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1 広告・クリエイティブの未来を担う人材の発掘・育成に寄与します。
 →糸井重里氏や林真理子氏、各社でご活躍のコピーライターなど、
　　　 クリエイティブの未来を担う多くの人材が本賞の応募者・受賞者から輩出されています。

2 広告・クリエイティブの仕事、その楽しさを社会に伝えます。
 →中・高生から主婦、プロのライターまで、幅広い応募者に対して、広告業の魅力に触れる機会を提供しています。

3 広告主企業が主導することで、業界全体のリテラシー向上に寄与します。
 →企業・商品の課題に対するアイデアを集める中で、広く社会、そして業界内へ広告について考えるインタラクティブな機会を提供します。

宣伝会議創刊100号を記念して、1962年にスタートした
日本最大級の公募型広告賞で、コピーライターの登竜門となっています。



宣伝会議コピーライター養成講座は、1957年に開校しました。 
それから60年、ついにコピーライター養成講座は開講60周年を迎えました。
これまで多くのコピーライターを輩出してきたコピーライター養成講座と連動して、
講座内ではもちろん、宣伝会議の媒体を活用し、
宣伝会議賞の募集促進をしていきます。

お陰様でコピーライター養成講座は60周年を迎えることができました。



宣伝会議賞は、1962年の創設から、今回で57回目の開催を迎えます。
半世紀にわたって、継続することができましたのは、協賛企業ならびに応募者の皆様のご支援の賜物と深く感謝いたします。

本賞は、商品・サービスの受け手である一般の生活者と、プロのコピーライターが、
各企業の課題に対してコピー・CMアイデアを考え、応募するコンクールです。応募者ならではの視点で、想いのこもった作品が寄せられます。

日本最大級の公募広告賞として回を重ねてきた本賞は、応募者にとってコピーライターの登竜門でもあり、自らのスキルや技術を磨く場です。そのため、
応募にかける意思が強く、例年多くの作品が集まります。

また、企業様にとっては、コピーを書いてもらうことを通じて、企業や商品への深い理解と親しみを促せるほか、応募作品の数々から、自社のクリエイティ
ブアイデアの幅を広げることができます。

デジタル化とメディアの多様化が急速に進み、膨大な量の言葉が行き交っている現在、本当に力のあるコピーが、いかに人を動かすのか、
皆様も普段の業務から感じているのではないでしょうか。
応募作品の中にある新しい言葉の感性から、企画のヒントを見つけていただければ幸いです。

今後も宣伝会議賞を通じて、広告界の発展につながるよう、工夫と改善を重ねて参ります。
つきましては、本賞の主旨をご理解いただき、貴社のご協賛を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

第57回宣伝会議賞委員会

宣伝会議賞は、全国ブランドをお持ちの企業様より商品やサービスなどの「課題」を出していただき、
その「課題」の広告アイデアをコピーやコンテの形でご応募いただく、公募形式のコンクールです。

宣伝会議賞とは？



●作品募集期 2018年9月1日～11月1日　『宣伝会議』10月号（9/1発売）・11月号（10/1発売）にて告知。

●応募方法 各企業の課題（実際の商品や企業広告など）に対して、コピーあるいはCMのコンテを作品として応募。
 どちらも企画意図を記載する。

●入賞作品の発表  『宣伝会議』2019年5月号（4/1発売）誌上にて。（予定）
　 （なお、第一次審査通過者発表は2019年3月号（2/1発売号）、
　　　　　　　　　　  協賛企業賞の発表は2019年4月号（3/1発売号）誌上で発表します）

●賞およびその内容 グランプリ（1点）…………………………… 賞状・賞牌・賞金 100万円
 コピーゴールド（1点）……………………… 賞状・賞牌・賞金 30万円
 CMゴールド（1点）………………………… 賞状・賞牌・賞金 30万円
 眞木準賞  （1点）…………………………… 賞状・賞牌・賞金 30万円
 シルバー（7点） …………………………… 賞状・賞金 5万円
 協賛企業賞（協賛企業ごと各1点） ……… 賞状・賞金 3万円

●審査員 日本の広告界を代表するクリエイティブディレクター、コピーライターによる厳正な審査
 
●審査会 最終審査会は、3月中旬にて予定
　　　　　　　　　　 一次審査からファイナリスト選出までは、各審査員による個別審査
 なお、協賛企業賞については協賛企業の皆様に審査していただきます。

