
HCC賞 ノミネート作品

No.  コピー  広告主（商品名）  媒体

1  観光大国を一緒につくろう  富山福祉短期大学（国際観光学科）  交通広告・WEB動画

2  TVが好きだっ！  HAB 北陸朝日放送（地域テレビ局の開業30周年リブランディングおよびVIリニューアル）  ポスター・テレビCM

3  父と娘シリーズ  石川県信用農業協同組合連合会（住宅ローン10年固定）  WEB動画・テレビCM

4  なんなの？コープながの  コープながの（ブランド）  テレビCM・ポスター

12  「守りたい」が、あるかぎり。  東洋警備保障（TOSEC24）（警備）  企業ブランドフレーズ・テレビCM

13  加賀温泉郷ナイトバル  加賀温泉郷協議会（加賀温泉郷ナイトバル）  ポスター・テレビCM

14  人と薬を、次の関係へ。  あおぞら薬局（新しいコンセプトの薬局）  交通広告・テレビCM・ホームページ

16  いい加減な父  司法書士アスウェル法務事務所（企業）  テレビCM

21  会宝の使命篇  会宝産業（企業広告）  テレビCM

22  そろそろ建てどき？  先本組（企業）  テレビCM

23  こんな一面も！  四国電力（ブランド）  WEB動画

24  堂々と、くっつこう。  チューリップテレビ（結婚応援プロジェクト）  テレビCM

35  こんな時代に、いつもと同じ初詣でよいのでしょうか。  氣多大社（入らずの森詣）  テレビCM

36  すれ違いシリーズ  白山機工（宅配ボックス「あずかりくん」）  テレビCM

38  「ニチとアン」シリーズ  日本安全産業（企業広告）  テレビCM

39  夏の新肌着篇、冬の上質ニット篇  永和住宅（企業広告）  テレビCM

40  ファニチャーエクスプレス／テレビCM  ひだインテリア（ファニチャーエクスプレス）  テレビCM

42  ごはん食べたか? これが父の「おかえり」なんだな。  福井パールライス（福井パールライス2019TVCM）  テレビCM

49  走り続ける人  日の出運輸企業（企業）  テレビCM

52  加賀は引力  加賀温泉郷（加賀温泉郷）  ポスター

53  AMAZING TOYAMA  富山市（シビックプライド醸成事業）  ポスター

54  よく働き、よく遊ぼう。  coffee＆Juice stand play（coffee＆Juice stand play）  ポスター

55  日本スイミングクラブ協会  日本スイミングクラブ協会（日本スイミングクラブ協会）  ポスター

56  挑戦する、ジェネリック医薬品メーカー。  辰巳化学（企業広告）  ポスター

57  安心してください、美大生です。  有限会社アカネ不動産商会（金沢美術工芸大学 新入生対象お部屋探しポスター）  ポスター

58  仏具のまち、高岡から　冥土のおみやげショップ　スーベニ屋  高岡伝統産業青年会（冥土のおみやげWebショップ）  ネーミング

63  クタベ画を描こう  北日本新聞社（コロナ疲れ対抗策）  新聞

64  夢を叶えた美大生の、空き部屋あります。  有限会社アカネ不動産商会（金沢美術工芸大学 新入生対象お部屋探しポスター）  ポスター

65  マスクの下で、おこってる？なげいてる？とくに何とも思ってない？  チューリップテレビ（ブランド）  新聞

67  未来は未踏領域にある。  金沢大学理工学域（金沢大学理工学域フロンティア工学類）  ポスター・パンフレット

68  二度とないことを　何度でも知ること  SAKURA SWEETS（店舗イメージポスター）  ポスター

70  品は、口が支えている。  アース製薬／ジャパンシックスシートアワード事務局（モンダミン プレミアムケア）  ポスター

73  「おかえり」の回数は、親子がまた会えた回数でもある。  福井県（福井県）  ポスター

74  地元についてを話せたらそれがいちばんの自己紹介になる。  福井県（福井県）  ポスター

75  日常会話が日常にない。そんな人が増えている。  オレンジカフェながさか（認知症カフェ告知）  ポスター

78  お金じゃ買えない孫との時間が、なんと入場無料。  富山市ほか（孫とお出かけ事業）  ポスター

79  まちなかでスベルのウケてる。  市民プラザ（エコリンク）  ポスター

