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第11回｢全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞｣に 

愛媛県内20市町「まるごとえひめ 地産ding」（新聞広告） 

 

第11回｢全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞｣選考委員会が4月21日に開かれ、応募20広

告協会35作品の中から、最優秀賞に、愛媛県内20市町による「まるごとえひめ 地産ding」（新聞

広告）が選ばれた。 

また、優秀賞には、名古屋鉄道株式会社による企業「大切な人が待つ場所へ。大切な想いを乗せて。」

（テレビCM）が選出された。最優秀賞、優秀賞ともに同日開かれた平成29年度第1回全広連理事会

において承認された。 

贈賞は、5月17日に神戸市で開催される第65回全日本広告連盟神戸大会の式典上行われる。 

 

■第11回｢全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞｣最優秀賞 

受賞者 ：愛媛県内20 市町 

受賞作 ：「まるごとえひめ 地産ding」（新聞広告） 

推薦協会：愛媛広告協会 

 

■第11回｢全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞｣優秀賞 

受賞者 ：名古屋鉄道株式会社 

受賞作 ：企業「大切な人が待つ場所へ。大切な想いを乗せて。」（テレビ CM）  

推薦協会：(一社)愛知広告協会  

 

【全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大賞とは】 

全広連三代目理事長・鈴木三郎助氏からの寄附金を基に、地域のクリエイティブ活動の発展を図る

ことを目的に平成19年度より実施している作品賞。地域の活性化に貢献した優れたクリエイティブ作

品の広告主を顕彰することにより、各地の地域活性化に貢献する広告の広告主となる企業が多数生ま

れることを目的とするもので、加盟各地広告協会から推薦された優秀なクリエイティブ作品の中から、

「最優秀賞」及び「優秀賞」の２賞を選出している。 

第10回（平成28年）より、贈賞の趣旨を明確にするため「全広連鈴木三郎助地域クリエイティブ大

賞」と改称。 

 

※当リリースに関するお問い合わせは全日本広告連盟（03－3569－3566）まで。 

（全広連17-02） 
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全広連鈴木三郎助地域賞/地域クリエイティブ大賞 

受賞一覧 

■第１回 (平成 19年)  

最優秀賞  受  賞： ㈱鐘崎 
作  品： 「春夏秋冬笹ごよみ」(新聞広告) 
応募協会： 仙台広告協会 

 
優秀賞   受  賞： 福岡ソフトバンクホークスマーケティング㈱ 

作  品： 「倍返し」篇 (テレビＣＭ) 
応募協会： 福岡広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 静岡放送㈱ 

作  品： ｢侍｣(2006年地上デジタル開始) (テレビＣＭ) 
応募協会： 静岡県広告協会 

 

■第２回(平成 20年)  

最優秀賞  受  賞： 松下電器産業㈱ 
作  品： ナショナル空気清浄機「くしゃみ会話講座」篇 (ラジオＣＭ) 
応募協会： 社団法人 大阪広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 松丸亀町まちづくり㈱ 

作  品： 「新・城下町物語はじまる」篇 (新聞広告) 
応募協会： 香川広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 岡山県 

作  品： 岡山県青少年マナーアップ啓発「千鳥のまちかど漫才」篇 
(テレビＣＭ)  

応募協会： 岡山広告協会 
 

■第３回(平成 21年)  

最優秀賞  受  賞： ㈱東奥日報社 
作  品： 東奥日報創刊120周年企画「へびとほたてとおすもうさん」 

（新聞広告） 
応募協会： 青森広告協会  
 

優秀賞    受  賞： 大洋薬品工業㈱ 
作  品： 「人がすこやかであるために『親子』篇、『老夫婦』篇」 （テレビＣＭ） 
応募協会： (社)愛知広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 大口酒造㈱ 

作  品： 「薩摩焼酎黒伊佐錦『時計／春夏・秋冬』篇」 （テレビＣＭ） 
応募協会： 鹿児島広告協会 
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■第４回(平成 22年)  

最優秀賞  受  賞： 「山陽新聞創刊130周年特集」協賛企業各社 
作  品： 別刷特集「地方人宣言」 (新聞広告) 
応募協会： 岡山広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 「越中とやま夢かるた」協賛企業各社 

