
2014年度 FCC最高賞 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

3 
五ヶ瀬ハイランドスキー場2015 「南ちゃん 今年も」篇  他
11シリーズ 

五ヶ瀬ハイランド TV  15秒×10/60秒 左 俊幸 米村 拓也 電通九州 

審査員特別賞 藤本宗将賞 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

28 「ひとり、しりとり」 マイベストジョブ RA  40秒 小堀 友樹   電通 関西支社 

審査員特別賞 東畑幸多賞 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

54 新幹線のその先へ 「はやとの風」他6シリーズ JR九州 TV  30秒×6 久冨 和寿   CS西広 

  
2014年度 FCC賞 テレビCM部門（WEB含む） 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

4 Mr.MAX部活シリーズ「おうち大好き部」篇他6シリーズ ミスターマックス 15秒×6 北川 譲   電通九州 

6 「バンドマン」篇・「就活生」篇・「芸人」篇 ロイヤルホリデー 30秒×3 古屋 彰一   BBDO J WEST 

7 
三井のリハウス2014「もう一度 都心へ」篇・「友達と住まい」
篇 

三井不動産リアルティ 60秒×2 黒田 康嗣   博報堂 九州支社 

9 世界に芋をシリーズ「ミャンマー」篇他4シリーズ 霧島酒造 30秒×4 門田 陽   電通 

11 「FUN」篇 フンドーキン醤油 60秒 今井 美緒   BBDO J WEST 

12 「いきなりBAN」篇 AUTOWAY 125秒 眞鍋 海里   BBDO J WEST 

13 「母の手紙」篇 ニビシ 120秒 永野 弥生   電通九州 

15 アミュウルトラシリーズ「登場」篇他4シリーズ JR博多シティ 15秒×4 岡田 賢 矢野 弘樹 岡田広告事務所 

18 「結果にコミットする」篇2シリーズ 健康コーポレーション 30秒×2 中村 直史 伊藤 寛 電通九州 

24 別府競輪の男達最終章 16シリーズ 別府市 15秒×16 左 俊幸 伊藤 寛 電通九州 

27 
街頭インタビュー「飛行機三人組」篇・「化粧室男子」篇・「思
い」篇 

ロイヤルホリデー 30秒×3 古屋 彰一   BBDO J WEST 

29 「草原」篇・「並木」篇・「巨木」篇・「タンポポ」篇 神戸女子大学 30秒×4 川之上 智子   フリーランス 

33 
「フォアボール」篇・「一塁にて」篇・「外野フライ」篇・「夜の
街」篇 

琉球放送 30秒×3/15秒 河西 智彦   博報堂 

51 「命の記録」 3シリーズ 
減らせ突然死プロジェクト実
行委員会 

60秒×3 成田 倫史   大広 名古屋支社 

58 「オヤジの、芋神様」篇 薩摩酒造 90秒 植原 政信   電通九州 

80 「TWINS」篇・「TWINS Ⅱ」篇 
妊婦さんのためのコミュニ
ティサイト  にんプリ 

120秒/119秒 
ハコグミ （西田 良
平、中川 真仁）  

尾関 真理子 大広 

  
2014年度 FCC賞 ラジオCM部門 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

8 テレビドアホン「鳴き声」 パナソニック 20秒 吉岡 由祐   大広ONES 

24 AICHI SAFETY ACTION 
サントリーほか５０の協賛企
業 

20秒×5 新志 康介 和田 佳菜子 電通 中部支社 

２０１４年度ＦＣＣ賞 受賞作品 
2015.1.31審査会実施 

[ 2015.2.9 一部修正版 ] 



