
■  日清食品株式会社　カップヌードル、日清焼そばU.F.O.

■  大塚製薬株式会社　ポカリスエット

■  マルコメ株式会社「世界初かわいい味噌汁」「DJ MARUKOME」

■  キリン株式会社「サッカーは総力戦だ。」

■  株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント プレイステーション 4 ほか

     

■  赤城乳業株式会社「ガリガリ君・値上げ」、「Sof'（ソフ）」、「BLACK」

■  大日本除虫菊株式会社「キンチョール／超難解折り紙 新聞広告」、「ゴンゴン」、「虫コナーズ」

■  日清紡ホールディングス「ドッグシアターシリーズ」　ほか

【主なクリエイティブワーク】

2017  CREATOR OF THE YEAR　審査委員特別賞

 古川 雅之

　Masayuki Furukawa

   電 通

   　 グループ・クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー／コピーライター

　　　　　2017年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 受賞者

2017  CREATOR OF THE YEAR

 佐藤 雄介

    第5CRプランニング局 CMプランナー／コピーライター

　Yusuke Sato

   電 通

    関西 MCC / CDC 
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　博報堂／ＳＩＸ

　奥山 雄太

　Yuta Okuyama

　アサツー ディ・ケイ 　博報堂ＤＹメディアパートナーズ

【主なクリエイティブワーク】

　田中 美奈子

　クリエイティブ本部 クリエイティブディレクター／アートディレクター

【主なクリエイティブワーク】

　Haruhisa Morikawa

　アサツー ディ・ケイ

　中部ネットワーク本部 中部支社 コミュニケーションデザイン局

　クリエイティブディレクター

■PS4 「Gravity　Cat」

■BEAMS 「Tokyo Culture Story」　ほか

【主なクリエイティブワーク】

　三浦 竜郎

　Tatsuro Miura

　博報堂

　統合プランニング局 クリエイティブディレクター

2017  CREATOR OF THE YEAR MEDALISTS　　７名　

　梅田 哲矢

　Tetsuya Umeda

　TBWA\HAKUHODO

　Disruption Lab ・ Planner

　クリエイティブディレクター／CMプランナー

■NHK Eテレ 「オトッペ」

■NTTドコモ　「ｄTV」、「ｄマガジン」、「ｄヒッツ」　ほか

　髙橋 律仁 　森川 晴久

【主なクリエイティブワーク】

　Norihito Takahashi

　TBWA\HAKUHODO

　Disruption Lab ・ Creative Director / Copywriter

【主なクリエイティブワーク】

【主なクリエイティブワーク】

■鶴弥 TVCM　ほか

■日産自動車 「TECH for LIFE」

■AIG損保　「#TackleTheRisk」 ほか

■ロート製薬 dotest 「do! ふたり妊活キャンペーン」

■Tiffany Japan 「Hand meets Hand」　ほか

■オロナミンC × 朝日新聞 「20年分のありがとう新聞」

■WWFジャパン　「WITHスタンプ」　ほか

■アディダス ジャパン 「GREEN LIGHT RUN TOKYO」

■日産自動車 「#cubeのしっぽ」　ほか

　Minako Tanaka

　増田 総成

　Fusanari Masuda

【主なクリエイティブワーク】

　動画ビジネス局 メディアプロデューサー
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39名25社（敬称略・応募順）

