
広告主 商品名 作品名／コピー 媒体 サイズ コピーライター1氏名 コピーライター2氏名 コピーライター3氏名 コピーライター4氏名

1 キリンビール株式会社 一番搾り 大阪づくり 「度合い」篇 ラジオCM 100 森田一成
2 キリンビール㈱ 氷結 言わせとけ。  あたらしくいこう スッキリ　氷結　2017 新聞 15段 関　陽子

サッポロビール株式会社 企業広告 大人エレベーターシリーズ　所ジョージロングバージョン篇　Ａ TVCM 60 多田琢 道面宣久
サッポロビール株式会社 企業広告 大人エレベーターシリーズ　所ジョージロングバージョン篇B TVCM 60 多田琢 道面宣久
サッポロビール株式会社 企業広告 大人エレベーターシリーズ　所ジョージロングバージョン篇Ｃ TVCM 60 多田琢 道面宣久

4 ＵＨＡ味覚糖 さけるグミ 社長はさけるよ　第５話 TVCM 30 井村光明
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 水・空気・野菜篇 TVCM 30 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 土の力篇 TVCM 30 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 植物は動けない。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 太陽につくられた機能性食品。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 酸化から逃れられる人はいない。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ この地上で 植物だけが持つ化学成分がある。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 夜明け前にめざめる。理由もなく不安になる。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ わたしの周囲に 加齢という文字が多すぎる。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 自然界に単一の色はない。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶
キユーピー株式会社 キユーピーマヨネーズ 野菜は理由があって、色を持った。 雑誌 H245mm X W310mm 秋山晶

6 キユーピー株式会社 アヲハタ55ジャム きれいな甘さ篇 TVCM 30 秋山晶
7 キリン プラズマ乳酸菌 くしゃみの飛距離は ７人がけの座席より 長い。 その他の販促物 車内ステッカー 佐藤理人
8 サントリー BOSS 人は変われる。数分で。 ポスター B3 照井晶博

サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・おまわりさん TVCM 60 福里 真一 照井 晶博
サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・プレミアムTOKYO TVCM 30 福里 真一 照井 晶博
サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・プレミアム熊本 TVCM 30 福里 真一 照井 晶博
サントリーホールディングス BOSS 宇宙人ジョーンズ・昭和 TVCM 60 福里 真一 照井 晶博

10 サントリーホールディングス BOSS ドライブの半分は、 ラブでできている。 （とか言ってみる） ポスター ポスター→1090mm×795mm 久我 佳太
11 サントリーホールディングス株式会社 天然水  水の山行ってきた　南アルプス篇 TVCM 60 太田恵美
12 サントリーホールディングス株式会社 PEPSI STRONG 5.0GV ペプシ桃太郎 Episode.4 TVCM 120 多田 琢

ライドオン・エクスプレス 銀のさら MAMA篇 TVCM 30 松村祐治
ライドオン・エクスプレス 銀のさら FLOWER篇 WebMovie 30 松村祐治
ライドオン・エクスプレス 銀のさら WAITRESS篇 WebMovie 30 松村祐治

14 江崎グリコ 企業広告 smile.Glicoトリビア TVCM 90 細川美和子
江崎グリコ プリッツ つらい。   11月11日はポッキーの日。 ではなく、ポッキー＆プリッツの日です。 新聞 15段 橋口幸生 安達 和英 加藤 千尋
江崎グリコ株式会社 プリッツ １１月１１日　プリッツの気持ち Web広告 1200px×22650px 安達和英 橋口幸生 加藤千尋

