






ACジャパン50周年広告展　展示作品リスト（巡回）
ACジャパン公共広告の50年（全国キャンペーン・支援キャンペーン）

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

公共心についてたずねてみました 公共マナー 新聞15段 電通（大阪）

公共心の喚起（淀川長治） 公共マナー テレビ15秒 電通（大阪）

青い空　青い海　とんぼ　どじょっこ 環境 新聞15段 電通（大阪）

Keep Japan Beautiful 環境 新聞15段 サン・アド

水で創られた地球 資源 新聞15段 萬年社

節約　 資源 新聞5段 電通（大阪）

ひとり“たった1枚”のムダが 資源 新聞7段 電通（大阪）

歩行者を守ろう 交通 テレビ15秒 電通（大阪）

15ｃｍの大きな壁 福祉 新聞10段 電通（大阪）

献血 辻くんの友だちの 福祉 新聞半5段 電通（大阪）

勇気をかしてください 福祉 新聞7段 電通（大阪）

老いは待ってくれない 高齢化 新聞7段 電通（大阪）

いま、1分間だけ、目をとじてください 福祉 新聞7段 電通（大阪）

白い杖 福祉 テレビ30秒 電通（大阪）

車イスでうごける街づくり 福祉 テレビ30秒 電通（大阪）

おそばに参りました 公共マナー 新聞10段 電通（大阪）

ゴミをつくるのは簡単 公共マナー 新聞5段 電通（大阪）

食糧問題（卵） 資源 テレビ30秒 電通（大阪）

うちの子に限って 教育 新聞5段 電通（大阪）

明治四年、八歳でアメリカへ（津田梅子） 国際交流 新聞10段 電通（東京）

あの街角まで、あの電柱まで（君原健二） 教育 新聞10段 電通（大阪）

家出防止を考える 教育 新聞10段 電通（大阪）

げんこつおやじ、賛成です 教育 新聞7段 電通（大阪）

手で考える 教育 新聞7段 電通（大阪）

言葉が凶器になる 教育 新聞7段/テレビ30秒 電通（東京）

蛇口ひとひねり 資源 テレビ30秒 電通（大阪）

公共心の喚起（募金） 公共マナー テレビ30秒 電通（東京）

点訳ボランティア 福祉 新聞5段 電通（大阪）

買うか、嘆くか、一匹600円 環境 新聞7段 電通（大阪）

鑑真和上に学ぶ 公共マナー 新聞10段 電通（大阪）

5人に1人は65歳以上 高齢化 新聞5段 電通（大阪）

水資源（日本列島） 資源 テレビ30秒 電通（大阪）

子どもは、あなたのコピーです 公共マナー 新聞7段/テレビ30秒 電通（東京）

人影なし（軍艦島） 資源 新聞10段 電通（大阪）

空き缶（サッカー） 公共マナー テレビ30秒 電通（大阪）

親父は、背中で叱ってくれた 教育 新聞7段 電通（大阪）

川の見張り番 環境 新聞10段 博報堂（東京）

アイバンク（桂米朝） 日本アイバンク協会 テレビ30秒 博報堂（東京）

もったいないお化け 教育 テレビ30秒 電通（大阪）

1983 一年たったら「歩く目」になる 福祉 新聞タブ全頁 電通（大阪）

子供の目線 教育 新聞7段 電通（東京）

投げたらアカン（鈴木啓示） 教育 新聞7段/テレビ30秒 博報堂（東京）

卒業献血 福祉 新聞5段 大広

1985 アジアに井戸を贈る アジア協会アジア友の会 新聞7段 大広

いじめ解消（武田鉄矢） 教育 新聞7段 博報堂（東京）

しらんぷりもいじめ 教育 テレビ30秒 電通（東京）

シルバーボランティア　佐藤吉郎 日本シルバーボランティアズ 新聞7段 電通（大阪）

鳥のいのちを釣った針 環境 新聞タブ全頁 電通（東京）

献血（今井美樹） 福祉 テレビ30秒 博報堂（大阪）

僕はスピードを卒業した（近藤真彦） 交通 新聞7段 博報堂（名古屋）

名曲も迷惑曲 公共マナー テレビ30秒 電通（大阪）

あなたの国にまだトンボは棲めるか 環境 新聞7段 電通（東京）

サーブはもっと歩きたかった 教育 新聞5段 博報堂（名古屋）

私の運命人まかせです 教育 雑誌広告 電通（東京）

屋久杉 環境 新聞7段 JCI

ユニセフ・カード（黒柳徹子） 日本ユニセフ協会 新聞7段 電通（大阪）

花列島 環境 新聞7段 JCI

清掃犬ロン物語 公共マナー テレビ30秒 博報堂（大阪）

たった２羽からの提言 環境 新聞7段 電通（東京）

献血（野茂英雄） 福祉 新聞7段 博報堂（東京）

公共マナーが捨てられている 公共マナー 新聞7段 グレイ大広（東京）

家庭排水・人魚 環境 テレビ30秒 電通（東京）

もったいないを捨てたくない（北野大） 資源 新聞5段 グレイ大広（東京）

国蝶・オオムラサキ「育ての親の親」 環境 新聞7段 電通北海道

マナーは守ってくだサイな 公共マナー テレビ30秒 大広（大阪）
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ま、いいか。という名の凶器 公共マナー 雑誌広告 グレイ大広（東京）

お土産になった命 環境 新聞5段 電通中部支社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 新聞7段 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB３/テレビ30秒 電通中部支社

