
媒体概要

広告料金

広告スペース  ※原稿は縦です

スケジュール

お問い合わせ

ACC年鑑2020
2020年3月上旬発売予定
体裁：A4判上製本・ケース入り（予定）
価格：本体16,000円+税

色

4C
1C
1C
1C

項

1P
1P

1/2P
1/4P

天地×左右

270mm×180mm（枠付）
270mm×180mm（枠付）
132mm×180mm（枠付）

 

価格

￥300,000-
￥200,000-
￥150,000-
￥80,000- ※消費税は別途頂戴いたします

4C・1C1P 1C1/2P 1C1/4P

※1P原稿の場合のみ断ち切りサイズも可。その場合は297mm×210mmとなります。ただし、ノンブルが入ることをご了承ください。
※1/2P、1/4Pはまわりにホワイトスペースを設けるため、断ち切り原稿はお受けできません。必ず枠をつけた原稿をご用意ください。

■お申込締め切り

■原稿締め切り

■完全データにて校正1回　

2020年   1月10日（金）

2019年12月25日（水）

〒107-8550　東京都港区南青山3-11-13　新青山東急ビル9階
株式会社宣伝会議　広告本部「ACC年鑑」広告担当　三橋
TEL：03-3475-3010　FAX：03-3475-3075　E-mail：info-koukoku@sendenkaigi.co.jp
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広告掲載のご案内 株式会社 宣伝会議
一般社団法人ACC

ACC年鑑2020
～2019 59th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSの入賞作品を収録～



主な受賞作品

フィルム部門　カテゴリーA・B　総務大臣賞/ACCグランプリ

Aカテゴリー［テレビCM］

フィクションは本だけに店員篇
冗談よしてや店員篇

（ブックオフコーポレーション）

スカルプD
メディカルミノキ5
（アンファー）

jms
連続10秒ドラマ「愛の停止線」

（タクティ）

Bカテゴリー［Online Film］

メディアクリエイティブ部門
総務大臣賞/ACCグランプリ

マーケティング・
エフェクティブネス部門　
総務大臣賞/ACCグランプリ

注文をまちがえる料理店
（大起エンゼルヘルプ）

RCCテレビ60年特別企画
リリーフドラマ

『恋より好きじゃ、ダメですか？』
（中国放送）

ゴキブリがうごかなくなるスプレー、
ゴキブリがいなくなるスプレー、
コンバット　　　　　　　　　　　（大日本除虫菊）

ラジオ&オーディオ広告部門　総務大臣賞/ACCグランプリ

クリエイティブ
イノベーション部門　
総務大臣賞/ACCグランプリ

やさいバス
（やさいバス／博報堂／

スタンダード）

ブランデッド・コミュニケーション部門　総務大臣賞/ACCグランプリ

#この髪どうしてダメですか
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン

Cカテゴリー［PR］

NISSIN KANSAI FACTORY
日清食品

Dカテゴリー［デザイン］

『君の名は。』
地上波放送プロジェクト

テレビ朝日/東宝/
プレミアムスポンサー各社

Bカテゴリー
［プロモーション/アクティベーション］

審査委員 （敬称略）

ご出稿のポイント

ACC = ALL Japan Confederation of Creativity
日本の産業に、もっとクリエイティビティを。

テレビ、ラジオCMの質的向上および、広告文化の健全な発展に寄与することを目的に、
1961年より開催してきた「ACC CM FESTIVAL」。
このたび更なる進化を遂げ、「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」として
新たな形でスタートしました。
クリエイティブ業界を盛り上げる本年鑑へのご支援をお願いいたします。

フィルム部門

審査委員長　多田 琢
審査委員
井村 光明　　えぐち りか　
榎本 卓朗　　小国 士朗　
権八 成裕　　佐々木 宏　
佐藤 雄介　　佐藤 渉　
澤本 嘉光　　関根 光才　
田中 裕介　　長久 允　
野木 亜紀子　山崎 隆明

