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報道関係各位 

平成 15 年 3月 25 日 

インターネット広告推進協議会 

会長 桂田 光喜 

 

第１回 東京インタラクティブ・アド・アワード受賞作品決定 

グランプリはソニーの CAMCAMTIME に 

 

去る 3月 7日、第１回「tokyo.interactive.ad.awards.jp／東京インタラクティブ・アド・

アワード」の審査会が開催され、グランプリ以下、各賞を決定しました。 

この賞は、インターネット広告推進協議会（Japan Internet Advertising Association（略

称 JIAA）桂田光喜会長）は、インタラクティブ広告の表現の質の向上を通じたインターネッ

ト広告のより一層の発展の為に、新たに広告賞として創設したものです。 

 

グランプリは、ソニー株式会社の CAMCAMTIME に決定致しました。これは、ブロードバン

ドの特質を生かした企画であり、ブロードバンドの普及でインターネット広告が大きく変

化していることを端的に示す作品でした。 

 

応募総数は 293 件にのぼり、当初の予想を大幅に上回る参加数となりました。今回は、一

部の部門では「該当作品なし」となりましたが、総じて非常にレベルの高い作品が多く集

まりました。以下が、杉山審査委員長の講評です。 

 

< 杉山恒太郎審査委員長の講評 >────────────────────────── 

応募作品がどれくらい集まるのか、質と量の両面で多少懸念していました。しかし蓋を開

けてみると、応募数も作品のレベルも予想以上であったと思います。私はカンヌとニュー

ヨーク・ワンショーの国際審査員も努めたことがありますが、国際的に見てもまったく遜

色ない水準だと思いますし、恐らく審査員全員が同じように感じられたと思います。 

審査は激戦となり、甲乙つけがたくて複数の作品が受賞する部門も出ました。また、全体

にレベルが高かったため金銀銅三賞以外の秀作から入賞作品も選出しました。 

受賞チームの皆様に心からお祝いを申し上げるとともに、この広告賞がインタラクティブ

広告全体の発展に繋がることを願っています。 

───────────────────────────────────────── 
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なお、贈賞式は 5月 22 日にダイヤモンドホテルで当協議会の総会後開催する予定です。 

受賞作品の一覧は、別紙をご覧下さい。 

 

< tokyo.interactive.ad.awards.jp／東京インタラクティブ・アド・アワード 開催概要 > 

名称：tokyo.interactive.ad.awards.jp 第１回 東京インタラクティブ・アド・アワード 

主催：インターネット広告推進協議会（JIAA） 

特別協力：社団法人 全日本シーエム放送連盟（ACC） 

募集期間：2002 年 12 月 16 日（月）～ 2003 年 2 月 14 日（金） 

応募対象：2002 年 1月 1 日から 2003年 1 月 31 日までに、JIAA会員媒体社に実際に掲載さ

れたインターネット広告（モバイル広告を含む）が対象。 

審査：tokyo.interactive.ad.awards.jp 審査委員会が審査を行いました。（敬称略） 

審査委員長：杉山 恒太郎（株式会社 電通） 

審査委員： 坂田 耕（株式会社 マッキャンエリクソン・ACC CM FESTIVAL 審査委員長） 

 福田 敏也（株式会社 博報堂） 

 青山 みつ久（株式会社 葵プロモーション） 

 岸本 高由（株式会社 ティー・ワイ・オー インタラクティブデザイン） 

 鈴木 敦子（株式会社 東北新社） 

 伊藤 幸治（株式会社 イメージソース） 

 中村 勇吾（株式会社 ビジネス・アーキテクツ） 

特別審査委員：糸井 重里 

募集部門と応募数： 

ウェブ広告部門（ブラウザで閲覧する広告スペースに掲載された広告が対象） 

・バナー広告〔応募数：82〕 

（ブラウザ内の固定スペースで表現されるいわゆるバナー広告が対象） 

・フローティング広告〔応募数：60〕 

（ブラウザ内の非定型なスペースで表現される広告が対象） 

・テキスト広告〔応募数：2〕 

（ブラウザ内でテキストの形で表現される広告が対象） 

・その他ウェブ広告〔応募数：18〕 

（上記 3部門以外の PC で再現されるインターネット広告が対象） 
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メール広告部門〔応募数：20〕 