1995 人間と地球の約束 環境 新聞5段 西広

これだけおぼえてください（西村知美） 全日本ろうあ連盟 テレビ30秒 東急エージェンシー

いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 新聞7段/テレビ30秒 博報堂（東京）

食料資源を考えよう 資源 ポスターB0 博報堂（東京）

WATER MAN 環境 ポスターB１/テレビ30秒 電通（東京）

取り調べ室 青少年の覚せい剤汚染撲滅 新聞7段 電通（東京）

お父さん、お母さんに質問です。 いじめ解消 新聞7段 大広（大阪）

こんにちは、さようなら 世界の子どもにワクチンを 日本委員会 テレビ30秒 第一企画

森のニングルが消えた星 環境問題(自然保護） ポスターB3 博報堂（東京）

指1本でできるボランティア 思いやり（ボランティア） 新聞7段 大広名古屋支社

いじめバイバイ・みんなの勇気(男子生徒篇） 教育（いじめ） ポスターB3 第一企画

WATCH OUR CHILDREN 家庭環境（子ども問題） テレビ30秒 電通（東京）

もっと、子供を。 家庭環境（子ども問題） ポスターB3 電通（東京）

捨てる世紀 環境問題 テレビ30秒 電通中部支社

ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB3/テレビ30秒 博報堂（東京）

みんなでつくったいじめバイバイ いじめ解消 新聞15段カラー アサツー ディ・ケイ

2000 今日、話そう。 日本臓器移植ネットワーク 新聞7段 電通（東京）

ゴミたちの未来を決めるのも、人間です。 環境問題 ポスターB３ 博報堂関西支社

悪役になろう。 親子・教育 新聞7段 電通西日本広島支社

ちょボラ ボランティア 新聞5段 電通中部支社

IMAGINATION 教育（想像力） テレビ90秒 電通（東京）

消える砂の像 環境問題 テレビ30秒 電通中部支社

ニッポン人 国際化 新聞7段 博報堂仙台支社

まいにち 読書推進運動協議会 ポスターB0 電通（東京）

抱きしめる、という会話。 親子問題 雑誌広告/テレビ30秒 博報堂（東京）

やらなきゃ、日本 日本・日本人 ポスターB3 大広

夏目雅子 日本骨髄バンク ポスターB3/テレビ30秒 サン・アド

宣誓。２００５年 ポリオ撲滅。 世界の子どもにワクチンを 日本委員会 ポスターB３ サン・アド

ごはんの教科書 国連WFP協会 新聞7段 電通（東京）

あなたが大切だ。 命の大切さ 新聞7段 博報堂（東京）

リング 親子のコミュニケーション テレビ30秒 電通関西支社

メンバーが、足りない。 日本骨髄バンク ポスターB3 博報堂（東京）

いのちの枝 国連WFP協会 ポスターB3 電通（東京）

乳がん年齢 日本対がん協会 ポスターB3 東急エージェンシー

見えない連鎖 エイズ予防財団 テレビ30秒 大広大阪本社

はっけよいエコライフ 環境問題 新聞7段 電通（東京）

逆・授業参観 親子のコミュニケーション 新聞7段 三晃社

生命を咲かせるカード 日本臓器移植ネットワーク ポスターB3 電通（東京）

坂上二郎さん出演 日本脳卒中協会 新聞7段 電通中部支社

こども教育委員会 親子のコミュニケーション 新聞7段 博報堂（東京）

しっているを、しているへ 身近な環境対策 新聞7段/テレビ30秒 電通北海道

TERU登場 エイズ予防財団 ポスターB1 アサツー ディ・ケイ

ホワイトカーペット 国境なき医師団 新聞7段 大広名古屋支社

なくなるといいな、「ごみ」という言葉。 3R推進団体連絡会 新聞7段/テレビ30秒 アサツー ディ・ケイ

あなたでいいのだ。 命の大切さ 新聞7段 サン・アド

ごきげんうかがい 老親との会話 テレビ30秒 東急エージェンシー関西支社

あいさつの魔法。 挨拶の励行 テレビ30秒 東急エージェンシー北海道支社

見える気持ちに。 思いやりの気持ち テレビ30秒 電通中部支社

こだまでしょうか コミュニケーション テレビ30秒 電通

知層 文字・活字文化推進機構 新聞7段 東急エージェンシー北海道支社

魔法使いの少年 公共心 新聞7段 電通名鉄コミュニケーションズ

ささえあったら、人になる。 思いやり・助け合い 新聞7段 電通

FOODが、HOPEに。 国連WFP協会 ポスターB3 電通名鉄コミュニケーションズ

おもいやり算 思いやり・助け合い テレビ30秒 仙台博報堂

面倒くさいこと あしなが育英会 ポスターB3 大広名古屋支社

本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB3 電通九州

2013 となりの先生 街に暮らす人々のつながり 新聞7段 電通中部支社

おとなも、ほめよう。 人と人の、温かい心を育もう 新聞7段 電通名鉄コミュニケーションズ

やさしさは、想像力でひろがる。 人の気持ちになって考えることの大切さ 新聞7段 サン・アド

2つの地球 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） ポスターB３ 電通中部支社

あなたのカンゾウさんも、無口です。 ウイルス肝炎研究財団 雑誌A４ 電通

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB３ 東急エージェンシー

やわらかいこころをもちましょう 公共心 新聞7段 東北博報堂

地域の支えで、輝ける 認知症サポーターキャラバン ポスターB３ 大広九州沖縄支局

MADE IN JAPAN 難民を助ける会（AAR Japan） ポスターB３ 電通中部支社
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死因 ペットの命 新聞15段 電通中部支社

