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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になっています。

１．広告・クリエイティブの未来を担う人材発掘・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。

中学生から、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。

宣伝会議賞の役割



宣伝会議賞は、1962年の創設から、今回で58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。

日本最大級の公募型広告賞として回を重ねてきた本賞は、応募者にコピ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、膨大な量のコトバ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完成から、企画のヒントを見つけて頂ければ幸いです。

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58回宣伝会議賞委員会

宣伝会議賞委員会より



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



前回の協賛企業一例

日本ガイシのセラミック技術が
SDGsに貢献していることを

伝えるアイデア

クラフトボスを
手に取りたくなるようなアイデア

世界No.1長もち乾電池
「エボルタNEO」の魅力を

伝えるアイデア

パナソニック様 サントリーコミュニケーションズ様 日本ガイシ様



●作品募集期間 2020年10月1日（木）～11月20日（金）（予定）
『宣伝会議』11月号（10月1日発売）・12月号（11月1日発売）にて告知

●応募作品 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募集。どちらも企画意図を記載。

●入賞作品の発表 『宣伝会議』2020年5月号（4月1日発売）誌上にて。
なお、第一次審査通過者発表は2021年3月号（2月1日発売）、
協賛企業賞の発表は2021年4月号（3月1日発売）誌上にて発表。

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

概要



応募数 62万4,670作品

男性

57%

女性

43%

広告関連会社

メディア

38%

一般企業

32%

学生

15%

その他

15%

20代未満

8%

20代
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30代
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40代
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50歳以上

9%

32.3歳

○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（Webライター、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

応募数・応募者プロフィール(前回実績)

性別 職業 年齢

平均年齢属性



クリエイティブアイデアとしてのメリット

広告メディアとしてのメリット

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

◯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。

◯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、アイデア・作品を書きます。

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。

◯駅貼り広告や全国書店、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。

◯第57回の応募総数は62万4,670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のか、リサーチの機会ともなります。

協賛のメリット



●審査員 日本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

●審査会 最終審査は3月中旬にて予定。
１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。
協賛企業賞については、ご提供する１次審査通過作品の中から
協賛企業の皆様に選出していただきます。
※審査の都合上、全作品の提供を希望される場合は、協賛企業賞選出後にお渡しいたします。

なお、全作品提供後に協賛企業賞を変更することはできません。

＜審査委員長＞

仲畑 貴志 氏

ナカハタ
コピーライター／クリエイティブディレクター

1947年京都市生まれ。広告企画・制作、マーケティング戦略、新製品開発などが専門。数多くの広
告キャンペーンを手がけ、カンヌ国際広告祭金賞のほか数々の広告賞を受賞。代表作は、サント
リートリス「雨と仔犬」、TOTOウォシュレット「おしりだって、洗ってほしい。」など。東京コ
ピーライターズクラブ会員、東京アートディレクターズクラブ会員。事業構想大学院大学教授。ま
た、毎日新聞紙上で「仲畑流万能川柳」の選者も務める。

審査について(前回実績)



尾形真理子
Tang

実績（一部）
クライアントに、SHISEIDO、
LUMINE、KIRINなど。TCC賞、
ACC賞、朝日広告賞グランプリ
などをはじめとして、受賞多数。

権八 成裕
ゴンパ

実績（一部）
Family Mart。金麦ゴールドラ
ガー。ストロングゼロ。WACK
先に謝罪キャンペーン。earth 
music &ecology。新しい地図。

澤本 嘉光
電通

実績（一部）
ソフトバンクモバイル「ホワイト家族」、
東京ガス「ガス・パッ・チョ!」、
家庭教師のトライ「ハイジ」など
話題のテレビCMや、乃木坂46、
TMレボリューションなどのPVを制作。

仲畑 貴志
審査委員長

ナカハタ

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）

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）

門田 陽
電通

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

児島 令子
児島令子事務所

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?」など。

照井晶博
照井晶博

実績（一部）
「ティーーーっス！」
「#問題児求む」
「奪Sh！」「時代がどうあれ、」
「休み方改革！」

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」

福本 ゆみ
福本ゆみ事務所

実績（一部）
ACCグランプリ、電通賞、JAA賞
などを受賞。句集｢汽水｣で、
自費出版文化賞受賞。

安路 篤
大広WEDO

実績（一部）
主な仕事に、WOWOW、
サントリー、帝人、東芝。
主な受賞歴に、TCC賞、
ACC賞、日経広告賞、
ほか多数。

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）

横澤 宏一郎
BORDER inc.

実績（一部）
主な仕事は、ソフトバンク
「ギガ国」シリーズ、
日野自動車「ヒノノニトン」、
リクルート「SUUMO」
（キャラクター・スーモくん
開発含む）など。

吉岡虎太郎
博報堂クリエイティブ・ヴォックス

実績（一部）
主な仕事は、花王ビオレ洗顔料・
メイク落とし、 レディースアートネイチャー。
主な受賞実績は、TCC審査委員長賞、
日経広告賞最優秀賞、JR東日本
ポスターグランプリ優秀賞。

1次審査員（50音順）
青木一真 赤城廣治 阿部光史 池田定博 池端宏介 生駒達也 石田文子 岩崎亜矢 岩田純平 上田浩和 上野達生 占部邦枝 大岩直人 大塚久雄 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 片桐義晴 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 久田友太 国井美果 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 佐久間英彰 佐々木洋一 サトー克也
佐藤雄介 渋谷三紀 島田浩太郎 嶋野裕介 下東史明 薄 景子 関 陽子 多賀谷昌徳 武井慶茂 田島洋之 田中幹 玉山貴康 近山知史 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 成田倫史 成瀬雄太
新沢崇幸 西島知宏 西脇淳 野原ひとし 野原靖忠 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 廣瀬泰三 古川雅之 古屋彰一 細川美和子 細田高広 細田佳宏 本多正樹 松村祐治 眞鍋海里
溝口俊哉 三寺雅人 宮保 真 森 俊博 森田直樹 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 吉澤 到 芳谷兼昌 米澤克雄 李 和淑

審査員 (前回実績)



協賛企業審査

各課題6,000～20,000通の応募

応募作品

約100人の1次審査員が50～200作品に絞り込み

1次審査

グランプリ審査

12月下旬に

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。

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。

審査の流れ



贈賞式 (前々回実績)
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申込締切：2020年8月21日(金)

※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』誌面でも受賞発表、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。

協賛金

金額はフォームから
お問い合わせください。

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/

