
第55回「宣伝会議賞」

協賛企業と課題一覧

課題 課題企業名　 ※五十音順 企業名　 ※五十音順

アウディ ジャパン

アサヒグループホールディングス

アットホーム

イエシル

オークラヤ住宅

オリックス

カスタムプロデュース

関電工

キッコーマン

キッツ

キヤノンマーケティングジャパン

牛乳石鹼共進社

霧島酒造

近畿大学

クレディセゾン

ココカラファイン

骨粗鬆症財団

コンカー

コンチネンタルタイヤ・ジャパン

サンゲツ

サントリー

品川区

セゾン自動車火災保険

セメダイン

セントラル警備保障

ソーエキサイト

大同特殊鋼

ディーエムソリューションズ

東京個別指導学院

東京証券取引所

東放学園

トレンドマイクロ

ニチバン

日本中央競馬会

日本レジストリサービス

パナソニック

ビデオマーケット

FIXER

フェリカネットワークス

福屋不動産販売

マネックス証券

三井不動産リアルティ

三菱電機

ヤフー

USEN

ロッテアイス

Audiの魅力を自由に表現

アサヒグループの研究開発力を表現するアイデア

中古物件の魅力を伝えるキャッチフレーズ

オークラヤ住宅の魅力が多くの人に伝わる広告アイデア

BROOKSランニングシューズ ミッドソールDNAのキャッチフレーズ

関電工の魅力を広く伝えるアイデア

国境を超えておいしさの出会いを広げ続けるキッコーマンの企業広告

バルブを身近に感じるアイデア

キヤノンの一眼レフ「EOS Kiss X9」で、わが子を撮りたくなるアイデア

「黒霧島のあるおいしいシーン」を表すキャッチフレーズ

これまでの作品を超越する、破壊力あるキャッチフレーズ

生活の100%をカード払いにしたくなった！と思わせるような広告アイデア

「経費精算する＝コンカーする」となるようなアイデア

デカビタCが飲みたくなるようなキャッチフレーズ、ラジオCM

CSPセントラル警備保障の全国での認知度を向上させるためのアイデア

大同特殊鋼のことを、より多くの人に知ってもらうアイデア

ウォーターサーバーを使いたくなるキャッチフレーズ

ETFの魅力が伝わるキャッチフレーズ、テレビCM

来年の日本ダービーに参加したくなるようなアイデア

日本のドメイン名「.jp」を使いたくなるような広告アイデア

パナソニックの電動アシストMTB「XM1」が日本で大流行するアイデア

「cloud.confi g」にしなきゃ、と思えるアイデア

「トレーダーってかっこいいな」と思ってもらえるようなキャッチフレーズ

Yahoo! JAPANに入社したくなるようなキャッチフレーズ

「今のUSEN」を多くの人に知ってもらえるアイデア

もっと多くの人が「爽」を食べたくなるアイデア
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ラジオテレビ
キャッチ
フレーズ ラジオテレビ

