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ACE広告賞2009

＜グランプリ / 赤松隆一郎賞 / ポスター・ボード部門賞＞

作品名：ホームゲーム告知ポスター

クライアント名：株式会社愛媛 FC

受賞者：岡 明

CD：板東 英樹
AD：岡 明
D：岡 明
C：板東 英樹

おもしろクリエーティブ
たのしクリエーティブ
くやしクリエーティブ

！
！

！

● アドクリエーターズ愛媛とは

　愛媛県出身および在住または近県の広告クリエーターの団体です。

　「組織」、「職種」、「肩書」に縛られない自由な交流活動を目指します。

● 目　的

　愛媛県の広告クリエーターの親睦

　地域の広告価値の向上

　クリエーティブを通じて社会に貢献

● 活動内容

　会員発案の交流会、懇親会、勉強会など。

　年1回、会員、審査委員の投票による「広告審査会」の実施。

● 指　針

　会員クリエーターひとりひとりが　おもしろく、たのしく、くやしくなるようなクラブ活動を目指す。

　会員クリエーターひとりひとりが　スキルアップできる情報交流を実施する。

　会員クリエーターひとりひとりが　愛媛県のクリエーティブの活性化に貢献する。

　会員クリエーターひとりひとりが　親睦を図り、前向きな志でクラブ運営を続ける。

クリエーティブスタッフ表　略号凡例

A C E 広 告 賞 2 0 0 9
第１回ACE広告賞　審査委員

赤松　隆一郎
Ryuichirou Akamatsu

眞木　準
Jun Maki

CM プランナー。
電通関西支社。サントリー、本田技
研工業、リクルート、おやつカンパ
ニー、大日本除虫菊などを担当。
カンヌ国際広告祭銀賞、ワンショー
金賞、ＡＣＣ金賞、ＴＣＣ賞など受
賞多数。
アルバム「THE SWING OF THE 
PENDULUM」を発売し音楽アー
ティストとしても活動中。

コピーライター、クリエーティブディレクター。
博報堂でソニー、全日空などの広告制作を担当の
後、独立。伊勢丹、サントリーなどの広告制作を担
当。主な仕事に「でっかいどお。北海道」（全日空）、

「AERA」（朝日新聞 / ネーミング）、「踊れるバーバ
リー。」（三陽商会）。ＴＣＣクラブ賞、ADC 最高賞
など受賞多数。著書『一語一絵』『胸からジャック。』
ほか。近年は、広告制作のほか、東京農工大学、京
都造形美術大学などで、客員教授として教鞭を執る。

《公開審査》愛媛県美術館（南館 1F）　9月 17日（木）～ 19日（土）　来場者数約 300 名　投票者数 202 名

眞木準さんの訃報
予定しておりました、ACE 広告賞審査委員・眞木準氏は大変残念なことに、6 月 22 日
に急性心筋梗塞のためお亡くなりになられました。享年 60 歳でした。
ACE より、心よりご冥福をお祈りいたします。

CD：クリエーティブディレクター
AD：アートディレクター

DR：ディレクター
D：デザイナー

C：コピーライター
P：フォトグラファー

I：イラストレーター
PR：プロデューサー
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ACE広告賞2009