宣伝会議賞　概要（第56回実績）



（第56回実績）

1次審査員（50音順）
赤城廣治　阿部光史　池田定博　生駒達也　石田文子　岩崎亜矢　岩田純平　上田浩和　上野達生　梅澤俊敬　梅田悟司　占部邦枝　大岩直人　大八木翼　岡崎数也　尾形嘉寿　岡部将彦　岡本達也　小川英紀　呉功再　尾崎敬久　笠原千昌
勝浦雅彦　川島章弘　河西智彦　神田祐介　神戸海知代　絹谷公伸　國武秀典　倉成英俊　黒田康嗣　忽那治郎　小林麻衣子　こやま淳子　斉藤賢司　坂本和加　佐々木洋一　サトー克也　渋谷三紀　島田浩太郎　下東史明　薄景子　多賀谷昌徳
武井慶茂　田島洋之　玉山貴康　辻毅　都築徹　手島裕司　道面宜久　富田安則　中尾孝年　中野ほの　西島知宏　西脇淳　野原ひとし　野原靖忠　萩原ゆか　橋口幸生　長谷川裕晃　濱田雄史　林尚司　原晋　稗田倫広　左俊幸　蛭田瑞穂　
古川雅之　細川美和子　細田高広　松下武史　松村祐治　眞鍋海里　溝口俊哉　森田直樹　森俊博　安谷滋元　矢谷暁　山口広輝　山﨑博司　山田慶太　山田尚武　山本友和　横道浩明　芳谷兼昌　李和淑

仲畑貴志 審査員長
ナカハタ

井村 光明
博報堂

岡本 欣也
オカキン

門田 陽
電通

児島 令子
児島令子事務所

佐倉 康彦
ナカハタ

東畑 幸多
電通

三井 明子
アサツー ディ・ケイ

箭内道彦
風とロック

山崎 隆明
ワトソン・クリック

実績（一部）
「雨と仔犬」（サントリートリス）「おし
りだって、洗ってほしい。」（TOTO
ウォシュレット）

実績（一部）
日本コカコーラ「ファンタ」、ロッテ
「クランキー」、MTI「ルナルナ」、
LINE「LINE Pay」、UHA味覚糖
「さけるグミ」

実績（一部）
「日本は、義理チョコをやめよう。」
（ゴディバ）「電気、ガス、それからそ
れから。」（東京電力）「あなたが気
づけばマナーは変わる。」（JT）

実績（一部）
ＴＣＣ新人賞、ＴＣＣ審査委員長
賞、ＦＣＣ最高賞、ＡＣＣ金賞、広
告電通賞他国内外賞受賞

実績（一部）
「あした、なに着て生きていく？」「服
着る平和を、あさっても。」（earth 
music＆ecology）「愛と革新。」
（LINEモバイル）

谷山雅計
谷山広告
実績（一部）
東洋水産「マルちゃん正麺」資生
堂「ＴＳＵＢＡＫＩ」東京ガス「ガス・
パッ・チョ！」新潮文庫「Yonda?」

実績（一部）
「はたらいて、笑おう。」（PERSOL）
「よく見えるって、顔に出る。」（ジョ
ンソン・エンド・ジョンソン 
ACUVUE）「おいしいの、その先
へ。」（日清食品）

実績 （一部）
「Go,Vantage Point.」（Honda企
業広告）「宇多田ヒカル　水の山
行ってきた」（サントリー天然水）
「アクマのキムラー」「ぐで垣結衣」
（日清チキンラーメン）

中村禎
フリーエージェント
実績 （一部）
TCC最高新人賞、TCC賞、TCC
グランプリ、著書『最も伝わる言葉
を選び抜く　コピーライターの思考
法』

実績 （一部）
「あたらしい服を、さがそう」（宝島
社）「見えてくるラジオCM」
（TOKYO FM）、著書『マイペース
のススメェー』

実績 （一部）
『月刊 風とロック』、「NO MUSIC,-
NO LIFE.キャンペーン」（タワー
レコード）「ほろよい」（サントリー）

実績 （一部）
「ホットペッパー」（リクルート）「ネオ
レスト」（TOTO）「キンチョール」
（金鳥）「プロテインウォーター」（サ
ントリー）

磯島 拓矢
電通
実績（一部）
「昨日まで世界になかったものを。」
（旭化成企業広告）「やっぱりビー
ルは　おいしい、うれしい。」（KIRIN
一番搾り）「自分は、きっと想像以
上だ。」（大塚製薬ポカリスエット）

一倉宏
一倉広告制作所
実績（一部）
「きれいなおねえさんは、好きです
か」（松下電工）「あなたと、コンビ
に」（ファミリーマート）「まだ、ここに
ない、出会い」（リクルート）

山本高史
コトバ
実績 （一部）
「ココロとカラダ、にんげんのぜん
ぶ」（オリンパス）、「未来は、希望と
不安で、できている。」（三井住友
海上）、「Suica」（JR東日本）



