
HCC賞 2018 一次審査通過作品［速報］

キャッチコピー クライアント（商品名） コピーライター 媒体 タイプ 作品点数

1 加賀に北陸新幹線を停めよう 加賀市（東京2023加賀プロジェクト） 田母神龍／吉田翔彦 WEB動画、新聞、ポスター、ホームページ、テレビCM 混合 5
2 できないを重ねて、いつか、できるに変えていける。 オーイング（オーイング社員募集） 黒田和彦 テレビCM、ラジオCM、新聞 混合 6
6 サーブとサービス、どこが違うん？ インドア・テニススクール・センティア（テニススクール会員募集） 青山直人 テレビCM シリーズ 4
9 ファイター 北日本放送（企業ＣＭ） 古野陽子 テレビCM シリーズ 3
11 ひとつの命に、ふたつの病院。 医療法人社団　藤聖会（富山西総合病院開院キャペーン） 石井陽一、城川雄大 新聞、ポスター、テレビCM 混合 7
12 指先でつくる泡。それは、はかなく、崩れやすい。 イーラル（イーラル・プルミエ熊野洗顔筆） 小林幹 WEB動画 単品 1
14 人とクルマにストーリーを。 ネッツトヨタノヴェル三重（企業） 大久保浩秀、土用下史宏 WEB動画 単品 1
15 ワタシ改革 金沢都市開発（香林坊アトリオ年間販売促進及びブランディング） 大久保浩秀 テレビCM、ポスター、雑誌 混合 16
17 良い環境で、良い仕事を。 マスメディアン（マスメディアン） 大久保浩秀 ラジオCM シリーズ 4
19 美しさって、ここちよさのつみ重ねだと思う。 資生堂ジャパン（Sense of dicilaキャンペーン） 大久保浩秀、 松岡佐和子 テレビCM、雑誌、ホームページ 混合 6
23 フラワーバレンタイン2018 みづき（フラワーバレンタイン2018） 大久保浩秀 ポスター、テレビCM 混合 4
24 世にもおかしな建築物PROJECT 戸田建設株式会社（企業） 土用下 史宏 ホームページ、WEB動画 混合 2
25 桃太郎 エディオン（エディオンアプリ） 大久保浩秀、五明拓弥 WEB動画 シリーズ 4
26 ひだインテリア テレビCM ひだインテリア（セール告知） 大久保浩秀 テレビCM シリーズ 9
27 新しい地図、あります。 平成観光（KEIZ富山田中店フリーマーケット開催告知） 大久保浩秀 テレビCM シリーズ 2
37 唯一の、無二。 黒龍酒造株式会社（黒龍無二） 武澤和代 VP 単品 1
38 「きっぷを買うため早めに駅へ」。もう乗り遅れてるかも。時代に。 JR西日本（e5489） 宮保真 交通広告、雑誌、テレビCM 混合 7
41 目に映る世界のぜんぶ、止まってしまえばいいのに。 金沢シャッターガール制作委員会（金沢シャッターガール） 松岡佐和子 ポスター、テレビCM、ちらし・フライヤー、WEB動画 混合 4
50 あったか～いの「～」をつくっている。 コーシン（自動販売機ベンダー会社の企業広告） 木下芳夫 新聞 単品 1
51 事実。高齢者の８割が「わたしは大丈夫」と思っている。 協賛各社（特殊詐欺被害防止啓発） 土用下 史宏 新聞 単品 1
52 ザザーン 富山県水墨美術館（あつまれ墨画アーティスト　墨で奏でる　墨が彩る） 羽田　純 複合 シリーズ 2
55 ワインは雰囲気。 イートワイントヤマ実行委員会（EAT WINE! TOYAMA 2017） 羽田　純 複合 シリーズ 4
57 みまなさに だじいな おらしせ。 中尾清月堂（まんまる） 羽田　純 雑誌 単品 1
59 パンでも、うどんでも、「ごはんだよ」と母の声。 農事組合法人One（金澤・才田産米　宮野久市） 松 澤　桂 パッケージ 単品 1
