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山﨑 博司

  博報堂
　 　クリエイティブコンサルティング局
　　 コピーライター／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】
■THE FIRST TAKE / YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」
■日本マクドナルド株式会社
　ハッピーセット年間キャンペーン「みんなで！どう解く？」
■株式会社 LIFULL / LIFULL HOME’S 「FRIENDLY DOOR」
■経済産業省「のろーよ！デンドー車いす」
■株式会社 マンダム / 新VI新コーポレートスローガン
　 「BE ANYTHING,BE EVERYTHING.」　ほか

2021
CREATOR OF THE YEAR21
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2021 CREATOR OF THE YEAR MEDALIST 8名

北田　有一
電 通
第１CRプランニング局 
クリエーティブ・ディレクター

田中　直基
電 通
Dentsu Lab Tokyo 
クリエーティブ・ディレクター

皆川　壮一郎
博報堂ケトル／博報堂
クリエイティブディレクター

石川　隆一
電通デジタル
アドバンストクリエイティブセンター 
AIクリエイティブ事業部 AI研究開発グループ

市之瀬　浩子
TBWA\HAKUHODO
Disruption Lab・CM Planner

上島　史朗
フロンテッジ
ソリューションクリイエティブディビジョン
シニアクリエイティブディレクター
ソリューションプロジェクトリーダー
Frontage Creative Perch グループリーダー

関谷“アネーロ”拓巳
TBWA\HAKUHODO
Disruption Lab 
アクティベーションプランナー

小笠原　潤
グレイワールドワイド
クリエイティブ
シニア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】
■ゼスプリ 「キウイブラザーズ」キャンペーン
■GU 「ファッションは自由だ」キャンペーン
■リクルート 「タウンワークって何？」キャンペーン　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■TOKYO2020 パラリンピック開会式 “PARAde of Athletes”
■TOKYO2020 Sports Presentation
■SUNTORY 「話そう。」「飲食店支援コミュニケーション」　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■「夢だけ持ったっていいでしょ？HELLO NEW DREAM. PROJECT」
■ヤギ 「抗ウイルステキスタイルブランド VIBTEX」
■本田技研工業 「肩にかけるおまわりさん まもってトート」　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■TEHAI
■仙台うみの杜水族館 「“名画になった”海 展」
■ボケて電笑戦　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■日本マクドナルド 「ハッピーセット卒業式」「僕がここにいる理由」
■「大豆田とわ子と三人の元夫」
　チェインストーリー「大豆田とわ子を知らない三人の男たち」脚本　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■西武・そごう 「レシートは、希望のリストになった。」
■そごう 川口店 「さよならの前に、できること。」
■KIRIN 「#iMUSEで医療支援」　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■日本マクドナルド 「三角チョコパイの歌」「Twitter投稿」
■集英社 「よまにゃチャンネル」
■NISSAN ねこ用日産軽自動車 「にゃっさんデイズ」　ほか

【主なクリエイティブワーク】
■PANTENE 「#PrideHair」「micellar 理想のサラサラ髪」
　「effortless 手ぐしでまとまる髪」　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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2021年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 ノミネート一覧
30名 20社（敬称略・応募順）

名　前 会　社　名 所　属　・　役　職

1 小林　　幹 電通西日本 プランニングビジネス部クリエーティブディレクター

2 石井　啓之 日本経済広告社 クリエーティブ・プランニング局１部 部長 
クリエーティブディレクター／ストラテジスト

3 松下　晃平 新東通信 プランナー／コピーライター

4 山﨑　博司 博報堂 クリエイティブコンサルティング局 コピーライター／
クリエイティブディレクター

5 熊澤　敢太 マッキャンエリクソン クリエイティブ部　
ヘッドオブアート　クリエイティブディレクター

6 兼田　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

7 野村　志郎 ENJIN 制作・クリエイティブディレクター

8 田中　大地 ビーコンコミュニケーションズ クリエイティブ Creative Director / Copywriter / CM Planner / 校長

9 四方　祐吉 ビーコンコミュニケーションズ クリエイティブ シニアアートディレクター／ CMプランナー

10 木下　芳夫 電通西日本 グロース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

11 田中　直基 電通 Dentsu Lab Tokyo クリエーティブ・ディレクター

12 北田　有一 電通 第１CRプランニング局 クリエーティブ・ディレクター

13 上島　史朗 フロンテッジ ソリューションクリイエティブディビジョン シニアクリエイティブディレクター
ソリューションプロジェクトリーダー　FrontageCreativePerchグループリーダー

14 北川　　譲 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
クリエーティブディレクター／コピーライター

15 和久田昌裕 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
コミュニケーションプランナー／コピーライター

16 久間木達朗 I&S BBDO クリエイティブグループ 
アソシエイトクリエイティブディレクター

17 市之瀬浩子 TBWA\HAKUHODO Disruption Lab・CM Planner

18 荒巻　好宣 大広WEDO 東京クリエイティブ力 Divisionチーム東京実行力１／
コミュニケーションディレクター チーフプロデューサー

19 石川　隆一 電通デジタル アドバンストクリエイティブセンター AIクリエイティブ事業部
AI研究開発グループ

20 米村　　俊 朝日広告社 クリエイティブ局クリエイティブ第二部 
クリエイティブディレクター／アートディレクター

21 糠塚まりや 読売広告社 統合コミュニケーションデザイン局 プランナー／
脚本ライター

22 橋本　祥平 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／プランナー

23 林　　俊美 東急エージェンシー 第１統合ソリューション局トータルデザイン部 
アートディレクター

24 野澤　直龍 東急エージェンシー 第１統合ソリューション局 クリエイティブディレクター

25 須之内元也 Hakuhodo DY Matrix クリエイティブディレクター

26 原田　堅介 ADKクリエイティブ・ワン／ CHERRY クリエイティブ・ディレクター／ CMプランナー

27 星　　聡宏 ADKクリエイティブ・ワン クリエイティブ本部第１クリエイティブ局　
クリエイティブ・ディレクター／コピーライター

28 皆川壮一郎 博報堂ケトル／博報堂 クリエイティブディレクター

29 小笠原　潤 グレイワールドワイド クリエイティブ シニアクリエイティブディレクター／
アートディレクター

30 関谷 “アネーロ ”拓巳 TBWA\HAKUHODO Disruption Lab アクティベーションプランナー

※社名・役職は応募時点

7