80  裏門  裏門（ブランド）  ホームページ・ポスター・ちらし・フライヤー

83  旅のすべてが、福になる。  福井市（福旅 福井・永平寺エリアパス）  ポスター

84  無観客  クリーン産業株式会社（クリーン産業（社内啓発））  ポスター

85  TOYAMATO  TOYAMATO（ブランド）  新聞・雑誌

87  廊下を走って、しかられたキミへ。  三国陸上クラブ（クラブ児童生徒募集ポスター）  ポスター

88  暮らしビタミンが、た～っぷり。  野々市市中林土地区画整理組合（街のオープンニング広告）  ポスター

89  いいコト、さがそう。  きゅうべえ（kotobike（シェアサイクル））  ホームページ・ポスター

91  酒を注ぐことが、島を継ぐことになる。  のとじま島おこし団／数馬酒造（純米酒「能登島」）  ポスター

92  うんこツエーゲンドリル MF（ミッドフィルダー）パス編 「最高のスペースに、正確に出すだけ！」  ツエーゲン金沢（ツエーゲン金沢×うんこドリルコラボイベント「うんこスタジアム」）  ポスター

94  髪と頭皮の関係は、植物と土に似ている。  日華化学（EraL）  ポスター

96  速いヤツは、だいたいモテる。  Luxe（会員募集）  ポスター

97  生味噌と味噌は、刺身と焼魚くらいちがいます。  立山酒店（一膳一汁）  ポスター

102  のるなら かぶろう ヘルメット  伏見台小学校　育友会（児童の自転車乗車時のヘルメット着用促進）  ポスター

105  炭は、燃える食材です。  朝内燃料（炭）  ポスター

106  富山の皆さん、富山へ行こう。  富山ダイハツ販売（ブランド）  新聞

107  出会いを待たせています  金沢市（金沢市ポスター）  ポスター

108  W浅野か 麻のWか  the Most（the Most オーダースーツセール）  ポスター

112  「障がい者アート」と呼んだ途端に見えなくなるもの展  文化・芸術活動支援センター かける（障がい者アート展示会）  ポスター

113  人にしかつくれない機械。  盟友技研株式会社（採用広告）  ポスター

114  自殺のサインには、気づけないのが、普通です。  福井市保健所（ゲートキーパー普及活動）  ポスター

116  たたかれなくても、ずっと消えない傷があります。  富山県（面前DV防止キャンペーン）  ポスター・リーフレット

118  350mlの栄養士。  あおぞら薬局（LIQUID（完全栄養ドリンク））  ＰＯＰ

125  それでいいの怪？  株式会社大広北陸（意見広告）  新聞

126  紙対応。  若林商店（企業広告）  書籍

132  こっそりと、いちばん近くで応援してます。  ホリタ文具（企業広告）  新聞

135  ライバルはご先祖様。時代の荒波越えてつなぐ、伏木、高岡。  高岡市（高岡発瓦版: 伏木・北前船編）  フリーペーパー

138  まいもん洞  まいもん洞（まいもん洞）  ホームページ

147  処方せんで、 薬のことはわかっても、 私のことはわからない。他  てまりグループ（薬局事業・福祉事業を展開する「てまりグループ」のパンフレット）  パンフレット

149  not only advertising, but...  電通西日本（採用）  ホームページ

158  平成・令和  各社連合（北國広告賞）  新聞

161  免許を返納する理由ができた。  オンアース不動産（不動産広告）  Instagram

165  「ふつう」を素早く建てていく。  日成ビルド工業（採用）  ホームページ

167  問題無いランドセルの色は?  協賛各社（メッセージ広告）  新聞

176  栄養のバランスには、敏感な方々へ。  北國新聞社（エネルギー啓発）  新聞

181  おはよう、未来。  北日本新聞（北日本新聞136周年特集紙面）  新聞

186  ミチバタグミ  道端組（採用）  ポスター・SP・小型印刷物・サイン

188  後ろ姿に、感性を。  ラ・ポンテ（ランドセルブランド「ARTIFACT」のコンセプト開発＆ブランディング）  ホームページ
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