
点数 広告主 タイトル 出品者 代表者所属

最高賞 15 フンドーキン醬油 160周年「味は時間で、できている。」 古屋彰一 BBDO J WEST

鈴木晋太郎賞 - 西鉄自動車学校 実際のところの唄 松尾昇 西鉄エージェンシー

吉兼啓介賞 - 南島原市 突撃！南島原情報局【神回】 村川マルチノ佑子/渋江修平 デジマグラフ

畠山侑子賞 - 岩手日報 県民の日制定プロジェクト 河西智彦 博報堂

大塚久雄賞 - フンドーキン醬油 160周年「味は時間で、できている。」 古屋彰一 BBDO J WEST

河野正人賞 - ライオン 脱ほとんど水洗剤 澤邊浩祐 FACT

白澤真生賞 - 名古屋鉄道 MEITETSU SAKURA PROJECT. 浦上芳史

巽洋子賞 - UHA味覚糖 特に濃いのをください！ 角川知紀/中村方彦/芦川久美子 日本経済広告社

まゆみ瑠衣賞 - たかしま農園 たかしまフルーティトマトにぶち切れました【解説動画】 村川マルチノ佑子/渋江修平 デジマグラフ

和田佳菜子賞 - 奈良新聞社 世代によって流れる曲が違う広告 棚橋直生/西原湧介/關根 彩 ADKクリエイティブ・ワン

CCN会員賞 - シヤチハタ 印影漫才師ふぉれすと 和田佳菜子/近藤良隆 電通中部支社

TVCM部門 15 フンドーキン醬油 160周年「味は時間で、できている。」 古屋彰一 BBDO J WEST

12 東亞合成 時間が余るCM 橋本祥平/市川晴華/肥後晶/難波江侑矢 読売広告社

10 ACジャパン／日本動物愛護協会 犯罪者のセリフ 河野正人/山中博之 電通中部支社

9 岩手日報 Iwate after 10 years 河西智彦 博報堂

8 ダイドードリンコ ぜんぶ入ってない 福田晴久 電通関西支社

7 南島原市 南島原市のCM 村川マルチノ佑子/渋江修平 デジマグラフ

7 サントリー BOSS×ザ・ドリフターズ 久我佳太 電通テック

6 宣伝会議 遅刻連絡 今井美緒 BBDO J WEST

ラジオCM部門 11 森ビル 絶景の力 大庭万季 電通

10 大塚製薬 おやつに入りますか 山本修 電通

7 森ビル おつかれさまです 早坂尚樹 電通

7 アース製薬 文化祭準備 黒川 大成 ADKクリエイティブ・ワン

グラフィック部門 9 ロート製薬 読みにく過ぎる新聞広告 廣瀬泰三 電通関西支社

8 ACジャパン／日本動物愛護協会 犯罪者のセリフ 河野正人/山中博之 電通中部支社

8 名古屋鉄道 MEITETSU SAKURA PROJECT. 浦上芳史

8 そごう・西武 わたしは、私。2021「レシートは、希望のリストになった。」 上島史朗/山際良子/宗政朝子/島田浩太郎 フロンテッジ

8 そごう・西武 わたしは、私。2021「レシートは、希望のリストになった。」 上島史朗/山際良子/宗政朝子/島田浩太郎 フロンテッジ

8 そごう川口店 さよならの前に、できること。 上島史朗/山際良子/宗政朝子/島田浩太郎 フロンテッジ

7 ミズノ バット新製品ティザーバナー 加納広明 ZIZO

7 日交練馬 採用ポスター 塚田智幸 クイック

7 メディカルケアサービス 採用広告 塚田智幸 クイック

7 奈良新聞社 世代によって流れる曲が違う広告 棚橋直生/西原湧介/關根彩 ADKクリエイティブ・ワン

7 敷島製パン パンと、100年。 都築徹 電通中部支社

6
一般社団法人Marriage For All Japan
– 結婚の自由をすべての人に

#いいふうふの日 髙木守 電通関西支社

6 𠮷𠮷野家 𠮷𠮷野家 採用ブース装飾（イスカバー） 塚田智幸 クイック

6
エイチ・アンド・エム
ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン

サステナビリティ 石本香緒理

WEBムービー部門 13 そごう・西武 わたしは、私。2021「レシートは、希望のリストになった。」 上島史朗/山際良子/宗政朝子/島田浩太郎 フロンテッジ

12 南島原市 突撃！南島原情報局【神回】 村川マルチノ 佑子/渋江修平 デジマグラフ

11 シヤチハタ 印影漫才師ふぉれすと 和田佳菜子/近藤良隆 電通中部支社

9 別府市産業連携・協働プラットフォーム
B-biz LINK（ビービズ リンク）

別府温泉おもてなし再開！ 左俊幸 電通九州

6 たかしま農園 たかしまフルーティトマトにぶち切れました【解説動画】 村川マルチノ 佑子/渋江修平 デジマグラフ

自由部門 12 岩手日報 県民の日制定プロジェクト 河西智彦 博報堂

CCN賞2021　受賞作一覧  ※6点以上がCCN賞



点
数

広告主 タイトル 出品者 代表者所属

TVCM部門 5 クレディセゾン 愛しすぎている男 早坂尚樹 電通

5 個別教育舎 １対１ 中里智史/鷹野俊輝 東急エージェンシー

ラジオCM部門 5 ライオン 隙間 佐藤一貴 電通

グラフィック部門 5 牧村 ユニフォーム 名引佑季 テングッド

5 奈良新聞 将来の夢 (敬老の日企画） 北川秀彦/三宅幸代/國本翼 電通テック/ADKクリエイティブ・ワン

5 イワキテック 採用ポスター 塚田智幸 クイック

5 中央グリーン開発 棟下式(むねおろしき) 片岡良子 navy

5 名古屋市消防局 火災予防運動ポスター 椎葉保雄/瓜野美咲/岩田有希子/服部公貴 フリースタイルエンターテイメント

WEBムービー部門 5 西鉄自動車学校 実際のところの唄 松尾昇 西鉄エージェンシー

5 ダイショー パワー！お届けキャンペーン 松尾昇 西鉄エージェンシー

自由部門 5 日清食品
転ぷら
（転生したらどん兵衛転ぷらそばだった件）

福島滉大/關彰一/長島彩香/後藤靖/
長澤和孝/雨宮知明/仲田大輔/
石川健太郎/小野澤章/村越萌香

ADKクリエイティブ・ワン

5 中京テレビ放送 BREAS CANCER CHECK! 古山萌美 電通 中部支社

5 47CLUB 作り手の想いに出会う店 久我佳太/橋本晋明/小林桃子 電通テック

5 ダイドードリンコ 裏面自販機 審良 聡太郎 博報堂 関西支社

CCN賞2021　ファイナリスト一覧  ※5点
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