＜赤松隆一郎賞＞

作品名：JJ 新台入替シリーズ 3 本

クライアント名：ワタナベプリント株式会社

受賞者：鈴木 タイジロウ

CD：板東 英樹
AD：岡 明
DR：鈴木 タイジロウ
C：板東 英樹
I：原 さゆり

おばちゃん

主婦が仕事忘れよ
思たら、

家におったら
あかんわな～

はぐっ

新台入替～♪

JJ

おじいさん

こらこら
お年寄りに

席
ゆずらんかいな～

新台入替～♪

JJ

＜テレビ CM 部門賞＞

作品名：「カセイ人のひみつ」篇シリーズ

クライアント名：四国化成工業株式会社

受賞者：福本 賢志

CD：八木 泰介
DR：福本 賢志
PR：多田 浩人
CG：福本 賢志、遠藤 康平

♪（サウンドロゴ）

このタイヤの中にも、

カセイ人の発明があるんです。

その名は、「ミュークロン」

いろんな乗り物の

ラジアルタイヤに

欠かせないこの商品、

実は世界中で大活躍。

安全を支えるのも、

四国化成です。

＜ラジオ CM 部門賞＞

作品名：松山全日空ホテル 

　　　　ブライダルフェア告知 結婚のお願い篇

クライアント名：松山総合開発株式会社

受賞者：矢野 裕子

CD：矢野 裕子
DR：矢野 裕子
C：矢野 裕子
PR：中川 浩司

SE：かぽーん・・・（ししおどし）

男：お父さん・・・

　　お嬢さんを、僕に、くださいっ！

父親：（咳払い）・・・

男：おっ・・・おねがいします！

　　裕子さんと、

　　けっ・・・結婚させてくださいっっ！！！

父親：・・・

　　　・・・・・・どこで？

NA：松山全日空ホテルで

　　  納得できる結婚式を。

　　  まずはブライダルフェスタへどうぞ。

　　  詳しくは、web で。

おばちゃん

あ～
あ～

なんかも～
思いっきり、

出したいわ～

新台入替～♪

JJ

「CR レディースナイパー」篇

「CR キン肉マン MAX」篇

「CR 氷川きよし」篇
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ACE広告賞2009

＜新聞・雑誌広告部門賞＞

＜印刷部門賞＞

作品名：ミウラのボイラ

クライアント名：三浦工業株式会社

受賞者：岡 明

CD：板東 英樹
AD：岡 明
D：岡 明
C：板東 英樹
P：畦地 浩

作品名：JJ 折紙シリーズ

クライアント名：ワタナベプリント株式会社

受賞者：岡 明

＜WEB部門賞＞

作品名：おらのまちなみだより

クライアント名：えひめ町並みミュージアム構想推進協議会

受賞者：長谷川 枝美

D：長谷川 枝美
I：小澤 淳良
プロデュース：株式会社エス・ピー・シー
ディレクション・制作：イヨテツケーターサービス株式会社

CD：板東 英樹
AD：岡 明
D：岡 明
C：板東 英樹
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＜フォトグラフ部門賞＞