ライバルは、１９６４年。 2020年に向けて、日本人の活力を高める。 新聞15段/テレビ30秒 博報堂

ヒーロー引退 日本骨髄バンク ポスターB１ 東急エージェンシー北海道支社

日本だけがなぜ 結核予防会 新聞7段 電通関西支社

苦情殺到！桃太郎 クレーム社会の惨状と虚しさ 新聞15段カラー/テレビ30秒 博報堂中部支社

TOKYOだけじゃない。 2020年に向け、日本を考えよう 新聞15段カラー 電通名鉄コミュニケーションズ

謙信と信玄、検診の進言 日本心臓財団 新聞7段 東急エージェンシー西日本支社

被害は解決していない 全国被害者支援ネットワーク ポスターB１ 博報堂

その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 新聞7段 電通アドギア

56,000人の先輩たちからのエール 交通遺児育英会 ポスターB３ アサツー ディ・ケイ

問題 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ポスターB３ 電通関西支社

防災さんぽ 災害への備え テレビ30秒 大広大阪本社

認め合うことが、チカラになる。 リスペクト～多様性と思いやり ポスターB１ 博報堂中部支社

きみと一緒だから。 日本盲導犬協会 テレビ30秒 博報堂

日本の心 ジャパンハート 雑誌広告 JR西日本コミュニケーションズ

にゃんぱく宣言 日本動物愛護協会 ポスターB０ 東急エージェンシー

見えないフリ 児童虐待の通報の促進 新聞15段 JR西日本コミュニケーションズ

歓声ですか、銃声ですか。 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン テレビ30秒 デルフィス

命の水、命がけの水 ウォーターエイドジャパン 雑誌広告 JR西日本コミュニケーションズ

アレレのレ？ご存知ないんですか？ 日本腎臓財団 雑誌広告 I＆S BBDO

プラ島太郎 海洋プラスチックゴミ問題 テレビ30秒 新東通信

食品ロスチラシ 食品ロス ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

ACジャパン・NHK共同キャンペーン

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作

2009 ぱなしのはなし 地球温暖化防止 テレビCМ30秒 NHK/電通

2014 考えようスマホマナー スマートフォンマナー テレビCМ30秒 NHK/博報堂

2018 生きものを大切に 生きものを大切に テレビCМ30秒 NHK/東急エージェンシー

2020 どんなときでも 子どもたちへのよりそいの心の大切さ テレビCМ30秒 NHK

2021 誰も知らない ヤングケアラー テレビCМ30秒 NHK

2022 おせっかいでいい・・・ ヤングケアラー テレビCМ30秒 NHK

臨時キャンペーン

年度 作品タイトル 支援　テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

阪神淡路大震災激励　井戸水篇 福祉 テレビCМ15秒 電通関西支社

阪神淡路大震災激励　瀬戸内寂聴篇 福祉 テレビCМ30秒 電通関西支社

阪神淡路大震災激励　森毅篇 福祉 テレビCМ15秒 電通関西支社

阪神淡路大震災激励　ボランティア篇 福祉 テレビCМ15秒 電通関西支社

阪神淡路大震災激励　ファイト篇 福祉 テレビCМ15秒 電通関西支社

2004 できること 災害支援（中越地震） テレビCМ30秒 電通

みんなでやれば、大きな力に。（文字篇） 東日本大震災支援 テレビCМ30秒 電通

こいのぼり篇 東日本大震災支援 新聞７段 アサツー ディ・ケイ

選手宣誓篇 東日本大震災支援 新聞７段 大広

ひとつひとつ篇 東日本大震災支援 新聞７段 大広

＃くまモン頑張れ絵　ちばてつやさん篇 熊本地震支援 テレビCМ15秒 電通九州

＃くまモン頑張れ絵　森川ジョージさん篇 熊本地震支援 テレビCМ15秒 電通九州

＃くまモン頑張れ絵　原泰久さん篇 熊本地震支援 テレビCМ15秒 電通九州

＃くまモン頑張れ絵　さくらももこさん篇 熊本地震支援 テレビCМ15秒 電通九州

＃くまモン頑張れ絵　諫山創さん篇 熊本地震支援 テレビCМ15秒 電通九州

あなたのコロナ対策が、みんなを救う。
ふたつのありがとう篇

新型コロナウイルス感染症の防止策を行っ
ている様々な立場の方々を応援

テレビCМ15秒 電通

あなたのコロナ対策が、みんなを救う。
距離をとろう篇

新型コロナウイルス感染症の防止策を行っ
ている様々な立場の方々を応援

テレビCМ15秒 電通

あなたのコロナ対策が、みんなを救う。
同じくらい篇

新型コロナウイルス感染症の防止策を行っ
ている様々な立場の方々を応援

テレビCМ15秒 電通

ACジャパン広告学生賞

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 受賞校

いままでとこれから 選挙 テレビCМ30秒 長岡造形大学

笑顔を守る 乳がん検診の促進 テレビCМ30秒 武蔵野美術大学

タピのち、投票。 １８歳選挙権 新聞15段 相模女子大学

お母さんという者です 性別役割分業 新聞15段 東北芸術工科大学

聞こえる優しさ 思いやり テレビCМ30秒 東京工芸大学

牛の気持ち 食品ロス テレビCМ30秒 武蔵野美術大学

良い人 詐欺 新聞15段 桜美林大学

＃完食 食品ロス 新聞15段 目白大学

聞こえているのに、聞き取れない APD（聴覚情報処理障害） テレビCМ30秒 長岡造形大学

充実した１日は充電が減らない スマホ依存 テレビCМ30秒 武蔵大学

バスの来ないバス停 認知症 新聞15段 東北芸術工科大学

「ちょっと一緒に」で守れるライフライン 高齢者問題 新聞15段 大阪芸術大学

2022年度全国キャンペーン・支援キャンペーン

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 広告媒体 制作担当広告会社

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとはテレビCМ/新聞15段/ラジオCМ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢にとらわれない生き方を） テレビCМ/新聞15段/ラジオCМ 三晃社