16 青柳総本家 青柳ういろう for アスリート バナナなんて食べたら、皮で誰か転ぶじゃないですか！ ポスター B1 岩田秀紀
赤城乳業株式会社 ガリガリ君 ガリガリ君 ソーダ BIGなシズル春篇 15秒 TVCM 15 古川雅之 廣瀬泰三 小堀友樹
赤城乳業株式会社 ガリガリ君 ガリガリ君 ソーダ BIGなシズル夏篇 15秒 TVCM 15 古川雅之 廣瀬泰三 小堀友樹
赤城乳業株式会社 BLACKシリーズ ゆるくねアニマル TVCM 15 古川雅之
赤城乳業株式会社 BLACKシリーズ ゆるくねパフォーマンス紙吹雪 TVCM 15 古川雅之
赤城乳業株式会社 ガリガリ君 ガリガリ君 値上げ篇 60秒 TVCM 60 古川雅之
赤城乳業株式会社 ガリガリ君 値上げ 新聞 15段 古川雅之
大塚製薬株式会社 カロリーメイト 母は、 がんばれとは言わない。 屋外ボード H3m×W4m 福部 明浩
大塚製薬株式会社 カロリーメイト 夢の背中篇 WebMovie 269 福部明浩
大塚製薬株式会社 カロリーメイト mate篇 TVCM 90 福部明浩
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大塚製薬株式会社 カロリーメイト 海に誘うなら、 半年前から 言ってください。 ポスター H364 x W515mm 福部 明浩
大塚製薬株式会社 カロリーメイトゼリー 水着篇 TVCM 30 福部明浩
大塚製薬株式会社 カロリーメイト 小さな栄養士 チーズ篇 TVCM 30 福部明浩
大塚製薬株式会社 カロリーメイト 小さな栄養士 フルーツ篇 TVCM 30 福部明浩
大塚製薬株式会社 カロリーメイト 小さな栄養士 プレーン篇 TVCM 30 福部明浩

23 大塚製薬株式会社 ポカリスエット こわいこわいは熱中症篇 TVCM 15 一倉宏 太田麻衣子 吉岡虎太郎 久間恵子
24 日清食品 どん兵衛　鴨出しそば 鴨の超うめえええええ 屋外ボード 3m×4m 尾上永晃 大津裕基 茂庭竜太

日清食品ホールディングス カップヌードル OBAKA's 大学に春が来た！篇 TVCM 60 東畑幸多 田母神龍
日清食品ホールディングス カップヌードル OBAKA’s 大学 おバカへの疾走 篇 TVCM 30 東畑幸多 田母神龍
日清食品ホールディングス カップヌードル OBAKA’s 大学 卒業式 篇 TVCM 60 東畑幸多 田母神龍
日清食品ホールディングス 日清のどん兵衛 どんばれ屋が渋谷からなくなる。 世界はいったいどうなるのか？ 屋外ボード W：3,100×H：3,010 照井晶博
日清食品ホールディングス 日清のどん兵衛 お湯の力って すごいなぁ ポスター B倍 照井晶博
日清食品ホールディングス株式会社 日清のどん兵衛鴨だしそば 日清 どん兵衛 鴨飛んでる篇 TVCM 30 澤本 嘉光 照井 晶博
日清食品ホールディングス株式会社 日清のどん兵衛きつねうどん 日清 どん兵衛 どんくさい？篇 2020 TVCM 30 澤本 嘉光 照井 晶博
日清食品ホールディングス株式会社 日清のどん兵衛天ぷらそば 日清 どん兵衛 穴に落ちる篇2020 TVCM 30 澤本 嘉光 照井 晶博
日清食品ホールディングス株式会社 日清ラ王 冷し中華 食べたい男　南国出張篇 TVCM 30 麻生哲朗
日清食品ホールディングス株式会社 日清ラ王 食べたい男　潜入篇 TVCM 30 麻生哲朗
日清食品ホールディングス株式会社 日清ラ王 食べたい男　遠くの幸せ篇 TVCM 30 麻生哲朗

28 日清食品株式会社 日清焼そばU.F.O. エクストリームZERO！ WebMovie 120 佐藤雄介
29 日本コカ･コーラ からだすこやか茶W カツ丼篇 TVCM 30 藤本宗将
30 日本コカ・コーラ株式会社 ジョージア エメラルドマウンテンブレンド おつかれ、俺たち篇 TVCM 30 浜島達也 森本泰平 河野孝典 梅田悟司
31 味の素㈱ 企業 これ、ぜんぶ失敗作・・から生まれた料理です。 新聞 30段 神山浩之 石橋涼子 新井奈生