＜イラストレーション部門賞＞

＜公募部門賞＞
テーマ：愛媛を元気にする広告

作品名：ミルコム南 シリーズ広告

クライアント名：南商事株式会社

受賞者：川井 征人

作品名：城東開発「エコプロジェクト」

クライアント名：城東開発株式会社

受賞者：岡西 幸平

作品名：

愛媛の特産品ってめっちゃあるやんプロジェクト

受賞者：鶴田 智昭

D：鶴田 智昭

CD：板東 英樹
AD：坂本 剛志
D：坂本 剛志
C：板東 英樹

P：川井 征人

AD：岡西 幸平
I：小澤 淳良

相原　泰典　　　　CM 食堂（有）　　　　　　　　　　 プランナー／コピーライター／デザイナー
池野　響子　　　　イケノセイサク　　　　　　　　　　デザイン・イラスト製作業
石本　香緒理　　　セーラー広告（株）愛媛本社　　　　コピーライター
伊藤　祐二　　　　明星印刷工業（株）　　　　　　　　 デザイナー
猪熊　信次　　　　アイノグラフィカ（高松市）　　　　 アートディレクター
上田　敬三　　　　クリエイティブオフィス KEIZO 　　グラフィックデザイナー
内山　眞史　　　　（株）フロンティア　　　　　　　　 フォトグラファー
宇高　順子　　　　ジェイズデザインスタジオ　　　　　グラフィックデザイナー
大﨑　祐宣　　　　（株）電通西日本　広島支社　　　　 クリエーティブディレクター
大空　正義　　　　ZORA 工房（高松市）　　　　　　　 立体イラスト／グラフィックデザイン
大北　佳代子　　　planning office ark　　　　　　　  プランナー / コピーライター
大槻　一雅　　　　アトリエ アド・リール　　　　　　  アートディレクター
大森　潤哉　　　　セーラー広告（株）愛媛本社　　　　アートディレクター
岡　　明　　　　　デザイン事務所 ジップ　　　　　　  アートディレクター
岡谷　敏明　　　　オカピデザイン（高松市）　　　　　 グラフィック、イラスト、キャラクター、似顔絵、編集、漫画
岡西　幸平　　　　カンカク　　　　　　　　　　　　　アートディレクター
小澤　淳良　　　　40km/h graphics　　　　　　　　グラフィックデザイナー
香川　雅博　　　　マルコデザイン　　　　　　　　　　グラフィックデザイナー
亀井　孝真　　　　グリズリー　　　　　　　　　　　　グラフィックデザイナー
亀井　紀亜　　　　グリズリー　　　　　　　　　　　　グラフィックデザイナー
川井　征人　　　　（有）カプセル　　　　　　　　　　 フォトグラファー
木下　芳夫　　　　セーラー広告（株）愛媛本社　　　　アートディレクター
桐内　康裕　　　　河本博信デザイン事務所　　　　　　クリエーティブディレクター
佐伯　ウサギ　　　フリーランス　　　　　　　　　　　イラストレーター／グラフィックデザイナー
佐竹　篤史　　　　（株）大広西日本　　　　　　　　　 クリエーティブディレクター
四之宮　裕二　　　フリーランス　　　　　　　　　　　コピーライター
芝原　里美　　　　個性派デザイン　　　　　　　　　　イラストレーター
末田　由紀夫　　　（有）ユニック　　　　　　　　　　 クリエーティブディレクター
杉田　沙織　　　　（株）シンプル　　　　　　　　　　 アシスタントデザイナー
鈴木　タイジロウ　SPACE inc（高松市）　　　　　　　ディレクター
清家　忠明　　　　佐川印刷（株）　　　　　　　　　　 アートディレクター
仙波　秀喜　　　　73 ＃　　　　　　　　　　　　　　ウェブディレクター／デザイナー／コンポーザー
高田　大三郎　　　（株）アド・デコ・ラボ　　　　　　 コピーライター
高原　志郎　　　　（株）トッパングラフィックコミュニケーションズ　　 プロデューサー
瀧山　卓　　　　　（株）シンプル　　　　　　　　　　 グラフィックデザイナー
武田　英範　　　　（株）アサツーディ・ケイ 愛媛支局
塚本　和男　　　　（株）松年社　　　　　　　　　　　 サインディレクター
都築　洋文　　　　リープ　　　　　　　　　　　　　　グラフィックデザイナー
鶴田　智昭　　　　（株）シンプル　　　　　　　　　　  グラフィックデザイナー
中岡　裕貴　　　　佐川印刷（株）　　　　　　　　  　  グラフィックデザイナー
長谷川　枝美　　　イヨテツケーターサービス（株）　　 ＷＥＢ制作・デザイナー
浜浦　ヒロフミ　　セーラー広告（株）愛媛本社　　　  デザイナー
人見　訓嘉　　　　（有）CONERI（高松市）　　　　　　コピーライター
福本　賢志　　　　SPACE inc（高松市）　　　　　　   ディレクター
正岡　昇　　　　　（株）シンプル　　　　　　　　　　 アートディレクター
松下　亜吉　　　　ブラスター松下　　　　　　　　　   エンジニア
松本　幸二　　　　（株）グランドデラックス　　　　　 アートディレクター
星川　雅未　　　　三ツ星デザイン（高松市）　　　　　 グラフィックデザイナー
宮本　久子　　　　atelier illust.cue- 　　　　　　　   イラストレーター
宮脇　優　　　　　（有）ユニック　　　　　　　　　　 タイトルデザイナー
森　　美穂子　　　（株）日広工房　　　　　　　　　　 デザイナー
矢野　裕子　　　　広告企画室 ネコノテ　　　　　　　 コピーライター
山崎　浩平　　　　ドーガープロモーション　　　　　　映像クリエイター

会員
（2010 年 9 月現在　会員数 53 名）
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