HELLO 地域猫！ 日本動物愛護協会 テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 電通中部支社

おかあさんも、治るかな。 日本骨髄バンク テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ トヨタ・コニック・プロ
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若いうちから、腎臓検診 日本腎臓財団 テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ ADKクリエイティブ・ワン

最初の一粒 国連WFP協会 テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 新東通信

またお父さんと あしなが育英会 テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 大広九州

大切なものを見続けるために。 日本眼科医会 テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 電通

I am a child プラン・インターナショナル・ジャパン テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 大広九州

2022年度地域キャンペーン

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

わたしは、アイヌ。 多様性（北海道地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 電通北海道

とうほく６健！ お祭り体操 健康促進＆郷土愛（東北地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 東北博報堂

想い鶴 思いやり（名古屋地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 電通中部支社

お金の話はゆ～っくり 特殊詐欺の被害防止（大阪地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 電通関西支社

いのちを守る切り札 防災（中四国地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ セーラー広告

被災の声を、日々の備えに。 災害に備えて、いまできること（九州地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ 大広九州

おじぃになっても釣りがしたい 沖縄の宝を大切に（沖縄地域） テレビCМ/新聞7段/ラジオCМ アドスタッフ博報堂

ACジャパン50周年広告展　各地域別展示作品リスト
※各地域キャンペーン、ポスター展示内容は各会場のみの展示になります。

※会場は、北海道（札幌）、東北（仙台）、東京、名古屋、大阪、中四国（広島）、九州（福岡）、沖縄（那覇）になります。

北海道地域キャンペーン　1994～2020年度

年度 作品タイトル テーマ メディア 広告会社

森を清掃する少年団 環境 新聞7段 電通北海道

緑が泣いている 環境 新聞7段 博報堂札幌支社

あなたの心の若葉マーク 交通 新聞7段 電通北海道

朗読奉仕22年 福祉 新聞7段 博報堂札幌支社

トラック4台分の優しさ 福祉 新聞7段 電通北海道

北海道にきてわかったこと 交通 新聞7段 博報堂札幌支社

自然は黙って叫んでいる 環境 新聞7段 電通北海道

2000 絶滅の危機 自然保護 新聞7段 博報堂札幌支社

2002 ギャンブルロード 北海道型事故防止 テレビ30秒 電通北海道

2003 ケッパレ北海道 北海道活性化 新聞7段 電通北海道

2004 プラットフォーム 子どもをとりまく大人・社会・地域 テレビ30秒 電通北海道

2005 TEAM HOKKAIDO 地域活性化 新聞7段/テレビ30秒 電通北海道

2006 地球からの預かり物 森林保護 新聞7段 電通北海道

2007 ほっかいどう自慢 地域活性化 新聞7段 北海道博報堂

2008 自然を守る、おもてなし。 環境・地域活性化 新聞7段/テレビ30秒 北海道博報堂

2009 北海道のない日本 北海道を元気にするために、今なにが必要か 新聞7段 電通北海道

2010 見方を変えよう。 北海道のためにできること 新聞7段 電通北海道

2011 このチカラ、この地から。 北海道にできること テレビ30秒 東急エージェンシー北海道支社

2012 マトリョーシカ 災害への備え、できていますか？ 新聞7段 電通北海道

2013 宇宙を撮りたい、風船で。 北海道を元気に テレビ30秒 電通北海道

2014 ウレㇱパのこころ 人と人との、温かい心を育もう。 新聞7段/テレビ30秒 東急エージェンシー北海道支社

2015 1秒後かも知れない 災害を考える テレビ30秒 北海道博報堂

2016 100％防げた事故 飲酒運転防止 新聞7段/テレビ30秒 電通北海道

2017 話せない子どもたち 児童虐待の防止 新聞7段 電通北海道

2019 やらなくちゃ！は、ちゃんとやらなくちゃ。 防災 新聞7段/テレビ30秒 電通北海道

北海道会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2014 パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 ヒーロー引退 日本骨髄バンク ポスターB１ 東急エージェンシー北海道支社

おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

命の水、命がけの水 ウォーターエイドジャパン ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

HELLO 地域猫！ 日本動物愛護協会 ポスターB１ 電通中部支社

東北地域キャンペーン　1997～2020年度

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

「グリーンにクリーンを」 自然保護 新聞7段 電通東北

スノーバスターズ、参上 福祉（ボランティア） 新聞7段 博報堂仙台支社

1998 海の恵みは森の恵み 自然保護 新聞7段/テレビ30秒 電通東北

1999 バス・STOP！ 自然保護 新聞7段 博報堂仙台支社

2002 東北の文化・公共マナー 文化・公共マナー 新聞7段/テレビ30秒 電通東北

2004 シカの愛 コミュニケーション 新聞7段 電通東日本

2005 雑木林の教室 命とコミュニケーション 新聞7段 仙台博報堂

2006 もったいない、を捨てないで 環境問題 新聞7段 電通東日本仙台支社

2007 一億二千万人のふるさとに 地域活性化 新聞7段 仙台博報堂

2008 自転車って、もっと素敵になれるはず。 環境 テレビ30秒 仙台博報堂

2009 いつもの挨拶だって、防災になる。 防災コミュニケーション 新聞7段/テレビ30秒 仙台博報堂

2010 誇ろう！ふるさとの元気。 地域活性 新聞7段 仙台博報堂
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2011 笑顔の花 感謝の気もち 新聞7段/テレビ60秒 仙台博報堂