キャッチ
フレーズ

マンション売買を始める前に、ビッグデータを用いた
イエシルの査定価格をチェックしよう！と思ってもらえるアイデア

あらゆる産業現場のエンジニアに
「技術パートナー」としてセメダインを想起させる広告アイデア

「Hailey'5 Café」を知らない人が、
友人や恋人を誘って行ってみたくなる広告アイデア

東放学園グループの4つの専門学校を表現したキャッチフレーズ

「東京個別指導学院には、熱い想いを持って日々生徒と向き合う
講師がいる」という魅力を伝えるアイデア

ウイルスバスター for Home Networkが
日本中のご家庭で使われるアイデア

セロテープ70周年に際し、セロテープが環境に優しいことが
伝わる広告アイデア

VODサービスの「ビデオマーケット」を
皆さんに知っていただくためのキャッチフレーズ

電子マネー未利用者、もしくはカードのみ電子マネーを利用している人が
「モバイル（スマートフォン）」で電子マネーを利用したくなるアイデア

数ある不動産会社の中から、「売買の相談をするなら福屋不動産販売が
いい！」と思えるような、インパクトのあるキャッチフレーズ

カレコ・カーシェアリングクラブの会員が、カレコ会員であることを
自慢したくなるアイデア

「霧ヶ峰Style FLシリーズ」を世の中に広く伝えるための、
常識や固定概念にとらわれない自由なアイデア

まだ知られていないオリックスグループの事業への
興味が高まるキャッチフレーズ

「カウブランド赤箱」をフラッグシップブランドとして持つ
牛乳石鹼共進社の企業キャッチフレーズ

「ココカラ公式アプリ」がもっとダウンロードしてもらえる
ようなキャッチフレーズ

コンチネンタルタイヤを知らないドライバーの方 に々
「そうだ！コンチネンタルタイヤを履いてみよう！」と思ってもらえるアイデア

骨粗鬆症が自分や身近な人に関わることだと考えてもらえる
ような広告アイデア

壁紙・床材・カーテンをはじめとしたサンゲツ商品を
もっと知ってもらい、インテリア文化の発展につながるアイデア

魅力いっぱいなのに伝えきれていない品川区を
強烈にアピールするアイデア

“なんとなく”で自動車保険を選んでいる人たちに、
「おとなの自動車保険に加入したい！」と思わせるキャッチフレーズ
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

中古物件の魅力を伝えるキャッチフレーズ

アットホーム03

課題

1日本は欧米に比べて「新築」志向が強く、「中古」というとマイナスイメージを抱く方も多くいます。
そんなマイナスイメージを取り払って、中古物件の魅力を多くの人に知ってもらいたいとの思いから、こ
の課題をお出ししました。 2 少子高齢化、世帯数減少などにより、政府はストック型社会への転換、
既存住宅・リフォーム市場の活性化を推し進めています。消費者にとっても立地や価格面でのメリッ
トがある中古物件は、リフォーム・リノベーション、DIYの流行もあって、ますます注目が集まっていま
す。 3アットホームの調査では、中古物件購入者の「中古物件を買おうと思った理由」で最も多かっ
たのは「立地が良かったから」、次いで「新築よりも安かった」が挙げられました。こうした実質的な
メリットはもちろんですが、長く大切に住まわれてきた物件には他にもきっとたくさんの魅力があります。
4 住まいに求めることは人によって違いますが、多くの人が「中古物件っていいな」と思えるような、
心を動かすキャッチフレーズをお待ちしています。

プロモーション推進部　部長
尾身正道氏

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

Audiの魅力を自由に表現

アウディジャパン01

課題

1日本において、Audiをより認知していただき、魅力的なブランドだと感じてもらうことです。 2 Audi

が属する自動車市場のプレミアムセグメントは世界的に成長しており、Audiはグローバルでセグメント
3位（2016年 )の販売台数です。これに比べ日本においては、特にブランド認知や販売台数でまだま
だ成長できると考えています。 3 Audiは「Vorsprung durch Technik (技術による先進 )」をテー
マに掲げ、時代に先駆ける先進的なクルマを生み出してきました。その上で皆さまが感じる魅力的な
Audiを表現してください。 4 特定の車種（モデル）ではなく、ブランド全体を表現するようなアイデ
アをお待ちしております。制作者さまご自身が感じられたAudiのイメージや、私たちに期待しているこ
とをアイデアに落とし込んだ表現をお願いします。