（電子メールを使って表現される広告が対象） 

ビヨンド広告部門〔応募数：62〕 

（広告とクリック後のページの連携・一体感を意図した表現が対象） 

モバイル広告部門〔応募数：29〕 

（携帯端末を使った広告及びそれと連携するキャンペーンが対象） 

インテグレーテッドキャンペーン部門〔応募数：20〕 

（ネットとマスメディアとの連携を意図したキャンペーンが対象） 

 

 

本件についてのお問い合わせは、以下までお願いいたします。 

インターネット広告推進協議会（JIAA）事務局 

〒104-0045 東京都中央区築地 1-8-1 亀井橋ビル 4F 

TEL.03-3549-7555  FAX.03-3549-1079 

E-mail: awards@jiaa.org  URL: http://www.jiaa.org 

広告賞公式 Web サイト：URL: http://tokyo.interactive.ad.awards.jp 

 
 



〔参考資料〕 第１回 東京インタラクティブ・アド・アワード 受賞作品一覧

グランプリ
部門 作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

ビヨンド CAMCAMTIME CAMCAMTIME ソニー株式会社 株式会社ワンスカイ
株式会社ワンスカイ/株式会社ビジネス・
アーキテクツ

特別賞
部門 作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

WWF I
WWF II

ウェブ広告部門
・バナー広告

賞 作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名
WWF I
WWF II

銀賞 Planting 植林活動奨励 公共広告機構 株式会社電通 株式会社電通/有限会社イノセント・アイズ
Driving Ability：運動性能にまじめ
Customer Free Choice：自由にまじめ
Design：スタイルにまじめ
Safety：安全にまじめ

銅賞 loading...... コーラックソフト 大正製薬株式会社 株式会社電通 株式会社電通/有限会社イノセント・アイズ

入賞 マルチユーザーバナー　連打の門 編
新ゲームプロジェクト　ティ
ザー広告

アトムショックウェーブ株式会社 株式会社バスキュール 株式会社バスキュール

入賞 Bread 飢餓問題 公共広告機構 株式会社電通 株式会社電通

入賞
ナンデーモカンパニー「ボブサップ暴走
編」

ジョージア 日本コカ・コーラ株式会社 株式会社ワンスカイ
株式会社ワンスカイ/株式会社ビジネス・
アーキテクツ

入賞 ねえパパ
公共広告機構（親子のコミュ
ニケーション）

公共広告機構 株式会社電通 株式会社電通/有限会社イノセント・アイズ

入賞 Comics Hondaの自動車たち 本田技研工業株式会社 株式会社電通 株式会社電通
入賞 IMAGINE＆DESIGN〜TTT TOKYO TIMES TOWER 鹿島建設株式会社 株式会社博報堂アイ・スタジオ 株式会社博報堂アイ・スタジオ