2013 見上げたもんだ、東北。 東北人、日本人を元気に。 新聞7段/テレビ30秒 東北博報堂

2014 夢へ、跳ぶ力。 生きる事の意味・復興のエール 新聞7段 電通東日本

2016 Let's Talk TOHOKU 東北の魅力 再発見 新聞7段/テレビ30秒 東北博報堂

2019 未来へ綴ろう、東北のこころ 郷土愛 新聞7段/テレビ30秒 東北博報堂

東北会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2001 悪役になろう。 親子・教育 ポスターB１ 電通西日本広島支社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

私のヒーローは、ここにいます。 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ 電通名鉄コミュニケーションズ

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

2018 その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

2020 おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢にとらわれない生き方を） ポスターB１ 三晃社

HELLO 地域猫！ 日本動物愛護協会 ポスターB１ 電通中部支社

おかあさんも、治るかな。 日本骨髄バンク ポスターB１ トヨタ・コニック・プロ

若いうちから、腎臓検診 日本腎臓財団 ポスターB１ ADKクリエイティブ・ワン

最初の一粒 国連WFP協会 ポスターB１ 新東通信

またお父さんと あしなが育英会 ポスターB１ 大広九州

大切なものを見続けるために。 日本眼科医会 ポスターB１ 電通

I am a child プラン・インターナショナル・ジャパン ポスターB１ 大広九州

東京地域キャンペーン　2002～2015年度

年度 作品タイトル テーマ メディア 広告会社

2002 東京ヒント 住みよい街づくり 電飾看板 電通（東京）

2003 新・東京水族館 環境問題 電飾看板 電通（東京）

2005 ｢ＴＯＫＹＯ」を取り戻そう 東京に美しい自然を 電飾看板 電通（東京）

2006 エレベーター 地域の共生 新聞7段/テレビ30秒 電通（東京）

2007 まぜるな、資源。 都会のゴミ問題 新聞7段/テレビ30秒 東急エージェンシー

2009 モラルの低下にサイレンを 社会・モラル 新聞7段/テレビ30秒 電通

2015 約束の場所。 災害を考える 新聞7段 アサツー ディ・ケイ

東京会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2001 悪役になろう。 親子・教育 ポスターB１ 電通西日本広島支社

メンバーが、足りない。 日本骨髄バンク ポスターB１ 博報堂（東京）

見えない連鎖 エイズ予防財団 ポスターB１ 大広大阪本社

2006 はっけよいエコライフ 環境問題 ポスターB１ 電通（東京）

2008 ホワイトカーペット 国境なき医師団 ポスターB１ 大広名古屋支社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

私のヒーローは、ここにいます。 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ 電通名鉄コミュニケーションズ

2つの地球 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） ポスターB１ 電通中部支社

３つのへん 日本脳卒中協会 ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

2018 その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

見えないフリ 児童虐待の通報の促進 ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

命の水、命がけの水 ウォーターエイドジャパン ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

2021 プラ島太郎 海洋プラスチックゴミ問題 ポスターB１ 新東通信

名古屋地域キャンペーン　1986～2020年度

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

しめるぞっ（鈴木孝政） 交通 新聞7段 博報堂名古屋

キミは何を急いだんだ 交通 新聞7段 電通名古屋

1987 交通ルールを守ろう 標識 交通 テレビ15秒 電通名古屋

1989 街に鳥たちがもどる日 環境 新聞7段 三晃社

1995 わき見運転（三遊亭円丈） 交通 新聞7段 三晃社

1997 やめよう、運転中の携帯電話 安全運転 新聞7段/テレビ15秒 大広名古屋

1999 富士山の見えない富士見町 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 電通中部支社

2000 名古屋が「本場」？ 公共マナー 新聞7段 電通中部支社

2002 藤前干潟 環境 新聞7段/テレビ30秒 電通中部支社

2003 思いやり橋 思いやり 新聞7段 電通中部支社

2006 言葉でできる地震対策 地震対策 テレビ30秒 大広名古屋支社
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2007 日課のスライド 犯罪から子供を守る 新聞7段/テレビ30秒 三晃社

2008 モノたいせつ王国 教育 ポスターB2 大広名古屋支社

2009 先生は、腕のなか。 おもいやり ポスターB3 2タイプ 電通名鉄コミュニケーションズ

2010 里山のばっさまに学ぶ 生物多様性を知ろう 新聞7段/テレビ30秒 新東通信

2013 防災・減災の鉄則 安全で安心な社会の実現を目指して 新聞7段 電通名鉄コミュニケーションズ

2016 横断歩道で奪われている 交通安全 テレビ30秒 電通名鉄コミュニケーションズ

2017 見えにくい。 児童虐待 ポスターB0連貼/テレビ30秒 電通名鉄コミュニケーションズ

2019 知ってくれていた人。 ヘルプマークの理解促進 新聞7段/テレビ30秒 電通名鉄コミュニケーションズ

名古屋会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2008 ホワイトカーペット 国境なき医師団 ポスターB１ 大広名古屋支社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