作  品： 「越中とやま夢かるた」 (新聞広告) 
応募協会： 富山広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 静岡放送 ㈱ 

作  品： ＳＢＳステーションキャンペーン 
            「おやつ」篇、「ボディビル」篇、「放課後」篇  (テレビＣＭ)  

応募協会： 静岡県広告協会 
 

■第５回(平成 23年)  

最優秀賞  受  賞： 大口酒造㈱ 
作  品： 黒伊佐錦 

      「即興／徳田さん篇、菊池さん篇、江島さん篇、仁多さん篇」 (テレビＣＭ) 
応募協会： 鹿児島広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 四国ツーリズム創造機構 

作  品： 「四国観光誘致ポスター(5連貼り)／ワンダーアートミュージアム四国」 
                  (ポスター) 

応募協会： 愛媛広告協会 
 
優秀賞    受  賞： 「瀬戸内国際芸術祭2010」協賛各社 

作  品： 瀬戸内国際芸術祭2010  (新聞広告)  
応募協会： 岡山広告協会 

 

■第６回(平成 24年)  

最優秀賞  受  賞： ㈱ぜに屋本店 
作  品： 「紳士篇、婦人篇、ロッカー篇」 （テレビＣＭ） 
応募協会： 長崎広告協会 
 

優秀賞    受  賞： 高松琴平電気鉄道㈱ 
作  品： 「ことでん人、ことでん力」 （ポスター） 
応募協会： 香川広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 特定非営利活動法人大ナゴヤ・ユニバーシティー・ネットワーク 

作  品： 「地球の生物部」プロジェクト （ポスター） 
応募協会： 一般社団法人愛知広告協会 

 

■第７回(平成 25年)  

最優秀賞  受  賞： 神戸新聞＋Design協賛12社 
作  品： 神戸新聞＋Design(プラスデザイン) (新聞広告) 
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応募協会： 神戸広告協会 
 
優秀賞    受  賞： ＪＡグループ北海道 

作  品： ＴＰＰ反対意見広告 （ポスター） 
応募協会： 全北海道広告協会 

 
優秀賞    受  賞： ㈱ムラタ漢方 

作  品： 梅花五福丸 三人篇、キャッチャー篇、野手篇 (テレビＣＭ) 
応募協会： 公益社団法人大阪広告協会 

 

■第８回(平成 26年)  

最優秀賞  受  賞： 清香園、㈱プラスマインドオフィス 
作  品： ニックとライス  ＴＶＣＭシリーズ 

「救出篇」、「しりとり篇」、「エア焼肉篇」、「エプロン篇 
応募協会： 長崎広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 大分県 

作  品： 大分県/おんせん県って言っちゃいましたけん！キャンペーン 
「パクリ篇」、「大痛県篇」、「日本一篇」、「女将対決篇」、「炭酸温泉篇」、「イケメン篇」、 
「カボス篇」、「からあげとり天篇」、「関あじ・関さば篇」、「佐伯寿司篇」（テレビＣＭ） 

応募協会： 大分広告協会 
 
優秀賞    受  賞： 石巻赤十字病院 

作  品： 「石巻赤十字病院で働く」（ポスター） 
応募協会： 仙台広告協会 

 

■第９回(平成 27年) 

最優秀賞  受  賞： 「大名小学校最後の卒業式」新聞企画プロジェクト 
（協賛各社・㈱西日本新聞社） 

作  品： 福岡市大名小学校「最後の卒業式」（新聞広告） 
応募協会： 福岡広告協会 

 
優秀賞    受  賞： 北海道米販売拡大委員会・ホクレン農業協同組合連合会 

作  品： 2014 北海道米消費拡大ＣＭ「ごはんは、」篇（テレビＣＭ） 
応募協会： 全北海道広告協会 

 

■第10回(平成 28年) 

最優秀賞  受  賞： 岡山県真庭郡新庄村 
作  品： 「あれから10数年、村の人口は減っていた。」（テレビＣＭ） 
応募協会： 岡山広告協会 

 
優秀賞    受  賞： ㈱お仏壇のコガ 

作  品： 企業広告「三輪車/花火/グラス/桜/哺乳瓶/結婚式/夏/菊」（ポスター） 
応募協会： 福岡広告協会 
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