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ACE広告賞2010

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

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

A C E 広 告 賞 2 0 1 0
《公開審査》ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館１階展示コーナー）9月 16日（木）～ 18日（土）
　　　　　  来場者数約 200 名　投票者数 200 名

第２回ACE広告賞　審査委員

岩崎　俊一
Shunichi Iwasaki

コピーライター、
クリエーティブディレクター
TCC（東京コピーライターズクラブ）会員
TCC 年鑑審査委員

略　暦　1947 年　京都府生まれ
　　　　1970 年　同志社大学文学部心理学科卒業
　　　　1970 年　大毎広告入社
　　　　1972 年　レマン入社
　　　　1976 年　マドラ入社
　　　　1979 年　岩崎俊一事務所設立
　　　　2009 年　著書「幸福を見つめるコピー」出版

受賞暦　TCC 賞（'06.'07.'08.'09 連続受賞）
　　　　ACC 賞　ギャラクシー賞大賞
　　　　読売広告大賞金賞　カンヌ国際広告映画祭銅賞
　　　　朝日広告賞　毎日デザイン広告賞 など受賞多数

＜グランプリ / ブランディング部門賞＞

作品名：竜馬の水

クライアント名：株式会社ぞっこん四国

受賞者：松本 幸二

CD：板東 英樹　スタンドパネル制作
AD：松本 幸二
D：松本 幸二
C：板東 英樹　スタンドパネル制作
P：曽我部 洋平
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＜岩崎俊一賞 / ベストワーク賞・フォトグラフ＞

＜新聞広告部門賞＞

作品名：ぬいぐるみ供養祭ポスターシリーズ

クライアント名：株式会社村田葬儀社

受賞者：岡 明

CD：板東 英樹
AD：岡 明
D：岡 明
C：板東 英樹
P：赤松 章

作品名：ひとつ、重ねて

クライアント名：株式会社山田屋

受賞者：岡 明

＜ラジオＣＭ部門賞＞

＜テレビ CM 部門賞＞

作品名：夫婦 50 割引「明日は二人で」篇 

　　　　高校生友情プライス「明日は一緒に」篇

クライアント名：佐々木興業株式会社

受賞者：大﨑 祐宣

CD：大﨑 祐宣
PR：越智 勝也
演出：荒本 正孝
ナレーター：高市 慎二／ポン川村／ヒシイミチコ

作品名：「嫁姑」篇「取り調べ」篇

クライアント名：日本かんきつ研究所

受賞者：福本 賢志

CD：板東 英樹
DR：福本 賢志
C：板東 英樹
PR：多田 浩人
CG：福本 賢志、遠藤 康平

夫婦 50 割引「明日は二人で」 篇

（バック：自宅居間のガヤ）

【妻】　（色っぽく） ね～ぇん、あなたも明日で 50 歳。

　　　　　　　　　二人で映画観に行かなぁい？

【夫】　（とまどいつつ同意） あ、あぁ…　

　　　（心の声 : エコー調） 

　　　俺もまだまだ愛されてンのかァ！フフフ…

(SE)   （不正解の音） ブ～ッ

【Na】  ( 淡々と ) 夫婦どちらか 50 を越えたら、

　　　  二人で映画が 2,000 円。

【妻】　（冷たく） あ、席は別々よ。

【Na】  ( 淡々と ) ああ、罪深き「夫婦 50 割引」の、

(SL)   ( ムードギター調♪ ) シネェ～マ　サンシャイ～ン♪

高校生友情プライス「明日は一緒に」 篇

（バック：放課後のガヤ）

【エリ】　（かわいく） タローく～ん、

　　　　　　　　　 あした一緒に映画行かな～い？

【タロー】　（大喜びで） ホ、ホントぉ～　

　　　　　（心の声 : エコー調） 

　　　　　そっかぁやっぱ俺のこと好きなンじゃん！ハハハ…

(SE) 　（不正解の音） ブ～ッ

【Na】　( 淡々と ) 高校生、3 人以上で映画が

　　　　お一人 1,000 円に。

【エリ】　（冷たく） あ、ケンジも一緒だから。

【Na】　( 淡々と ) ああ無情。「友情プライス」の、

(SL) 　( ムードギター調♪ ) シネェ～マ　サンシャイ～ン♪

嫁：お母さん、

　　お風呂先にどうですか？

姑：ハハハハ…（TV 見ながら）

嫁：お母さん、

　　お風呂どうですか？

姑：アハハハハ…（TV 見ながら）

嫁：お母さん…

姑：一回で聞こえてます！

　　お先どうぞ。

　　プッ！ハハハ…（TV 見ながら）

　　アッハッハッハッハ…

プクプクプク…

（泡に包まれ流れ落ちて行く）

コピー：すべて洗い流します。

NA：すべて洗い流します。

　　  みかんの石けんシャンプー、

　　  黄金香

AD：岡 明
D：岡 明
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＜ポスター部門賞＞

作品名：四国観光誘致ポスター

クライアント名：四国ツーリズム創造機構

受賞者：香川 雅博

＜印刷部門Ｂ賞 / ベストワーク賞・イラストレーション＞

作品名：仰ぐ。明治のパイオニアたちと拓く愛媛の未来

クライアント名：愛媛新聞社広告局

受賞者：四之宮 裕二

作品名：花田ピアノ教室

クライアント名：花田ピアノ教室

受賞者：松本 幸二

AD：松本 幸二
D：松本 幸二

CD：阿部 泰子
AD：香川 雅博
D：香川 雅博
C：山内 一儀

＜印刷部門Ａ賞＞

CD：白方 慎也
D：山中 雅宏

C：四之宮 裕二
I：茂本ヒデキチ
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＜WEB部門賞＞

作品名：ハンドメイド雑貨 chem

クライアント名：ハンドメイド雑貨 chem

受賞者：仙波 秀喜

DR：仙波 秀喜
D：仙波 秀喜

＜ベストワーク賞・コピーライティング＞

作品名：キャリア・サポート はし袋シリーズ

クライアント名：キャリア・サポート株式会社

受賞者：岡 明

＜公募部門賞＞
テーマ：愛媛の子供たちを元気にする広告

作品名：あ、できた！

受賞者：瀧山 卓

AD：瀧山 卓
D：瀧山 卓

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）

CD：板東 英樹
AD：岡 明
D：岡 明
C：板東 英樹

● おやじギャグの浴び過ぎは、紫外線よりお肌に悪そう。

● キレ者の部下が欲しいのに、キレ気味の部下ばかり。

● こづかいが、月火水木金欠！

● ゴマスリ上手な同僚が、セサミンを摂っていた。

● ジョギングでつけた体力を、消費してくれる仕事がない。

● 「すいません」という人ほど、全然すいませんとは思ってない。

● パソコンだけが、確実にバージョンアップしていく。

● ハローワークなのに、ハローと言われず、また明日。

● 完全禁煙になっても、職場の空気は淀んだまま。

● 教え上手と思わせる、教えられ上手。

● 護送船団方式って、数学の公式だと思ってた。

● 「仕事より君の身体が心配だ」という時の上司の目は、いつも濁っている。

● 生き残りをかけた社内改革で、生き残れなかった。

● 部長と課長の打ち合せが、越後屋の密談に見えて仕方ない。

● 報告しないと怒るくせに、相談するとまごつく上司。

6