ストライプインターナショナル earth music＆ecology 愛さないと、愛は、減る。 カタログ、パンフレット等の冊子 A4変形 児島令子
ストライプインターナショナル earth music＆ecology あした晴れたら、友達になろう。 ポスター B倍８連 児島令子
ストライプインターナショナル earth music＆ecology ①もしも戻れるなら、何才の夏？②人は、いろんな夏で出来ている。 ポスター B１×４ 児島令子
ストライプインターナショナル earth music＆ecology 愛さないと、愛は、減る。 ポスター B倍８連 児島令子

33 株式会社　BEAMS 企業 TOKYO CULTURE STORY WebMovie 317 坂本仁
株式会社ルミネ 企業 幸せだけ 女って上手に 隠せない 屋外ボード 3m×8m 尾形真理子
株式会社ルミネ 企業 言葉に頼りすぎると 退屈な女になっていく 屋外ボード 3m×8m 尾形真理子

35 コニシ 企業広告 「物を大切に」 100回言われるより、 1回つくるほうが、身につく。 電飾看板 986mm×5166mm 窪田 倫明
フマキラー株式会社 デング熱などの蚊媒介感染症対策 蚊を退治するために、 軍隊を動員している国だってある。 ポスター B3 大貫冬樹
フマキラー株式会社 デング熱などの蚊媒介感染症対策 呼吸量が多い人はよく刺される。 よりによって、妊娠中の女性がそうだ。 ポスター B3 大貫冬樹
フマキラー株式会社 デング熱などの蚊媒介感染症対策 血を吸うのはメスの蚊だけ。 産卵のために、母として全力で刺しにくる。 ポスター B3 大貫冬樹
株式会社ファンケル アクティブコンディショニングEX化粧液 同窓会があるけれど、みんなに会わせる肌がない。 ポスター B0 大貫冬樹
株式会社ファンケル アクティブコンディショニングEX化粧液 どうしよう。キレイに見える角度が、見当たらなくなった。 ポスター B0 大貫冬樹
大日本除虫菊株式会社 虫コナーズ 虫コナーズ「はずしてみたら？」篇30秒 TVCM 30 中治信博 古川雅之 直川隆久
大日本除虫菊株式会社 虫コナーズ 虫コナーズ「ふんばる手」篇30秒 TVCM 30 中治信博 古川雅之 直川隆久

39 大日本除虫菊株式会社 虫コナーズ 抗弁する男 ラジオCM 60 直川隆久
大日本除虫菊株式会社 蚊がいなくなるスプレー 金鳥少年シリーズ　その１ ラジオCM 60 直川隆久
大日本除虫菊株式会社 キンチョール 金鳥少年シリーズ　その2 ラジオCM 60 直川隆久
大日本除虫菊株式会社 プレシャワー 金鳥少年シリーズ　その3 ラジオCM 60 直川隆久
大日本除虫菊株式会社 蚊がいなくなるスプレー 金鳥少年シリーズ　その4 ラジオCM 60 直川隆久
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41 大日本除虫菊株式会社 タンスにゴンゴン タンスにゴンゴン「知りとーなかった」篇 30秒 TVCM 30 古川雅之 直川隆久 廣瀬泰三
KDDI株式会社 au au「夏のトビラ・一寸法師、登場」篇 TVCM 60 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au世界データ定額「海外の人」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au auライフデザイン「恋愛相談」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au auスマートバリュー「待望の赤ちゃん」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au「秋のトビラ・三太郎の出会い」篇 TVCM 60 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au STAR「夢のスター」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au「来年の話」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au「応援」篇 TVCM 60 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au「春のトビラ・やってみよう」篇 TVCM 60 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au「浦ちゃんの法則」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au 天才浦ちゃん TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉
KDDI株式会社 au au「本命？」篇 TVCM 30 篠原誠 野﨑賢一 佐藤舞葉