63 家のなかこそ、自由な世界。 月猫カフェ（月猫のきもち） 城川雄大 リーフレット、ポスター 混合 11
76 「送る」も包めば「贈る」になる。 若林商店（企業） 城川雄大 雑誌 シリーズ 2
83 父は、戦わない。 天下堂洋品店（天下堂洋品店　父の日） 高橋修宏 新聞、ポスター 混合 2
87 家族の見送り方を、見送ったままでいいのでしょうか。他 天祥閣（無料相談会＆内覧会） 西垣 強司 ちらし・フライヤー シリーズ 2
90 縁鳥居作品大募集 金沢アートディレクターズクラブ（金沢ADC作品募集） 宮保真、松岡佐和子、西垣強司 ポスター、SP／小型印刷物 混合 11
93 もぐもぐタイムは、ダイニングテーブルで。 ひだインテリア（企業） 大久保浩秀 新聞 シリーズ 1
97 あんなに柔らかかった体も、今じゃカチカチですわ。 ホットヨガスタジオ・ユニオン（女性専用ホットヨガ） 青山直人 雑誌 シリーズ 6
98 土星のわっかで、葬式を。 法美社（家族葬の家） 虎尾 弘之 新聞 単品 1
102 この家にはリビングがありません。 エクリュ（完成内覧会） 虎尾 弘之 ちらし・フライヤー シリーズ 2
106 いっしょに強くなる塾。 東大セミナー（東大セミナー新年度塾生募集） 松岡佐和子 ちらし・フライヤー、リーフレット、ホームページ 混合 3
107 農すことは、生きること。 農事組合法人One　（農事組合法人One　ブランディング） 松澤　桂 ポスター、リーフレット 混合 4
108 水に冷たい。 農事組合法人One　（収穫祭） 松澤　桂 ポスター、パッケージ 混合 2
113 ヤツオ、ナノ。 日立国際電気富山事業所（企業広告） 古野陽子 新聞 単品 1
115 鉄を手で切る。 アイアンワークス コル（鉄の溶断看板・表札の実績集） 都原　健 SP／小型印刷物 シリーズ 8
118 大人の発達障害を、企業の可能性にする。 ハッピーテラス（発達障害に特化した人材紹介サービス） 西垣 強司 パンフレット、ホームページ 混合 2
119 「いい葬儀」は、故人の歩みや意思、ご遺族の想いでできている。 オークス（セレモニーセンター） 古野陽子、米田恵子 ホームページ、ちらし・フライヤー、リーフレット 混合 3
120 ミヤシゲに足りないのは、学生さんとのパイプです。 ミヤシゲ（新卒採用） 大久保浩秀、土用下史宏 パンフレット、ホームページ 混合 2
121 これって、もしかして、入れ替わってる？ 平成観光（新台入替告知） 大久保浩秀 ポスター 単品 1
123 こころに刻まれた言葉がある。今度はわたしが返す番｡ 丸岡文化財団（第26回一筆啓上賞 公募ポスター） 黒田和彦 ポスター 単品 1
125 猫可愛がりしすぎ・・。 リッチェル（キャットスイートルーム（ケージとキャットタワーの機能が融合した猫専用ファニチャー）） 木下芳夫 ポスター 単品 1
126 顔は、温泉につかれないから。 山中温泉観光協会（山中温泉フェイスマスク「素顔の温泉」） 西垣 強司 ポスター 単品 1
127 捨てるをカットする。 Kanna Fruit & Beauty Health（Kanna（フルーツカット教室）生徒募集） 木下芳夫 ポスター シリーズ 3
128 バツグン工芸！スーベニ屋 高岡伝統産業青年会（バツグン工芸！スーベニ屋） 羽田　純 ちらし・フライヤー シリーズ 2
129 紅きを纏ひて、嫁入りを待つ。 農事組合法人One（金澤美人れんこん） 松澤桂 ポスター 単品 1