・フローティング広告
賞 作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

金賞 ＦＬＹ フマキラーＡダブルジェット フマキラー株式会社 株式会社電通 株式会社電通

銀賞 ディーゼルジャパン / driveMotion(R)
DIESEL JAPAN 2002SPRING
＆SUMMER CAMPAIGN

ディーゼルジャパン株式会社 ライコスジャパン株式会社 ライコスジャパン株式会社

銀賞 drownproofing 公共広告機構（地球温暖化） 公共広告機構 株式会社電通 株式会社電通

銀賞 「暗闇モンスター」篇
てりたまバーガー（モンスター
ズインク・キャンペーン）

日本マクドナルド株式会社 株式会社電通 株式会社電通/有限会社イノセント・アイズ

銅賞 WEGA-Experience Simulator WEGAシリーズ ソニーマーケティング株式会社
株式会社ティー・ワイ・オー インタラクティブ
デザイン

株式会社博報堂アイ・スタジオ、株式会社
ティー・ワイ・オー インタラクティブデザイン

入賞 「極生」biglobe TOPページ 極生 キリンビール株式会社 株式会社博報堂アイ・スタジオ 株式会社博報堂アイ・スタジオ
おみくじ
初日の出

入賞 マッチ×チャコフィル・コラボ告知 マッチ 大塚ベバレジ 株式会社アサツーディ・ケイ バードランド/株式会社アサツーディ・ケイ

・テキスト広告
※該当無し

株式会社ティー・ワイ・オー インタラクティブ
デザイン

株式会社ティー・ワイ・オー インタラクティブ
デザイン

バナー

入賞

銀賞

金賞

WWF 財団法人世界自然保護基金ジャパン

COLT 三菱自動車工業株式会社

WWF 財団法人世界自然保護基金ジャパン

お年玉くじ付き電子年賀状 博報堂デングリプロジェクト

株式会社博報堂アイ・スタジオ、株式会社
ティー・ワイ・オー インタラクティブデザイン

株式会社博報堂

株式会社電通

株式会社博報堂アイ・スタジオ、株式会社
ティー・ワイ・オー インタラクティブデザイン

株式会社電通/株式会社葵プロモーション
/Hi-ReS!

株式会社博報堂



・その他ウェブ広告
賞 作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

入賞 CATMAN SeriesIIスポンサーシップ
アニメーションコンテンツ・スポ
ンサーシップ

株式会社アッカ・ネットワークス アトムショックウェーブ株式会社 アトムショックウェーブ株式会社

入賞
真・女神転生デビルチルドレン　黒の
書・赤の書　コミュニケーションセー
バー

ゲームボーイソフト「真・女神
転生デビルチルドレン 黒の
書」「真・女神転生デビルチル
ドレン 赤の書」

株式会社アトラス ライコスジャパン株式会社 ライコスジャパン株式会社

入賞 検索結果がエラーだったあなたに カフェスタ 東京通信ネットワーク株式会社 株式会社サイバーエージェント 株式会社サイバーエージェント
Lancome LCM(エル・セー・エム） /
driveMotion(R) - Ｔｒｕｅｂａｎｎｅｒ
Lancome LCM(エル・セー・エム） /
driveMotion(R) - Ｔｒｕｅｂａｎｎｅｒ 2002

メール広告部門
作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

銀賞 除菌イオン「空気も選ぶ時代」編 除菌イオンのエアコン シャープ株式会社 株式会社電通 株式会社ベイエリア
ハーレーダビッドソン V-ROD 「サウン
ド篇」
ハーレーダビッドソン V-ROD「2次元
CGアニメ」篇

入賞 非常ボタン キャッシング 株式会社クレディア 株式会社サイバーエージェント 株式会社サイバーエージェント

入賞
PEACE ONE DAY まずは、たった１日
でも世界にピースを。

カウントダウンシアター告知 ×２．５（有限会社ニバイハン） 株式会社エルゴ・ブレインズ -

住宅情報メルマガ“都心倶楽部”「月に
浮かぶ東京」篇
住宅情報メルマガ“都心倶楽部”「空か
ら見たベイエリア」篇

ビヨンド広告部門
作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

金賞 まじめ まじめ まじめ COLT COLT 三菱自動車工業株式会社 株式会社電通
株式会社電通/株式会社葵プロモーション
/Hi-ReS!