私のヒーローは、ここにいます。 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ 電通名鉄コミュニケーションズ

2つの地球 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） ポスターB１ 電通中部支社

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

2018 その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

2019 認め合うことが、チカラになる。 リスペクト～多様性と思いやり ポスターB１ 博報堂中部支社

2020 おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

2021 プラ島太郎 海洋プラスチックゴミ問題 ポスターB１ 新東通信

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢にとらわれない生き方を） ポスターB１ 三晃社

HELLO 地域猫！ 日本動物愛護協会 ポスターB１ 電通中部支社

おかあさんも、治るかな。 日本骨髄バンク ポスターB１ トヨタ・コニック・プロ

若いうちから、腎臓検診 日本腎臓財団 ポスターB１ ADKクリエイティブ・ワン

最初の一粒 国連WFP協会 ポスターB１ 新東通信

またお父さんと あしなが育英会 ポスターB１ 大広九州

大切なものを見続けるために。 日本眼科医会 ポスターB１ 電通

I am a child プラン・インターナショナル・ジャパン ポスターB１ 大広九州

大阪地域キャンペーン　1986～2020年度

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

1986 迷惑駐車 交通 テレビ15秒 電通（大阪）

迷惑駐車（桂文珍） 交通 新聞5段 大広

迷惑駐車（通せんぼ） 交通 新聞5段 電通（大阪）

1994 国際マナー 公共マナー 新聞半5段　3タイプ 大広大阪

ウエルカム関西 公共マナー ポスターB3 電通関西支社

ウエルカム関西（ブレイクブレイク篇） 公共マナー テレビ15秒 電通関西支社

なにわの大漁？ 環境問題 新聞5段 大広

ふきだしにドキッ！ 公共マナー ポスターB3　4タイプ 大広

2005 一人にならない。一人にさせない。 子どもを守ろう 新聞7段/テレビ30秒 電通関西支社

2007 天ぷら油で走る 環境問題 新聞5段 大広大阪本社

2008 追いかけてくる手 モラル テレビ30秒 電通関西支社

2009 ルールブックにはないルール マナー・モラル テレビ30秒 JR西日本コミュニケーションズ

2012 いっちょcomingダンス 関西から日本に活気を 新聞7段 博報堂関西支社

2013 親子のひみつコトバ 防犯 新聞7段/テレビ30秒 電通関西支社

2014 ATMおばちゃん 防犯 新聞7段/テレビ30秒 電通関西支社

2015 間寛平さん親子の忘災会議 災害を考える 新聞7段 博報堂関西支社

2017 自主返納率・大阪が全国No.1 高齢者の運転免許証 新聞7段/テレビ30秒 大広大阪本社

2019 3時4時のうた 子どもの安全 新聞7段/テレビ30秒 電通関西支社

大阪会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2001 悪役になろう。 親子・教育 ポスターB１ 電通西日本広島支社

2003 やらなきゃ、日本 日本・日本人 ポスターB１ 大広

2005 見えない連鎖 エイズ予防財団 ポスターB１ 大広大阪本社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

私のヒーローは、ここにいます。 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ 電通名鉄コミュニケーションズ

2つの地球 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） ポスターB１ 電通中部支社

３つのへん 日本脳卒中協会 ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

問題 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ポスターB１ 電通関西支社

2019 防災さんぽ 災害への備え ポスターB１ 大広大阪本社

1987

1995

1999

1993

2022

2014

2014

1993

2018



見えないフリ 児童虐待の通報の促進 ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

命の水、命がけの水 ウォーターエイドジャパン ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢にとらわれない生き方を） ポスターB１ 三晃社