43 NTTドコモ ずっとドコモ割 波止場の二人 ラジオCM 60 茂庭竜太
44 ソフトバンク ギガモンスター 制限なんて、校則だけで十分だ。 ポスター B3 水本晋平

ソフトバンク株式会社 学割2017 学割ってる？ 屋外ボード W：2,880×H：1,000 照井晶博
ソフトバンク株式会社 企業 宣言篇 TVCM 60 澤本 嘉光 照井 晶博

46 マウスコンピューター 飯山工場紹介ムービー もしもロボットがいてくれたら WebMovie 180 小川祐人
47 株式会社 Fablic FRIL FRIL 「手数料」篇 TVCM 30 山崎　隆明 髙木 大輔
48 株式会社NTTドコモ 企業広告 「Style'20 べべ」篇 TVCM 90 麻生哲朗
49 Secual スマートセキュリティ セキュアル 昼間の妻は、 女の一人暮らしだ。 ポスター B1 押部由紀奈
50 パナソニック株式会社 メンズグルーミング商品 男のキメ台詞 ラジオCM 60 西村和久
51 株式会社スマートライフ かぼちゃの馬車 反対することで、親は あなたの決意を見ている。 ポスター B1 福部 明浩
52 三井不動産リアルティ 三井のリハウス 三井のリハウス　おばあちゃんの家篇　30秒 TVCM 30 髙崎 卓馬 濱田 彩

三井不動産リアルティ株式会社 三井のリハウス　360°サポート 我が家は、無事売れますか？ TVCM 60 黒田康嗣
三井不動産リアルティ株式会社 三井のリハウス　360°サポート わからないことだらけです。 TVCM 60 黒田康嗣
象印マホービン株式会社 南部鉄器・極め羽釜 この90秒で人生が劇的に美味しくなる　第1話　塩むすび篇 TVCM 90 石本藍子
象印マホービン株式会社 南部鉄器・極め羽釜 この90秒で人生が劇的に美味しくなる　第2話　バターごはん篇 TVCM 90 石本藍子
象印マホービン株式会社 圧力IH炊飯ジャー 南部鉄器 極め羽釜 岩手県にしか TVCM 30 中治信博 池田定博 三島靖之
象印マホービン株式会社 圧力IH炊飯ジャー 南部鉄器 極め羽釜 平安から平成まで TVCM 30 中治信博 池田定博 三島靖之
象印マホービン株式会社 圧力IH炊飯ジャー 南部鉄器 極め羽釜 まわりくどい方法 TVCM 30 中治信博 池田定博 三島靖之

56 村田製作所 企業広告 未来の風景 TVCM 30 岩崎亜矢 安藤隆
57 大和ハウス工業株式会社 企業広告 ビジネスマッチング篇 TVCM 120 多田琢
58 東京ガス(株) 企業 企業　「家族の絆　やめてよ」篇　90秒 TVCM 90 澤本　嘉光 岡野　草平 細川　美和子
59 JR東日本旅客鉄道（株） 東北デスティネーション 大丈夫。時間は、たっぷりもってきた。 ポスター B1 坂本和加
60 ヤマト運輸 企業 荷物をもつ手が、子どもとつなぐ手になりました。 新聞 15段 上田太規
61 京阪鉄道株式会社 ひらかたパーク パパ、 よそのママ 見過ぎ。 ポスター B2 田中幹
62 五ヶ瀬ハイランド 五ヶ瀬ハイランドスキー場　 五ヶ瀬ハイランドスキー場　2017CMシリーズ　「予告」篇 WebMovie 101 左俊幸
63 小笠原村観光局 小笠原 楽して行けたら、楽園じゃない。 ポスター A1 安路篤