ブランデッド・コミュニケーション部門

審査委員長　菅野 薫
審査委員
石下 佳奈子　井上 佳那子
イム ジョンホ　上西 祐理
えぐち りか　　大八木 翼
尾上 永晃　　栗林 和明
小杉 幸一　　佐々木 康晴
嶋 浩一郎　　関戸 貴美子
東畑 幸多　　永松 綾子
橋田 和明　　八木 義博
保持 壮太郎　米澤 香子
レイ・イナモト

メディアクリエイティブ部門

審査委員長　箭内道彦
審査委員
大澤 あつみ　 太田 雄貴
岡 慎太郎　　鯉渕 友康
坂井 佳奈子　佐久間 宣行
嶋田 三四郎　武田 隆
中谷 弥生　　平池 綾子
村本 美知　　森田 太
湯川 昌明

クリエイティブイノベーション部門

審査委員長　暦本 純一
審査委員
安宅 和人　　池澤 あやか
稲田 雅彦　　井上 裕太
佐々木 康晴　鈴木 雅穂
西村 真里子　野添 剛士
深田 昌則　　朴 正義
森岡 東洋志　盛島 真由
矢澤 麻里子　米澤 香子

ラジオ＆オーディオ広告部門

審査委員長　嶋 浩一郎
審査委員
秋吉 健太　井村 光明
宇賀 なつ　小宮山 雄飛
澤本 嘉光　東畑 幸多
西田 善太　橋本 吉史
秀島 史香　福本 ゆみ
細田 高広　三井 明子
吉田 尚記

マーケティング・エフェクティブネス部門

審査委員長　小和田 みどり
審査委員
上野 隆信　内山 健司
奥野 圭亮　佐々木 亜悠
白井 明子　鈴木 あき子
高田 伸敏　辻 毅
二木 久乃　藤原 かおり
松井 美樹　山口 有希子

●年鑑の購入者は、
　メディア・クリエイティブ業界のキーパーソンです。

●資料として保存・閲覧されるため、
　メッセージが長期間持続します。

●広告ご出稿企業様には、ACC年鑑を1冊進呈いたします。
　また、追加ご購入分については「2割引」で販売いたします。
　（事前に宣伝会議担当者までお問い合わせください）
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申込書
このままFAXにてお申込みください。 FAX:03-3475-3075

「ACC年鑑2020」に広告を申し込みます。

印

印

担当者

備考
(取り扱い代理店など)

当社担当

E-mail

TEL FAX

所在地

ふりがな

貴社名

ふりがな

〒 ─

年　　月　　日

4C
1C
1C
1C

□
□
□
□

1P
1P

1/2P
1/4P

270mm（天地）  × 180mm（左右）
270mm（天地）  × 180mm（左右）
132mm（天地）  × 180mm（左右）
132mm（天地）  ×   87mm（左右）

￥300,000-
￥200,000-
￥150,000-
￥80,000-

スペース色 サイズ （枠付） 価格

＿＿年＿＿月＿＿日　ご請求       ＿＿年＿＿月＿＿日　お支払

※消費税は別途頂戴いたします。

広告掲載のお問い合わせ・お申し込みは、株式会社宣伝会議　広告本部「ACC年鑑」広告担当へ

本社　　　  〒107-8550　東京都港区南青山3-11-13　新青山東急ビル
北海道本部  〒060-0001　札幌市中央区北一条西4-1-2 武田りそなビル
北陸本部　  〒920-0853　金沢市本町1-5-2　リファーレ
中部本部　  〒461-0005　名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
関西本部　  〒530-0003　大阪市北区堂島2-1-31　京阪堂島ビル
九州本部　  〒810-0001　福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル
　　　　　　　　　　　　　　　　　   

電話：03-3475-3010　FAX：03-3475-3075
電話：011-222-6000
電話：076-224-3010
電話：052-952-0311　FAX：052-952-0312
電話：06-6347-8900　FAX：06-6347-8944
電話：092-731-3331　FAX：092-731-3151　　

E-mail：info-koukoku@sendenkaigi.co.jp    URL：https://biz.sendenkaigi.com