HELLO 地域猫！ 日本動物愛護協会 ポスターB１ 電通中部支社

おかあさんも、治るかな。 日本骨髄バンク ポスターB１ トヨタ・コニック・プロ

若いうちから、腎臓検診 日本腎臓財団 ポスターB１ ADKクリエイティブ・ワン

最初の一粒 国連WFP協会 ポスターB１ 新東通信

またお父さんと あしなが育英会 ポスターB１ 大広九州

大切なものを見続けるために。 日本眼科医会 ポスターB１ 電通

I am a child プラン・インターナショナル・ジャパン ポスターB１ 大広九州

中四国地域キャンペーン　1998～2020年度

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

1998 校歌の中に自然は生きています。 環境 新聞15段 電通（東京）・電通西日本

1999 妖怪たちが泣いている 自然保護 新聞7段 電通西日本広島支社

2000 家庭内離島 親子問題 新聞7段 電通西日本

2001 まちは、もうひとつの学校 子供問題 新聞7段 セーラー広告

2002 なんで？気持ちいいんだ。 助け合い、思いやり、いたわり 新聞7段 電通西日本広島支社

2003 目につく看板 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 セーラー広告

2004 話そう！笑おう！メシ食おう！ 家族のコミュニケーション 新聞7段 セーラー広告

2005 裸の王様 公共マナー 新聞7段/テレビ30秒 電通西日本岡山支社

2006 ジグソーパズル コミュニケーション 新聞7段/テレビ30秒 セーラー広告

2007 家族記念日 コミュニケーション 新聞7段 電通西日本

2008 5秒でできる、思いやり。 助け合い、思いやり 新聞7段/テレビ30秒 セーラー広告

2009 「いつも」の人に「いつも」から始めよう。 人と人との思いやり 新聞7段 電通西日本

2010 思いやりも、日本の国技に。 思いやり 新聞7段/テレビ30秒 電通西日本

2011 蜂と神さま 子ども 新聞7段/テレビ30秒 電通西日本広島支社

2012 この街の元気をあなたから 地域から元気に 新聞7段 電通西日本広島支社

2013 みんな、おとなりさん。 思いやり・助け合い 新聞7段 セーラー広告

2014 免許は、こころの中にある。 自転車マナー 新聞7段 セーラー広告

2015 高地蔵が教えてくれたこと 災害を考える 新聞7段/テレビ30秒 セーラー広告

2016 ワシら、ピカピカ世代。 高齢者が安心して生き生きと暮らせる地域づくり 新聞7段/テレビ30秒 電通西日本高松支社

2017 いま使う「防災チェックシート」 いま行う「家族防災」 新聞7段/テレビ30秒 セーラー広告

2019 防念会やろう。 地域コミュニケーション 新聞7段/テレビ30秒 電通西日本

中四国会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2001 悪役になろう。 親子・教育 ポスターB１ 電通西日本広島支社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

私のヒーローは、ここにいます。 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ 電通名鉄コミュニケーションズ

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

2018 その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

2020 おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢にとらわれない生き方を） ポスターB１ 三晃社

HELLO 地域猫！ 日本動物愛護協会 ポスターB１ 電通中部支社

おかあさんも、治るかな。 日本骨髄バンク ポスターB１ トヨタ・コニック・プロ

若いうちから、腎臓検診 日本腎臓財団 ポスターB１ ADKクリエイティブ・ワン

最初の一粒 国連WFP協会 ポスターB１ 新東通信

またお父さんと あしなが育英会 ポスターB１ 大広九州

大切なものを見続けるために。 日本眼科医会 ポスターB１ 電通

I am a child プラン・インターナショナル・ジャパン ポスターB１ 大広九州

九州地域キャンペーン　1992～2020年度

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

1992 コスモス街道 環境 新聞10段 電通九州

1993 200年後も会いたいな 環境 新聞10段 西広

ゴミに、国境はない 公共マナー・環境 新聞10段 西広

黄色から赤の暴走族 交通 ポスターB3 電通九州

1995 ほたる係長 環境 新聞10段 西広

1996
きれいな景色もよく見ると
（海の中道篇・菊池渓谷篇・阿蘇登山道路篇）

環境 新聞7段 西鉄エージェンシー

1997 「本人に直訴」 公共心 新聞7段/テレビ15秒 博報堂九州支社

1998 こども110番 子供問題 新聞7段/テレビ30秒 博報堂九州支社

1999 あんた、バッテン！ 公共マナー 新聞7段/テレビ30秒 博報堂九州支社

2000 生きていたマゴコロ 自然保護 新聞7段/テレビ60秒 電通九州

2001 喜んで鳴いている 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 大広九州支社

2020

2022

1993

2014

2022

1994



2002 80年ぶりに、アユが遠賀川に帰ってきました。 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 西広

2003 うみがめ課 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 西広

2004 海の男たちは、山の男たちになった。 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 西鉄エージェンシー

2005 アニマル浜口の親子論 家庭・親子のコミュニケーション 新聞7段/テレビ30秒 BBDO J WEST

2006 街のコレステロール 放置自転車 新聞7段/テレビ30秒 BBDO J WEST

2007 親父たちのパトカー 地域の活性化 新聞7段/テレビ60秒 BBDO J WEST

2008 川﨑選手、キーパーになる。 飲酒運転をなくそう 新聞7段/テレビ30秒 大広九州

2009 飲酒と運転は別々に（妻篇・娘篇） 飲酒運転をなくそう 新聞7段/テレビ30秒 博報堂九州支社

2010 自転車も車です。 自転車運転マナー 新聞7段/テレビ30秒 西広

2011 黄色い旗は、元気のしるし。 九州から明るくしよう 新聞7段/テレビ30秒 電通九州

2012
これからの東北へ、私たちができること。
（玄界島篇・島原篇・奄美篇）

九州からつながろう 新聞7段/テレビ30秒 BBDO J WEST

2013 九州から、宇宙へ。 九州から明るくしよう 新聞7段/テレビ30秒 西鉄エージェンシー

2014 平均年齢71歳の野球チーム 九州から明るくしよう 新聞7段/テレビ60秒 大広九州

2015 逃げタオル運動。 災害を考える 新聞7段/テレビ30秒 電通九州

2016 言葉は、弾丸にもなる。 ネットモラル 新聞7段/テレビ30秒 大広九州

2017 デジタルTATTOO ネット問題・モラル 新聞7段/テレビ30秒 BBDO J WEST

2019 いつか来る日のために 備災～災害を自分事に～ 新聞7段/テレビ30秒 電通九州

九州会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2001 悪役になろう。 親子・教育 ポスターB１ 電通西日本広島支社

2005 見えない連鎖 エイズ予防財団 ポスターB１ 大広大阪本社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

私のヒーローは、ここにいます。 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ 電通名鉄コミュニケーションズ