名　　前 会　　社　　名 所　　属　　・　　役　　職

1 土田　琢磨 毎日広告社 コミュニケーション本部 クリエイティブ・マーケティングセンター　クリエイティブディレクター

2 岡本　和久 西広 ＣＳ西広 CDセンター 第2CD

3 近藤　純 西鉄エージェンシー コミュニケーションデザイン本部 クリエイティブ部 チーフディレクター／プランナー

4 藤田　真紀 大広 大阪アクティベーションデザインビジネスユニット クリエイティブ局 第1クリエイティブグループ クリエイティブディレクター

5 菅　真亜佐 電通東日本 静岡支社 クリエーティブ部 クリエーティブディレクター

6 古山　健志 電通東日本 クリエーティブ室 クリエーティブディレクター

7 髙田　聡子 マッキャンエリクソン 制作本部 クリエイティブ ディレクター

8 西尾　真人 マッキャンエリクソン 制作本部 アソシエイト クリエイティブディレクター

9 酒井　隆宏 I＆S BBDO クリエイティブグループ クリエイティブディレクター

10 金子　義幸 I＆S BBDO クリエイティブグループ アートディレクター

11 土田　昌臣 クオラス コミュニケーションプランニング局 クリエイティブ部 クリエイティブディレクター

12 井上　達也 メトロアドエージェンシー 営業本部 営業推進局 次長 営業推進部長

13 和久田　昌裕 電通九州 クリエーティブ局 クリエーティブ1部 コミュニケーション・プランナー／コピーライター／CMプランナー

14 茂庭　竜太 電通九州 クリエーティブ局 クリエーティブ1部 コピーライター／CMプランナー

15 小沼　恭司 朝日広告社 クリエイティブソリューション局 エグゼクティブクリエイティブディレクター

16 松本　康成 オプト ブランドコミュニケーションデザイン部 クリエイティブディレクター

17 大泉　共弘 オプト ブランドコミュニケーションデザイン部 クリエイティブディレクター

18 古屋　彰一 BBDO JWEST コンテンツ開発局 プランニング部 部長

19 眞鍋　海里 BBDO JWEST CUTTING EDGE クリエイティブディレクター／コンテンツプランナー

20 戸川　進之介 読売広告社 クリエイティブ局 第４CRルーム アートディレクター／プランナー

21 星山　知佳 読売広告社 クリエイティブ局 第５CRルーム アートディレクター／プランナー

22 森川　晴久 アサツー ディ・ケイ 中部ネットワーク本部 中部支社 コミュニケーションデザイン局 クリエイティブディレクター

23 増田　総成 アサツー ディ・ケイ クリエイティブ本部 クリエイティブディレクター／アートディレクター

24 古川　雅之 電通 関西支社 MCC／CDC グループ・クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー

25 佐藤　雄介 電通 第5CRプランニング局 CMプランナー／コピーライター

26 髙橋　宏之 東急エージェンシー コミュニケーションデザイン局 Depart.代表・クリエイティブディレクター

27 林　俊美 東急エージェンシー クリエイティブ局 第２クリエイティブ部 アートディレクター

28 奥山　雄太 博報堂／ＳＩＸ クリエイティブディレクター／CMプランナー

29 三浦　竜郎 博報堂 統合プラニング局 クリエイティブディレクター

30 田中　美奈子 博報堂ＤＹメディアパートナーズ 動画ビジネス局 メディアプロデューサー

31 上島　史朗 フロンテッジ ソリューションクリエイティブディビジョン コミュニケーションデザイングループ シニアクリエイティブディレクター

32 井上　忠司 ビーコン コミュニケーションズ クリエイティブディレクター

33 田中　大地 ビーコン コミュニケーションズ アソシエイト クリエイティブディレクター

34 相馬　勝 京王エージェンシー プロモーション統合グループ 企画制作部 統括チーム クリエイティブディレクター

35 大内　健太郎 クオラス コミュニケーションプランニング局 クリエイティブ部 クリエイティブディレクター

36 高井　学 グレイワールドワイド クリエイティブ局 シニアアートディレクター

37 松重　宏和 ワントゥーテンデザイン プランニングアンドディレクション本部 クリエイティブディレクター

38 髙橋　律仁 TBWA HAKUHODO Disruption Lab  Creative Director／Copywriter

39 梅田　哲矢 TBWA HAKUHODO Disruption Lab  Planner

※社名・役職は応募時点

2017年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 ノミネート一覧
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