（第56回実績）
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50歳以上
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○キャリアアップを目指す全国のクリエイター
○コピーライター・プランナー志望者
○広告会社にお勤めの方 （々営業、マーケティング、媒体、SP、Webなど）
○学生（大学、専門学校生など）

○一般企業にお勤めの方々（宣伝、広報、マーケティング、営業など）
○マスコミ業界、出版社にお勤めの方々（編集、企画、制作、ライターなど）
○Web関連企業（ウェブサイト編集者、プランナー、メールマガジン編集者など）
○その他、広告表現、文章表現に興味のある方々

51万7,329作品応募数



●幅広い視点から集まった作品（コピー・CMアイデア）は、広告制作に役立つことはもちろん、実際の広告展開にも使用できます。
●多数の応募作品から、新しい切り口やフレッシュなアイデアを発見できます。

クリエイティブアイデアとしてのメリット

Idea

A d

R es ear ch

●消費者でもある応募者は、課題についての情報収集や研究を行ってから、作品（コピー・CMコンテ）を書きます。
　そのため貴社商品・サービスのメリットや価値、特徴などを深く理解してもらうことが可能です。
●社内報・Webサイト等にも掲載可能。キャンペーンコンテンツとして、ご活用いただけます。
●中吊り広告や全国書店、パブリシティ展開など幅広い方々にコンテストを訴求してまいります。

広告メディアとしてのメリット

●第56回の応募総数は51万7329作品。一社平均では、約1万点もの応募があります。
●作品には必ず企画意図を記載していただきます。
　作品を通じて消費者が協賛商品・サービスにどのようなイメージを持っているか、リサーチの機会ともなります。

マーケティングリサーチとしてのメリット

応募作品の利用が可能

深い商品・企業理解の促進

生活者の素直な声を集約

ご協賛のメリット



応募作品の使用事例1



応募作品の使用事例2



応募作品の使用事例3

第54回　富士紡ホールディングス

　つけ忘れてはいけないけど、
つけてることは忘れたい。

下着にだって、考えがある。

第49回　Jリーグ

　暑いし、うるさいし、もう本当に最高だ。

第50回　長谷川工業

　図書室に中学生の男女がいる。 　
　女の子が脚立に登り本を取ろうとする。
　女『きゃっ』
　脚立がぐらつき倒れ女の子が
　近くにいた男の子の上に覆いかぶさる。
　見つめあう二人。
　ナレーション『こんなことは起こりません。 　
　だって脚立が長谷川工業。』

第49回　セメダイン

あだ名が匠になりました。

第51回　東日本旅客鉄道

　エコエコエコエコエコって書いてたら、
なんだか線路に見えてきた 第48回　山崎製パン

※Webサイトで使用

※Web動画で使用 ※Web動画で使用
※中吊り広告で使用 ※POPで使用

※雑誌広告で使用

9



作品募集プロモーション展開

10



毎年3月中旬に贈賞式を開催。受賞者、協賛企業のご担当者、審査員の方々が一堂に集まり、受賞者を讃え、交流を深め合う場となります。

（第56回実績）

受賞者、審査員が集まっての写真撮影の様子。



ホースの代わりって、ない。第56回グランプリ 谷尾 裕一郎さん　※カクイチ課題

‘17 第55回　クレディセゾン　　　　　　  現金なんて、お金の無駄遣いだ。　　　　　　　　　　　　林 次郎　　　 東京都



第53回眞木準賞

きのう、きょう、アース。

※アース製薬課題

クリーニングじゃ
明日の告白に間に合わない。

第55回 中高生部門 グランプリ ※菅公学生服課題

第54回コピーゴールド

日付を書き込むだけで、
余り物は作り置きになる。

※ニチバン課題

第46回グランプリ

家は路上に放置されている。

※セコム課題

A I は、まだ、恋を知らない。
第56回眞木準賞 ※工学院大学課題



8月初旬

課題原稿
入稿締切

8月中旬

誌面オリエン
入稿締切

アイデア
使用可能

（第56回実績）



審査の流れ

応募作品

各課題3,000-20,000通の応募

1次審査

約100名の1次審査員が、50～200作品に絞り込み

協賛企業審査

12月中旬に、
1次審査通過作品を納品。
年明けに協賛企業賞を

1作品ご決定いただきます。

グランプリ審査

すべての課題作品の中から、
グランプリを決定。
最終審査員が担当。



※消費税は、別途となります。
※お申し込みは先着順となります。
　枠数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
※本広告賞応募者の個人情報は、『宣伝会議』誌面での受賞発表、連絡、および個人を特定できないマーケティングデータ
   として主催者が活用するものであり、協賛各社に提供されるものではないことをご了承ください。

￥2,000,000
1次申込締切： 2019年3月29日（金）

申込締切：2019年6月28日（金）




