第32回
2020年クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 表彰式

20
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2020
20

CREATOR OF THE YEAR

眞鍋 亮平
電通
第 5CR プランニング局
グループ・クリエーティブ・ディレクター
【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 2020「ポカリ NEO 合唱」
■株式会社アシックス
「ぜんぶ、カラダなんだ。」「ASICS FIRST RUN」
■株式会社 NewsPicks Studios Chief Creative Officer ほか
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20

市川

2020 CREATOR OF THE YEAR MEDALISTS 9名

直人

志村

TBWA\HAKUHODO

電通

Disruption Lab Creative Director / Copywriter

第 4CR プランニング局
クリエーティブ・ディレクター
【主なクリエイティブワーク】
■「 TUNA SCOPE 」（くら寿司など）
■トヨタ自動車「 OPEN ROAD PROJECT 」
■日本経済新聞社「 NIKKEI BLEND 」 ほか

【主なクリエイティブワーク】
■ UNIQLO
HEATTECH グローバルキャンペーン
「 #WeStayWarmTogether 」 ほか

吉岡

由祐

吉兼

大広 WEDO

第 3 クリエイティブ局
ＣＭプラナー／チーフディレクター
【主なクリエイティブワーク】
■日清食品 ラ王「天使の兄妹」シリーズ
■ OPEN HOUSE CM「夢見る小学生」シリーズ

【主なクリエイティブワーク】
■ Panasonic オーディオプロモーション・ラジオ CM
音響システム「 Voice of Home 〜帰っておいでアナウンス〜」
ラジオ CM ロボット掃除機ルーロ「学習するチカラ」 ほか

裕平

大八木

TBWA\HAKUHODO

翼

エグゼクティブクリエイティブディレクター／
パートナー

【主なクリエイティブワーク】
■ UNIQLO「 CURVED PANTS 」
■ NISSAN「 ProPILOT GOLF BALL 」
「 NISSAN PAVILION 」 ほか

【主なクリエイティブワーク】
■ SMBC 日興証券「日興フロッギー」
■ Hermès「オレンジクリスマス」
■森ビル「 Mori Building Urban Lab 」 ほか

仁篤

三谷

ADK クリエイティブ・ワン

健

グレイワールドワイド

クリエイティブ本部／SCHEMA
クリエイティブ・ディレクター／クリエイティブ・テクノロジスト

クリエイティブ
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】
■オリィ研究所「分身ロボットカフェ DAWN ver. β」
■理化学研究所 数理創造プログラム（ iTHEMS ）
「 Useless
Prototyping Studio Project #01:Black Hole Recorder 」 ほか

外山

ほか

ＳＩＸ／博報堂

Disruption Lab
Creative Director / Art Director

小塚

啓介

博報堂

東京クリエイティブ力Division
チーム東京実行力１ クリエイティブディレクター

伊藤

和広

【主なクリエイティブワーク】
■ SK- Ⅱ「 THIS IS ME 」
■ PANTENE「 The Hairy Tale 」 ほか

徹郎

ハッピーアワーズ博報堂
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】
■ SUNTORY「緑の伊右衛門」「自分防衛団」「ザ・プレミアム・モルツ」
■ BRIDGESTONE「 100 人のちゃんと買い」
■ DAIHATSU「トール」 ほか
―（敬称略・役職名は受賞発表時の役職名による）―
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2020 年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 ノミネート一覧
33 名24 社（敬 称略・応募順）
名

前

会

社

所

名

属

・

役

職

クリエーティブ・ディレクション局 ３部 部長
クリエーティブディレクター

1

菅野

2

木下

芳夫 電通西日本

コミュニケーションプランニングセンター
アートディレクター／ＣＭプランナー

3

西田

真一 小田急エージェンシー

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

4

岸

浩史 東急エージェンシー

クリエイティブＵＭ局 座 クリエイティブディレクター

5

堀内有為子 東急エージェンシー

クリエイティブ局 第２クリエイティブ部
クリエイティブディレクター／コピーライター

6

大内健太郎 クオラス

クリエイティブ局 Brand Activation AHED
クリエイティブディレクター

7

下津浦

コンテンツ開発局

8

西村

9

五十嵐剛人 ビーコンコミュニケーションズ

クリエイティブディレクター

10

湯治

健富 電通九州

インテグレーテッド・ソリューション局
クリエーティブ・ディレクション部 コピーライター／ＣＭプランナー

11

左

俊幸 電通九州

インテグレーテッド・ソリューション局
クリエーティブ・イノベーション部 ＣＭプランナー／コピーライター

12

近藤

13

志村

和広 電通

第４ＣＲプランニング局

クリエーティブ・ディレクター

14

眞鍋

亮平 電通

第５ＣＲプランニング局

統括クリエーティブ・ディレクター

15

福島

裕介 朝日広告社

クリエイティブ＆アクティベーション本部
クリエイティブ局 デジタルコンテンツ部

16

吉岡

由祐 大広ＷＥＤＯ

東京クリエイティブ力 Division
クリエイティブディレクター

17

外山

徹郎 ハッピーアワーズ博報堂

クリエイティブディレクター

18

新関

慎一 WUNDERMAN THOMPSON TOKYO

クリエイティブ・ディレクター

19

市川

晴華 読売広告社

統合コミュニケーションデザイン局 コミュニケーションデザインルーム
クリエイティブディレクター／タイムラインクリエイター

20

吉兼

啓介 博報堂

第３クリエイティブ局

21

森

友佑 電通デジタル

アドバンストクリエーティブセンター
クリエーティブディレクター／ＣＭプランナー

22

上島

史朗 フロンテッジ

ソリューションクリエイティブディビジョン
ソリューションプロジェクトリーダー シニアクリエイティブディレクター

23

井上

達也 メトロ アド エージェンシー

営業本部

24

高橋

尚睦 読売広告社

クリエイティブ局 ブランドデザインルーム
クリエイティブディレクター

25

大八木

26

古野

照雄 Ｉ＆Ｓ ＢＢＤＯ

クリエイティブグループ

27

小塚

仁篤 ADK クリエイティブ・ワン

クリエイティブ本部／ SCHEMA
クリエイティブ・ディレクター／クリエイティブ・テクノロジスト

28

村上

一輝 電通デジタル

アドバンストクリエーティブセンター
デジタルクリエーティブディレクター

29

市川

直人 TBWA\HAKUHODO

Disruption Lab Creative Director / Copywriter

30

伊藤

裕平 TBWA\HAKUHODO

Disruption Lab Creative Director / Art Director

31

吉富

亮介 マッキャンエリクソン

制作本部

32

三谷

健 グレイワールドワイド

33

兼田

友 日本経済広告社

誠 ＢＢＤＯ ＪＷＥＳＴ
直樹 ビーコンコミュニケーションズ

クリエイティブディレクター

エグゼクティブクリエイティブディレクター

コミュニケーションデザイン局ＣＤ２部
クリエイティブディレクター

純 西鉄エージェンシー

翼 ＳＩＸ／博報堂

チーム東京実行力１

営業企画局長

ＣＭプラナー／チーフディレクター

アーバン ライフ メトロ事業部長

エグゼクティブクリエイティブディレクター／パートナー
アートディレクター

シニアクリエイティブプランナー

クリエイティブ クリエイティブディレクター／
アートディレクター

麻衣 マッキャンエリクソン／マッキャンヘルスケア

クリエイティブ

アソシエイトクリエイティブディレクター
※社名・役職は応募時点
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