受賞作数 

テレビ １８作品  ラジオ ３作品  グラ ２０作品   計 ４１ 作品 

（ 応募総数  テレビ １７４作品  ラジオ ５８作品  グラ ３２３作品  計 ５５５ 作品 ）  

  
2014年度 FCC賞 グラフィック部門 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

12 お前がいなくても 会社はまわるし地球もまわる 他 
阪神電気鉄道                  
メトロPLAYLAND ZOO 

店頭ポスターシリーズ 竹上 淳志   博報堂 関西支社 

31 成分表示を確かめてほしいから、裏向きに並べています。 シャボン玉石けん 店頭広告 今井 美緒   BBDO J WEST 

34 立ち読み女子 TSUTAYA WEB 近藤 純   西鉄エージェンシー 

58 夜でもおはようございます！ 他 宝仙堂 新聞 突き出しシリーズ 角田 武   電通 

61 いい大人が愛だの恋だの、悪くない。他 ビクターエンタテインメント 新聞 他 大塚 久雄   電通 中部支社 

68 おいしさ、安全、ぬかりなく。熊本だから、できること。 JAグループ熊本 ポスターシリーズ 村田 俊平   電通九州 

70 よい「おとし」を。 シャボン玉石けん 新聞 中村 直史   電通九州 

80 歩く姿勢が正しいと、一日のほとんどがフィットネスになる。 twelve POP 公庄 仁   サン・アド 

88 大阪がなかったら、日本、静かやで  
大坂の陣400年プロジェクト
実行委員会 

交通 前田 将多   電通 関西支社 

89 ち、のち、いのち。 日本赤十字社 ポスター 安藤 真理   インパクトたき 

93 年齢だけなら、みんなレジェンド。他 三和交通 タウンワーク 鈴木 宏明   アドプランナー 

94 電車にのったら、タキロンのこと忘れちゃうんでしょ。他 タキロン 駅看板 佐久間 英彰   博報堂 関西支社 

112 つぎはハムスターに生まれてこいよ。他 雨宮 ポスターシリーズ 船引 悠平   JR西日本コミュニケーションズ 

113 
助けるだけじゃない。助けられることもある。臓器提供は、
命のシェアです。他 

日本臓器移植ネットワーク
／アステラス製薬 

ポスターシリーズ 木村 敦子   原宿サン・アド 

116 すべての志望動機を、乗せていく。  日の丸交通 ポスターシリーズ 久保 馨   パラドックス 

119 つながりにくい無線機では、話になりません。 城山 ポスターシリーズ 湯治 健富   電通西日本 神戸支社 

131 元カレが、サンタクロース。 NANBOYA（なんぼや） ポスター 長谷川 哲士   面白法人カヤック コピー部 

142 じんせいは、小学校で学んだことの復習だよ。 西日本新聞社 新聞 久富 和寿 福嶋 毅 CS西広 

145 受験生応援さくらTRAINキャンペーン 
名古屋鉄道・サークルKサン
クス・ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ 

ポスター 石本 香緒里 森 俊博 電通名鉄コミュニケーションズ 

146 パンチパーマの先輩なんて、想像上の生き物です。他 ダイナム ポスターシリーズ 本田 守武   リクルートコミュニケーションズ 

２０１４年度ＦＣＣ賞 受賞作品 
2015.1.31審査会実施 

[ 2015.2.9 一部修正版 ] 



２０１４年度ＦＣＣ賞 ファイナリスト作品 

  

2014年度 FCC賞ファイナリスト             
テレビCM部門（WEB含む） 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

8 「いざゆけ福岡市長選」篇・「期日前」篇 福岡市選挙管理委員会 60秒/15秒 山内 弘基 岡田 賢 西鉄エージェンシー 

10 UMA「衝撃生物＠ドライブスルー」篇他3シリーズ プロトコーポレーション 52秒/49秒/83秒 下津浦 誠   BBDO J WEST 

21 「バイオテックで変わっていく」 3シリーズ 
発毛・育毛専用サロン      
バイオテック 

15秒×3 戸谷 吉希   大広 名古屋支社 

22 「転校生」篇・「日直」篇 ヒガシマル醤油 15秒×2 田中 幹 鈴木 哲彦 博報堂 関西支社 

31 「試験会場」篇 英進館 60秒 村田 俊平   電通九州 

32 「水の世界を旅しよう」篇 海響館 60秒 古屋 彰一   BBDO J WEST 

34 「ラバー」篇 AUTOWAY 282秒 眞鍋 海里   BBDO J WEST 

82 「傾き」篇・「穴」篇・「誕生日」篇 ホームリサーチ 30秒×3 新志 康介   電通 中部支社 

  

2014年度 FCC賞ファイナリスト                    
ラジオCM部門 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

11 「クレーム対策」 ロート製薬 90秒 廣瀬 泰三   電通 関西支社 

22 「給料」「逃げ道」 山善 20秒/40秒 矢野 貴寿   電通 関西支社 

  

2014年度 FCC賞ファイナリスト                
グラフィック部門 

番号 タイトル・キャッチコピー 広告主 秒数・媒体 出品者 連名 所属 

4 
親に志望校を言ったら笑ってた。合格した日は泣いていた。
他 

河合塾 ポスターシリーズ 公庄 仁   サン・アド 

13 No.1になんてならなくていい、東大だって3,000人受かる。他 Z会 ポスターシリーズ 竹田 芳幸   POOL inc. 

14 いい日。 岩田屋 ポスターシリーズ 山田 綾子   電通九州 

16 コンタクトとメガネでヒートアップする恋。他 ハートアップ ポスターシリーズ 福田 晴久   電通 中部支社 

19 オレがいない。という家族サービス。他 ジェム うちわシリーズ 北 匡史   電通西日本 神戸支社 

42 世界に出れば、暗算は語学に並ぶ武器ですよ。他 今村総合学園 ポスターシリーズ 古橋 亮羽   東京アドデザイナーズ 

57 
栃木の若い人は、東京に行くしかない。そんな風に思ってい
ました。 

茶話本舗デイサービス    
ままだ 

雑誌広告 塚田 智幸   クイック 

62 秋田の大自然から来ました。他 伊丹市西台商店会 ポスターシリーズ 倉光 真以   電通 関西支社 

67 妻の愛読書が、求人情報から住宅情報誌になった。 和泉舗装 雑誌広告 大水 崇史   フロム・エージャパン 

69 ニッポンのネーム印、シヤチハタ。 シヤチハタ 新聞広告シリーズ 尾崎 敬久   電通 中部支社 

85 無洗米彼女 他 ディグラム・ラボ ポスターシリーズ 安井 一郎   フリーランス 

100 
子ども虐待のニュース「ひどい親だな」で片づけてしまって
いいのだろうか。他 

特定非営利法人 児童虐待
防止全国ネットワーク 

ポスターシリーズ 青木 一真   アサツーディケイ 

107 男は、時計を見ている。時間は見ていない。 ミヤモト時計店 ポスター 岩田 秀紀   フリーランス 

118 矢野さん、近過ぎませんかっ…いい香りが。他 海鮮ダイニングはなの舞 雑誌広告シリーズ 和泉 能成   フロム・エージャパン 

126 人権週間 愛知県 ポスターシリーズ 尾崎 敬久   電通 中部支社 

2015.1.31審査会実施 
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