2つの地球 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） ポスターB１ 電通中部支社

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

2018 その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

2019 防災さんぽ 災害への備え ポスターB１ 大広大阪本社

見えないフリ 児童虐待の通報の促進 ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

2021 プラ島太郎 海洋プラスチックゴミ問題 ポスターB１ 新東通信

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢とらわれない生き方を） ポスターB１ 三晃社

またお父さんと あしなが育英会 ポスターB１ 大広九州

I am a child プラン・インターナショナル・ジャパン ポスターB１ 大広九州

沖縄地域キャンペーン　1995～2020年度

年度 作品タイトル テーマ 広告媒体 制作担当広告会社

1995 守ろう 美ら海（ちゅらうみ） 環境 新聞15段/テレビ15秒 沖縄クリエイティブセンター

守る人がいるから 環境 新聞7段 大広沖縄支局

もっと一緒にいたかった 交通 新聞7段 大広沖縄支局

1997 「守る人がいるから」 自然保護 テレビ15秒 大広沖縄支局

1998 悲しい新種 自然保護 新聞7段/テレビ30秒 サン・エージェンシー

1999 トントンミー（トカゲハゼ） 自然保護 新聞7段/テレビ30秒 大広沖縄支局

2000 沖縄芝居 沖縄サミット 新聞7段/テレビ30秒 電通 沖縄

2001 守ろう美ら海 環境問題 新聞7段/テレビ30秒 大広沖縄支局

2002 守ろう美ら海　人にしか守れないことがある。 自然環境 新聞7段/テレビ30秒 大広沖縄支局

2003 マナー守らんでどうするべき!? 公共マナー 新聞7段/テレビ30秒 大広九州沖縄支局

2004 大人もがんばろう 子どものしつけ 新聞7段/テレビ30秒 サン・エージェンシー

2005 絵本を読んであげてください。 コミュニケーション 新聞7段/テレビ30秒 アドスタッフ博報堂

2006 朝起き会 沖縄をよくしよう 新聞7段/テレビ30秒 サン・エージェンシー

2007 ひとりじゃないよ 沖縄をよくしよう 新聞7段/テレビ30秒 サン・エージェンシー

2008 伝えよう、地域の歴史。 沖縄をよくしよう 青少年の健全な育成 新聞7段/テレビ30秒 電通沖縄

2009 子どもたちの睡眠を奪わないでください 沖縄をよくしよう 新聞7段/テレビ30秒 電通沖縄

2010 いちばんの栄養は家族です。 青少年の育成 新聞7段/テレビ30秒 アドスタッフ博報堂

2011 好敵手 沖縄をよくしよう 新聞7段/テレビ30秒 サン・エージェンシー

2012 希望の種
沖縄からよくしよう～明日の沖縄、そして日本の
未来へ～

新聞7段/テレビ30秒 ブレーン沖縄

2013 沖縄をもっと知ろう
沖縄からよくしよう～みんなで創ろう、未来の沖
縄～

新聞7段/テレビ30秒 電通沖縄

2014 変わろう、大人から。変えよう、沖縄！ 沖縄をよくしよう 新聞7段/テレビ30秒 ブレーン沖縄

2015 応援しよう！働くパパ＆ママ 沖縄をよくしよう 新聞7段/テレビ30秒 電通沖縄

2016 ボクを見てください。～宮城恵輔さんの告白～ 「沖縄をよくしよう」飲酒運転をなくそう 新聞7段/テレビ60秒 大広九州 沖縄支局

2017 飲酒運転は「ムムム」！ 沖縄をよくしよう「飲酒運転根絶」 新聞7段/テレビ30秒 大広九州 沖縄支局

2019 １日１チムグクル ホスピタリティ～沖縄の宝を大切に～ 新聞7段/テレビ30秒 ブレーン沖縄

沖縄会場ポスター展示

年度 作品タイトル テーマ/支援団体 サイズ 制作担当広告会社

地球のために始めよう（毛利衛） 環境 ポスターB１ 東急エージェンシー

北斎の波 環境 ポスターB１ 電通中部支社

2022

2014

1993

2020

1996

1993



1996 いじめ、カッコ悪い（前園真聖） 教育 ポスターB１ 博報堂（東京）

1999 ジコ虫、増えてます! 公共マナー ポスターB１ 博報堂（東京）

2001 悪役になろう。 親子・教育 ポスターB１ 電通西日本広島支社

2005 見えない連鎖 エイズ予防財団 ポスターB１ 大広大阪本社

2012 本の虫 読書推進運動協議会 ポスターB１ 電通九州

2つの地球 世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン） ポスターB１ 電通中部支社

パートナーのいる幸せ 日本盲導犬協会 ポスターB１ 東急エージェンシー

2015 地域の支えで、輝ける 認知症サポーターキャラバン ポスターB１ 大広九州 沖縄支局

2016 日本だけがなぜ 結核予防会 ポスターB１ 電通関西支社

2018 その危険見えてますか。 視覚障害者の歩きスマホ被害 ポスターB１ 電通アドギア

2018 意思表示すんのかいせんのかい 日本臓器移植ネットワーク ポスターB１ ブレーン沖縄

2019 防災さんぽ 災害への備え ポスターB１ 大広大阪本社

見えないフリ 児童虐待の通報の促進 ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

おむすびころりん、１億個 未来のためにできること ポスターB１ I＆S BBDO

命の水、命がけの水 ウォーターエイドジャパン ポスターB１ JR西日本コミュニケーションズ

2021 プラ島太郎 海洋プラスチックゴミ問題 ポスターB１ 新東通信

寛容ラップ 不寛容な時代～現代社会の公共マナーとは ポスターB１ 東急エージェンシー関西支社

バッターボックスに立つ87歳 自由テーマ（年齢とらわれない生き方を） ポスターB１ 三晃社

※作品は全て制作当時の広告作品です。 また一部、現物と作品サイズが違う場合があります。CМに関しては、映像上映が無いものも含まれています。

※作品の展示内容は変更となる場合があります。※会社名称は当時の表記に従いました。

2020
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2014
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