東海旅客鉄道株式会社 そうだ京都行こう。 2016年秋「天龍寺」 TVCM 30 太田恵美
東海旅客鉄道株式会社 そうだ京都行こう。 2017年春「二条城」 TVCM 30 太田恵美
東海旅客鉄道株式会社 そうだ京都行こう。201７年春「二条城」 手のひらの、小さな画面を覗き込んでいた私を 上に向かせてくれた桜です。 ポスター B倍2連 太田恵美
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65 東日本旅客鉄道 青森県・函館デスティネーションキャンペーン この世に、 あの世をつくった男がいた。 ポスター B3×2 榎本聖之
66 日向市 サーフタウン日向市PR Net surfer becomes Real surfer WebMovie 180 細川

日本郵便 ゆうパック バカまじめな男・妻に内緒 TVCM 30 福里 真一
日本郵便 ゆうパック バカまじめな男・はじめての持込 TVCM 30 福里 真一
別府市 別府市観光復興PR 別府温泉の男達　CMシリーズ　「湧出量」篇 TVCM 15 左俊幸
別府市 別府市観光復興PR 別府温泉の男達　CMシリーズ　「女将in別府温泉」篇 TVCM 15 左俊幸

69 （株）トヨタマーケティングジャパン プリウスPHV すぐ普通になる。今は特別なプリウス。 PHV！ ポスター B1 岸勇希 岡部将彦 中川賢太
70 いすゞ自動車 企業 「南極」篇 WebMovie 100 矢谷暁 諸橋秀明
71 トヨタ自動車株式会社 ＴＯＹＯＴＡ　５大陸走破 次のホテルの住所は、緯度と経度だけだった。 屋外ボード Ｂ0  髙崎卓馬
72 トヨタ自動車株式会社 WOW WOW　MESSAGE　一ノ瀬メイ篇　 TVCM 60 高崎卓馬
73 株式会社トヨタマーケティングジャパン Vitz The making of new Vitz story WebMovie 283 多田 琢 大木秀晃

日野自動車 日野デュトロ 大工 TVCM 30 横澤宏一郎 野澤幸司
日野自動車 日野デュトロ けんけんぱ TVCM 30 横澤宏一郎 野澤幸司
日野自動車 デュトロ 意味深なかけあい篇　8時 ラジオCM 10 野澤幸司
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  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 リオ オリンピック大会閉会式FHO東京2020 その他映像 480 太田恵美
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  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 リオ パラリンピック大会閉会式FHO東京2020 その他映像 480 太田恵美
全国都道府県及び全指定都市 LOTO6 LOTO6　話は変わる篇14話 TVCM 30 多田琢
全国都道府県及び全指定都市 LOTO7 LOTO7　話は変わる篇15話 TVCM 30 多田琢
全国都道府県及び全指定都市 LOTO7 LOTO7　話は変わる篇16話 TVCM 30 多田琢
全国都道府県及び全指定都市 LOTO7 LOTO7　話は変わる篇17話 TVCM 30 多田琢
全国都道府県及び全指定都市 LOTO7 LOTO7　話は変わる篇18話　 TVCM 30 多田琢
 TESS COGY 突然、動けなくなる悲しみが分かりますか。 そして、もう一度動ける喜びが分かりますか。 ポスター B3 山﨑博司
 TESS COGY あきらめない人の車いす。 ポスター B3 山﨑博司