リサーチプロジェクトリーダー
後藤晋哉氏

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

アサヒグループの研究開発力を表現するアイデア

アサヒグループホールディングス02

課題

1 私たちアサヒグループの研究開発チームは、食を通じた「感動」をお届けするために、おいしさと
安全の追求にとどまらず、健康に貢献する素材、環境負荷を抑える生産技術を開発するとともに、農
業や畜産分野への挑戦もしています。でもそれらの多くはあまり語られることはありません。口下手な
私たちの代わりに、私たちの研究開発力をPRするコピーを考えてください。 2 近年、ESG（環境・
社会・企業統治）やCSV（共通価値の創造）への取り組みが注目され、企業価値に大きな影響を
与え始めています。 3おいしくて安全な商品、健康維持に役立つ商品、環境に配慮した商品を生み
出してきた私たちの研究開発は、いわばCSVそのものです。私たちの技術は社会を変え、皆さまとの
共通価値になると信じています。 4まずはWebサイトを見て、私たちのことを知ってください。そこか
ら、あなたが見つけた私たちの力を、表現してください。

グループR&D総務部　技術情報室
中村健二氏

マンション売買を始める前に、ビッグデータを用いた
イエシルの査定価格をチェックしよう！
と思ってもらえるアイデア

イエシル04

課題

1ご自身の部屋の価値を知らない人、マンション売買を検討している人に、マンション売買を検討す
る前にイエシルで査定価格をチェックしたいと思ってもらえるアイデアを募集します。 2 現在の日本は
少子高齢化の影響で、新築住宅の需要が低下し、既存住宅を活用しようという動きが活発化してい
ます。しかし、お住まいを買おう・売ろうとした時に、公正・中立な立場による現在価値や将来の資
産価値、最適な売買タイミングを知ることは非常に困難です。 3イエシルは不動産市場の透明性向上
と、不動産流通の活性化を目指し、お客さまの不動産売買が少しでも安全、信頼ができるお取り引き
となることを目指しています。お客さまの利益やご希望が第一となるよう、物件に関するさまざまなビッ
グデータを最大限に活用し、透明性の高い不動産情報サービスを提供しています。 4イエシルは情報
の透明性、中立性、信頼性を大事にしています。国内の先進的な不動産情報サービス「イエシル」
の魅力が伝わり、使ってみたいと思ってもらえるようなアイデアをお待ちしています。

不動産ユニット
飯沢大樹氏

協賛企業の誌面オリエンテーション 課題のポイント 　 市場・ターゲットの動向2 　 制作にあたっての注意事項4　 コピーの目的1 　 課題商品・サービスの訴求したいポイント3
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

BROOKSランニングシューズ 
ミッドソールDNAのキャッチフレーズ

カスタムプロデュース07

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

オークラヤ住宅の魅力が多くの人に伝わる
広告アイデア

オークラヤ住宅05

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

まだ知られていないオリックスグループの
事業への興味が高まるキャッチフレーズ

オリックス06

課題

関電工の魅力を広く伝えるアイデア

関電工08

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 独自の衝撃吸収（クッション）材であるブルックスDNA。その優れた素材は、説明が難しく未だ
その特徴を一言で想像できるキャッチフレーズを見つけられていません。そこで、特徴をとらえた印象
に残るキャッチフレーズを募集します。 2ブルックスは、アメリカのランニング専門店市場でシェア1位
を誇る専門ブランド。男女問わず、習慣的にスポーツを楽しむアクティブな方がターゲットです。 3 従
来のシューズは、体格の大きい方にはクッション性が弱すぎ、逆に小さな方にはクッション性が強すぎ
るという潜在的な問題を抱えています。しかしブルックスDNAは素材自身の衝撃吸収力を変化させる
ことで、問題を解決し全てのランナーの走りに最適なクッションを提供できます。詳しくは「ブルック
ス テクノロジー」で検索。 4ブランド紹介や商品紹介が目的ではありません。

マーケティング部　主任
小嶋朋子氏

1当社をより多くの方に知っていただき「マンションのことならオークラヤ住宅に相談しよう」と思って
いただける広告アイデアを募集いたします。 2 若いご夫婦の初めてのマイホームからご高齢者の資産
処分まで幅広くお手伝いをしております。首都圏のマンション販売戸数は昨年「中古」が「新築」を
逆転し、消費者ニーズが変化しています。自分らしく「中古」をカスタマイズするリノベーションが
ブームとなり、「新築」と比べて立地が良く、価格が安い「中古」を選ぶ方も増えています。 3当社
は今年で35周年を迎えます。きめ細かな地域密着型の営業活動を続け、首都圏を中心に14カ所の
営業拠点で累計10万件を超える契約実績があります。リノベーション事業にも、いち早く取り組み数
多くの実績を残しています。当社をもっと知っていただき「大手にはない魅力がある会社」と思ってい
ただけるような作品をお願いします。 4自虐的な内容の作品はご遠慮ください。

