールディングス
 「INSIDE Fukushima Daiichi」WEBコンテンツ
「TEPCO速報」アプリ開発・プロモーション ほか

【主なクリエイティブワーク】
◆トヨタ自動車株式会社「Start Your Impossible グローバルキャンペーン」
◆株式会社 NTTドコモ「安室奈美恵 × docomo 25th　ANNIVERSARY」
◆株式会社ビームス「ビームス 六本木ヒルズ」
◆レッドブル・ジャパン株式会社「Red Bull Music Festival Tokyo 2018」
◆Lexus International 「LEXUS UX」
◆愛知ドビー株式会社 「VERMICULAR ブランディング」ほか

2018 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／8名

2017 CREATOR OF THE YEAR

17

第29回

㈱SIX／㈱博報堂
クリエイティブディレクター／CMプラナー
奥山 雄太
〔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 DAZE2 ／ Gravity Cat」
◆BEAMS Tokyo Culture Story　◆NIANTIC Pokémon Go
◆資生堂 #いい女なろう

㈱博報堂
統合プラニング局クリエイティブディレクター
三浦 竜郎
〔主なクリエイティブワーク〕
◆NHK Eテレ「オトッペ」　
◆NTTドコモ dTVCM 「ふたりをつなぐ物語」篇、
dマガジン、dヒッツ　
◆Panasonic 補聴器聞き間違えない国語辞典

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab
Creative Director / Copywriter
髙橋 律仁
〔主なクリエイティブワーク〕
◆アディダスジャパン「GREEN LIGHT RUN」
◆UNIQLO 「24h jeans」
◆劇団 4ドル 50セント　◆日産自動車 #CUBEのしっぽ

㈱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
森川 晴久
〔主なクリエイティブワーク〕
◆鶴弥 TVCM
◆メナードフェイシャルサロン TVCM
◆はるやま TVCM ／Webムービー

㈱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
増田 総成
〔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」
◆メトロ文化財団「東京メトロマナー広告」

㈱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
田中 美奈子
〔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」
◆森永製菓ハイチュウ
「もちもち」篇／「みんなもちもち」篇

㈱TBWA \ HAKUHODO
Disruption Lab・Planner
梅田 哲矢
〔主なクリエイティブワーク〕
◆NISSAN / inspired by NISSAN シリーズ
◆NISSAN CARAVAN / "VANS for PROFESSIONALS"
◆AIG / "#TackleTheRisk"

土田琢磨（毎日広告社）／岡本和久（西広）／近藤純（西鉄エージェンシー）／藤田真紀（大広）／菅真亜佐（電通東日本）／古山健志（電通東日本）／髙田聡子（マッキャンエリクソン）／西尾真人（マッキャンエリクソン）／酒井隆宏
（I&S BBDO）／金子義幸（I&S BBDO）／土田昌臣（クオラス）／井上達也（メトロアドエージェンシー）／和久田昌裕（電通九州）／茂庭竜太（電通九州）／小沼恭司（朝日広告社）／松本康成（オプト）／大泉共弘（オプト）／古屋彰
一（BBDO JWEST）／眞鍋海里（BBDO JWEST）／戸川進之介（読売広告社）／星山知佳（読売広告社）／森川晴久（アサツー ディ・ケイ）／増田総成（アサツー ディ・ケイ）／古川雅之（電通）／佐藤雄介（電通）／髙橋宏之（東急
エージェンシー）／林俊美（東急エージェンシー／奥山雄太（SIX／博報堂）／三浦竜郎（博報堂）／田中美奈子（博報堂DYメディアパートナーズ）／上島史朗（フロンテッジ）／井上忠司（ビーコンコミュニケーションズ）／田中大地（ビ
ーコンコミュニケーションズ）／相馬勝（京王エージェンシー）／大内健太郎（クオラス）／高井学（グレイワールドワイド）／松重宏和（ワントゥーテンデザイン）／髙橋律仁（TBWA\HAKUHODO）／梅田哲矢（TBWA\HAKUHODO）

ノミネートされたクリエイター 39名25社（敬称略・応募順）

（株）電通

佐藤 雄介
第5CRプランニング局クリエーティブ・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】
◆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「プレイステーション４」ほか

㈱電通

古川 雅之
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 審査委員特別賞

2017 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST／7名

受賞者一覧