78 おんせん県観光誘致協議会・大分県・国東市・国東市観光協会 震災復興 Go! Oita おおいたへ行こう！キャンペーン こっちは動けんので、そっちから来てほしい。 新聞 15段 緒方徹
お仏壇のコガ お仏壇 いったい何組が恋をして、今の私なんだろう。 ポスター B3 勝浦雅彦
お仏壇のコガ お仏壇 たいへんな時代に、家族をつくってくれました。 ポスター b3 勝浦雅彦
お仏壇のコガ お仏壇 子どもたちがかけまわる法事は、幸福です。 ポスター b3 勝浦雅彦
ちばわん 啓蒙ミニポスター ドイツには、殺処分という言葉すらない。 ポスター B2 野澤幸司
ちばわん 啓蒙ミニポスター 人が犬を見ている時間より、 犬が人を見ている時間の方が、 きっと長い。 ポスター B2 野澤幸司
ベルリッツ・ジャパン ビジネス英会話 Q. もしこの電車で 乗り過ごしたと仮定して、 外国人上司に英語で 遅刻の言い訳をしてください。 ポスター B3 藤本宗将
ベルリッツ・ジャパン ビジネス英会話 Q.外国人観光客に浅草への 行き方を聞かれました。 ここからの乗り換えを 英語で案内してください。 ポスター B3 藤本宗将
ベルリッツ・ジャパン ビジネス英会話 私は、自分の意見をハッキリ言う男だ。 …日本語だったらな。 ポスター B3 藤本宗将

82 愛媛大学 社会共創学部 待機児童、２万人。 待機老人、５２万人。 ポスター B1 板東 英樹
伊藤忠商事 ある商人シリーズ／第三回　岡藤正広 青い商人  ひとりの商人、無数の使命　伊藤忠商事 新聞 30段 国井美果
伊藤忠商事 企業広告 朝方勤務 TVCM 30 国井美果
伊藤忠商事 企業広告 Kidsday TVCM 30 国井美果
伊藤忠商事 企業広告 退職セレモニー TVCM 30 国井美果
伊藤忠商事 コーポレートメッセージ（スローガン）  ひとりの商人、無数の使命　伊藤忠商事 スローガン  国井美果

84 稲置学園 星稜中高６年一貫 「若い頃もっと勉強しとけばよかったー」の“若い頃”とは、ほぼ中高６年間。 ポスター B2 小林幹
85 株式会社 大和証券グループ本社 ファンドラップ プレミアム 裏切り者がいる　episode4　ファンドラップ プレミアム TVCM 30 麻生哲朗
86 株式会社ヒューマントラスト 企業広告 企業広告 バーテンダー篇A 30秒 TVCM 30 山崎隆明
87 今西数英教室 企業 「放課後」篇 TVCM 60 大石雄士
88 今村総合学園 入学生募集 頭の中のそろばんは、 どんな試験会場にも持ち込める。 ポスター B3 古橋 亮羽
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滋賀県 石田三成 石田三成CM＜第一弾＞ WebMovie 37 藤井亮 小堀友樹
滋賀県 石田三成 石田三成CM＜第二弾・総集編＞ WebMovie 133 藤井亮 小堀友樹
住友生命保険相互会社 1ＵＰ    海外出張で1ＵＰ　タクシー運転手の証言篇 TVCM 30 麻生哲朗
住友生命保険相互会社 1ＵＰ ここから1ＵＰ WebMovie 60 麻生哲朗
住友生命保険相互会社 1ＵＰ 海外、向こうで1ＵＰ WebMovie 60 麻生哲朗
住友生命保険相互会社 1ＵＰ リフレッシュで1ＵＰ WebMovie 60 麻生哲朗
住友生命保険相互会社 1ＵＰ 試験で1ＵＰ WebMovie 60 麻生哲朗
住友生命保険相互会社 1ＵＰ メモで1ＵＰ WebMovie 60 麻生哲朗

91 住友生命保険相互会社 企業広告 dear my family2016篇 TVCM 60 麻生哲朗
松山市 第15回坊っちゃん文学賞 つぶやけば問題。 書けば問題作。 雑誌 183×40mm 板東 英樹
松山市 第15回坊っちゃん文学賞 本音つぶやいても炎上しない。 ポスター B2 板東 英樹