営業企画本部　営業企画部　副部長
星野日出美氏

1オリックスグループが展開する事業やサービスを知ることをきっかけに、当グループへの興味を持っ
ていただくことです。 2オリックスグループは変化する世の中のニーズに応え、リースを基点に金融だ
けでなく、自動車・不動産・環境エネルギー関連などに事業領域を広げ、常に挑戦しつづけていま
す。一方で、事業領域が多岐にわたるため、一般の方には何をやっている会社なのかがわかりにくく
なっています。 3オリックスグループは金融だけでなく、社会性・公共性の高い事業や身近なサービ
スも含め、さまざまな事業を展開する世界でも類をみないユニークな企業です。そして、多様な活動
を通じて経済やくらしに新たな活力を与えています。さまざまな事業の複合体である当グループに対す
る、一般の方の興味や好意を高めるキャッチフレーズを期待しています。

グループ広報部
滝井澄世氏

1 私たち関電工は社会や暮らしの快適・便利を支えるために、電柱の工事をはじめ発電所や工場、
オフィスビル、病院など、幅広い分野の設備工事を展開している総合設備企業です。社会インフラを
支える当社の魅力を伝え、認知度の向上を図ることが目的です。 2 建設業界は、都市部の大規模再
開発事業やオリンピック・パラリンピック関連工事の影響により、活況を呈しています。一方で人材
の不足が懸念されています。 3当社は電気設備工事をはじめ、空調・給排水設備工事、情報通信
工事等の設計、施工、メンテナンス及びリニューアルまで、一貫したエンジニアリング事業を展開して
います。さらにIoT、ロボット、ドローンを使用した技術革新に取り組んでいます。 4これまでのイメー
ジにとらわれない、新しい発想で当社の魅力を発見していただき、より多くの方々へその魅力を伝える
アイデアを募集します。

総務部　広報チーム
横堀 翠氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

キヤノンの一眼レフ「EOS Kiss X9」で、
わが子を撮りたくなるアイデア

キヤノンマーケティングジャパン11

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

国境を超えておいしさの出会いを広げ続ける
キッコーマンの企業広告

キッコーマン09

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

バルブを身近に感じるアイデア

キッツ10

課題

「カウブランド赤箱」を
フラッグシップブランドとして持つ
牛乳石鹼共進社の企業キャッチフレーズ

牛乳石鹼共進社12

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 一眼レフ「EOS Kiss X9」で、わが子を撮りたくなるアイデア。 2 今、SNS上でのイメージコミュ
ニケーションが盛んな時代です。より素敵に子どもの成長記録や家族の思い出を残したいと思うパパ
とママは増えています。そんな子育て世代がターゲットです。 3「EOS Kiss X9」は、小型・軽量の
一眼レフで、女性にも扱いやすいサイズ感です。約2420万画素の高画質や、ピントを素早く合わせ
られるオートフォーカス機能なども特長です。 4スマホでの撮影が中心で、一眼レフでの撮影を「操
作が難しそう」などとためらっているパパ・ママたちへ、「EOS Kiss X9」で撮影することで、よりラ
イフスタイルを輝かせてくれることが伝わる広告のご提案をお願いします。