銀賞
NIKE ACG AIR THIELSEN ブランドサ
イト

NIKE AIR THIELSEN 株式会社　ナイキジャパン 株式会社大広 株式会社大広/株式会社葵プロモーション

銀賞 YOU CAN DO Public AD 複数のNPO団体 株式会社電通 株式会社電通/株式会社東北新社

銅賞
パンダのAIBO”ロンロン”プレゼント
キャンペーン

サントリーウーロン茶 サントリー株式会社 株式会社電通 株式会社電通/株式会社イメージソース

銅賞 スグBOSSキャンペーン サントリーBOSS サントリー株式会社 株式会社電通
株式会社電通/トーキョウ・グレート・ヴィ
ジュアル

入賞 memento pebble
Web＆Interactive banner of
non-profit organization

kodaiji zen temple in kyoto 株式会社電通 株式会社電通/株式会社東北新社

入賞
キリンビール環境広告キャンペーンシ
リーズ−−エコジローの環境テーブル

キリンビール環境活動 キリンビール株式会社 株式会社デジタルパレット 株式会社デジタルパレット

入賞 「極生」壁紙ダウンロードバナー 極生 キリンビール株式会社 株式会社博報堂アイ・スタジオ 株式会社博報堂アイ・スタジオ

入賞 Connected_Identity Connected_Identity ソニー株式会社 株式会社ワンスカイ
株式会社ワンスカイ/株式会社ビジネス・
アーキテクツ

入賞 ジグソーパズル篇 企業広告 株式会社ジオス 株式会社東急エージェンシー オフィスキュー

日本ロレアル株式会社入賞
Lancome LCM（エル・セー・エ
ム）

入賞

銅賞
ハーレーダビッドソン　V-ROD
（2003年モデル）

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社

ISIZE住宅情報メルマガ“都心
倶楽部”

株式会社リクルート

ライコスジャパン株式会社ライコスジャパン株式会社

株式会社セプテーニ

株式会社セプテーニ

株式会社セプテーニ

株式会社セプテーニ



モバイル広告部門
作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

銀賞
NAVI-AD「大阪くいだおれ」店頭誘引
キャンペーン

NAVI-ADトライアル ＫＤＤＩ株式会社 株式会社エイワンアドネット 株式会社エイワンアドネット

銅賞
【ぶんぶん〜いつもそばにHAPPY
MODEな気分】とくするメニュープロ
モーション2002〜03

とくするメニュー 株式会社ディーツーコミュニケーションズ 株式会社ディーツーコミュニケーションズ -

銅賞 吉岡美穂のe-check e-check 株式会社アデランス 株式会社電通 有限会社ティーズデザインシステムズ
入賞 「スグＢＯＳＳキャンペーン」 ＢＯＳＳ サントリー株式会社 株式会社電通 株式会社電通/株式会社電通テック

入賞
ナショナル　The ノンフロン冷蔵庫　デ
ビューキャンペーン

ナショナル　The ノンフロン冷
蔵庫

松下電器産業株式会社 株式会社電通 株式会社電通テック/株式会社サイバード

入賞
クラブ アキュビュー・モバイルキャン
ペーン

クラブ アキュビュー ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
株式会社ジャパン・モバイル・コミュニケー
ションズ

-

インテグレーテッドキャンペーン部門
作品名 商品名 広告主名 応募会社名 制作会社名

金賞 立ち読みしま書 新刊書籍連合
1万年堂出版、中央公論新社、原書房、河
出書房新社、光文社、ソニー･マガジンズ、
双葉社、洋泉社

株式会社読売新聞東京本社 株式会社ロフト

金賞 NIKEFOOTBALL02キャンペーン NIKEPARK 株式会社ナイキジャパン 株式会社大広 株式会社大広/Framfab 他

銀賞 Connected_Identity Connected_Identity ソニー株式会社 株式会社ワンスカイ
株式会社ワンスカイ/株式会社ビジネス・
アーキテクツ

銀賞
今ならハッピーエクスペリエンス！キャ
ンペーン

Windows XP、 Office XP マイクロソフト株式会社 株式会社マッキャンエリクソン 株式会社ディー・ディー・エフ

銅賞 野菜で体内メンテナンス大作戦!! カゴメ野菜飲料 カゴメ株式会社 株式会社博報堂
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
株式会社

銅賞
ジョージアネット+ナンデーモカンパ
ニー

ジョージア 日本コカ・コーラ株式会社 株式会社ワンスカイ
株式会社ワンスカイ/株式会社ビジネス・
アーキテクツ

入賞 まじめ まじめ まじめ COLT COLT 三菱自動車工業株式会社 株式会社電通
株式会社電通/株式会社葵プロモーション
/Hi-ReS!