130 子育てで悩んだことは、子育てのしあわせな記憶になる。 北日本新聞社（conocotoサイトオープン告知） 松岡佐和子 新聞 シリーズ 2
132 クルマは　きっと　富山を　明るく　できる 富山ダイハツ販売株式会社（企業） 清水清春 ポスター 単品 1
133 その疲れに、加賀が効く。 加賀温泉郷協議会（加賀温泉郷） 大久保浩秀 ポスター 単品 1
135 愛しているなら、ちゃんとつけよう。他 西川アルミニウム（カーポート施工） 西垣 強司 ポスター シリーズ 3
136 老後はプロに甘えましょう。 スプリングライフ金沢（スプリングライフ金沢） 小林幹 ポスター シリーズ 3
137 めぐるたび、私が見つかる。 山中温泉観光協会（回遊促進） 西垣 強司 ポスター シリーズ 4
138 免疫力と治癒力へ、帰ろう。 あけぼの鍼灸院（企業広告） 虎尾 弘之 ポスター シリーズ 5
140 コーチ、スタートの仕方がわかりません。 アカネ不動産商会（金沢美大新入生向けポスター） 杉浦巧 ポスター 単品 1
141 前を向いて、二年目の春。 今村証券（企業イメージ） 小林幹 新聞 単品 1
144 北━━━━(≧▽≦)ﾉ━━━━ ｯ !!!!! めいてつ・エムザ（北海道大物産展） 小林幹 ポスター シリーズ 4
147 たとえば、100キロの人と、１トンの人。おなじハカリでいいはずない。 讃光工業（Plat4） 小林幹 ポスター 単品 1
148 満開のころを過ぎても、それぞれ花のある人生でいきましょう。 他 富山市（AMAZING TOYAMA） 高橋修宏、青山直人 ポスター シリーズ 28
152 「マメ」が信条。 ダートコーヒー（コーヒー） 二羽富士夫 新聞 単品 1
154 未来は見えない。でも、選択肢は見ておける。 スプリングライフ金沢（スプリングライフ金沢） 小林幹 ちらし・フライヤー 単品 1
156 センスの合う友達は、明日から敵。 イオンモール新小松（イオンモール新小松） 小林幹 新聞 シリーズ 24
158 あ、お米の「ひと粒ごと」です。 お米食育体験プロジェクト実行委員会（お米食育イベント） 松井涼 ポスター シリーズ 5
160 カンケーない大人の言葉がやけに胸に沁みるぜ。 ＮＰＯ法人だっぴ（ＮＰＯ法人だっぴ） 小林幹 ポスター 単品 1
161 住まいの細部に宿るもの クラシス（企業イメージ） 小林幹 パンフレット、タペストリー 混合 3
162 肌につける魔法はない。植物ならある。 イーラル（イーラル・プルミエ） 小林幹 パンフレット 単品 1
163 だいたいぴったりの靴と、ぴったりの靴はぜんぜん違う。 リーガルシューズ富山店（REAGAL BUILT TO ORDER） 石井陽一 ポスター シリーズ 5
164 暑苦しくて、最高だ。 富山市（第57回富山まつり） 城川雄大 ポスター 単品 1
166 最初に思った「建てたい家」は、家にならない場合が多いです。 エクリュ（企業広告） 虎尾 弘之 ポスター 単品 1
168 お別れをしないまま、お別れをしていませんか。 天祥閣（人形供養祭） 西垣 強司 ポスター シリーズ 3
169 先輩のせいにしろ。 福井鐵工（福井鐵工 採用広告） 虎尾弘之 ポスター シリーズ 4
170 地球に、何かが降ってくる。 西川アルミニウム（カーポート） 宮保真 ポスター 単品 1
171 住宅メーカーではない。住まいの骨格をつくる仕事。 ウッドリンク（新卒採用2019） 城川雄大 ポスター シリーズ 6
173 キモチ若返る、大人のドライブ。 SHIグループ（新型カムリ） 松井涼 新聞 シリーズ 10