93 早稲田アカデミー 夏期講習会 変わるよ。（見えないところが） ポスター B倍 渋谷三紀 杉田雄
94 村田葬儀社 村田葬儀社 旅立ち 女性 TVCM 60 板東 英樹
95 日本教育大学院大学 ブランド 好きになった教科には、好きにしてくれた先生がいる。 ポスター A3変形 谷野栄治
96 認定NPO法人　カタリバ 認定NPO法人　カタリバ 10代って、世界で数％しかいない、 貴重ないきもの。 ポスター B2 森岡　祐二
97 認定特定非営利活動法人　児童虐待防止全国ネットワーク 児童虐待防止推進月間 (ここだよ) ポスター B2 川村健士 竹上淳志
98 富士フイルム 企業 レーザー内視鏡技術 TVCM 30 赤石正人

平安閣 マリエール # 結婚はじめました「苗字」篇 TVCM 15 和田佳菜子 尾崎敬久
平安閣 マリエール # 結婚はじめました「電話」篇 TVCM 15 和田佳菜子 尾崎敬久

100 DLE 島根自虐カレンダー 島根は、離脱しません。（他６点） その他の販促物 A2 玉山貴康 近藤雄介 後藤萌
101 テレビ埼玉 企業 私CM「中島千裕」篇 TVCM 60 山田慶太
102 一般社団法人 日本民間放送連盟 民放連リオ五輪 「人類の進化」篇 TVCM 90 磯島 拓矢
103 株式会社エフエム群馬 特殊先対策キャンペーン 「実験」篇　下村さんバージョン改訂 ラジオCM 60 都築徹

集英社 こちら葛飾区亀有公園前派出所４０周年記念 様々な有名企業に 協賛を断られました。  低予算型テーマパーク　亀やしき その他の販促物 のぼり60cm×180cm 上田浩和 尾上永晃 東成樹
集英社 こちら葛飾区亀有公園前派出所４０周年記念 夢も魔法もない国。  低予算型テーマパーク　亀やしき その他の販促物 のぼり60cm×180cm 上田浩和 尾上永晃 東成樹

集英社 こちら葛飾区亀有公園前派出所最終回記念

こちら葛飾区亀ありがとう公園前派出所。  思えば、不祥事つづきの40年だった。
道を尋ねてきた一般人を怒鳴り散らした。  勤務中に、競馬に行った。税金を使い込んだ。
発砲件数は警察の中で圧倒的一位。  派出所や警察署はもちろん浅草寺すらも破壊した。
 思えば、わしは、模範的な景観ではなかったかもしれない。  大原部長にも何度「反省しろ！」と
言われたことか。 でもな、いちいち反省なんかしていたら、いくらわしでも体がもたん。
 逆に、反省しなかったおかげで、こち亀を40年も続けてこれたとも言える。 そう、こち亀は
今年40周年。そして本日200巻発売。  報道のとおり、これを一つの区切りとして、 こち亀は、
今週発売の少年ジャンプで一旦幕を閉じる。 ビックリさせてしまったな。作者ともども謝る。
すまん！  反省はさておき、この場を借りてお礼を申し上げたい。  長年、苦楽を共にしてくれた
中川や麗子をはじめとする 大原部長以外の大勢の仲間たちに。  海賊でもない、忍者でもない、
スーパーサイヤ人でもない  ただのおじさんが主人公の漫画を、 40年も読み続けてくれた
読者のみんなに。 照れくさいから一回しか言わないぞ。ありがとう！ そしてこれだけは
しつこく何度も言うぞ。
200巻買ってくれ。 200巻買ってくれ！200巻買ってくれ！！200巻買ってくれ！！！
 両津勘吉  こち亀は、今年４０周年。そして、本日２００巻発売＆最終回。最後の敬礼！！

新聞 15段 上田浩和 尾上永晃

105 静岡新聞SBS 企業 超ドＳ。 新聞 １５段 上田浩和
106 宝島社 企業メッセージ あたらしい服を、さがそう。 新聞 30段 三井明子
107 石川県水産振興事業団 加能ガニ このサイズになるのに10年　養殖しとったら赤字やがいや 新聞 5段 小林幹
108 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 キャンペーン広告 #いいね不要 Web広告 不明 印南　智史 世瀬　健二郎 井上　慶彦
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