宣伝戦略部
阿食金太郎氏

1 私たちキッコーマンは「おいしい記憶をつくりたい。」をコーポレートスローガンに定め、"地球上の
より多くの人がしあわせな記憶を積み重ね、ゆたかな人生をおくれるようお手伝いをしていきたい"と
の想いで、海外にもしょうゆを紹介してまいりました。世界の食文化とおいしさの出会いの「輪」を広
げ続けるしょうゆの可能性や魅力を、皆さんの感じる「キッコーマン」の魅力とあわせて表現してくだ
さい。 2キッコーマンしょうゆはいま、100カ国以上で販売されていますが、そのおいしさや使い方を
十分に知らない海外の方に、どのように魅力をお伝えするか、皆さんの感性で表現してみてください。
3しょうゆはさまざまな素材や料理になじむ特長をもっています。ゆえに海外では、和食だけでなく、
現地の食文化との融合を図ることでおいしさの輪を広げています。

経営企画室　コーポレートブランド担当マネジャー 

中島みどり氏

1 “バルブ”も“キッツ”も、管材業界では良く知られています。ですが、世間一般にはほとんど知られ
ていないのです。バルブを正しくイメージし、その重要性を一般の人でもわかってもらえるアイデアを
期待しています。 2バルブ業界において、当社は国内ではシェアNo.1。世界でもトップ10に入る総
合バルブメーカーです。近年、バルブは建築設備、工場の生産設備、プラントなど従来の市場から、
水素ステーション用バルブなど活用の範囲を広げています。 3 “バルブ”と一口に言っても、世の中に
はさまざまな種類のバルブがあります。共通しているのは「流体を流したり、止めたり、流量を制御し
たりするもの」だということ。バルブは身近なものであり、日々、私たちの生活を支えているのです。
4当社は国内だけでなく海外市場においても、さらにシェアを広げています。そのため、国内外を意
識したPRにも使用できるようなアイデアを募集します。

経営企画本部　広報・IR室長
向井真也氏

1 人々の「美と清潔そして健康づくり」に役立つため、身体洗浄料を中心に「品質第一主義」に活
動する“牛乳石鹼共進社”の認知率と親近感を上げることです。 2 固形石けん市場は漸減傾向が続
いています。当社でもボディソープの売上が固形石けんより大きくなっており、洗顔・ボディ・手洗い
それぞれに機能特化されたものが増えてきています。固形石けん以外の当社製品も、ブランドイメー
ジの優位性のベースには固形石けんへの信頼、安心感があります。 3当社は固形石けんのほかにボ
ディソープ、シャンプー、メイク落とし、洗顔料、ハンドソープなど身体洗浄料を製造・販売していま
すが、テレビCMをやめてから10年以上が経過しており、企業イメージが希薄化しています。 4当社
には「牛乳石鹼の歌」がありますが、ご応募いただいたキャッチフレーズをメインフレーズに使って新
しい歌をつくることも考えていますので、リズム感のあるキャッチフレーズをお待ちしています。

マーケティング部　課長 

春名洋至氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

生活の100%をカード払いにしたくなった！
と思わせるような広告アイデア

クレディセゾン15

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「黒霧島のあるおいしいシーン」を表す
キャッチフレーズ

霧島酒造13

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

これまでの作品を超越する、
破壊力あるキャッチフレーズ

近畿大学14

課題

「ココカラ公式アプリ」がもっとダウンロード
してもらえるようなキャッチフレーズ

ココカラファイン16

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 私たちは常に世の中に ｢脱現金｣ というメッセージを発信し続けてきましたが、まだまだ努力不足
を感じています。私たちの目標は生活の100％をカード払いにしていただくことです。その取り組みの
ひとつとして、スマホでのカード決済もスタートしました。スマホさえあれば、電車にも乗れるし、お
買物だってできる･････お財布を持たずにお出かけができる時代になってきたのです。まさに我々が目
指すのは、そのような便利でスマートで安全な社会。さらにセゾンカードなら、交換期限のない永久
不滅ポイントも貯まり、貯まったポイントは ｢ポイント運用｣ できるので、擬似投資体験をしながらさ
らに増やす楽しみを感じていただけます。私たちにさらに新しい気付きを与えていただき、カードを便
利に賢くご利用いただくための広告アイデアを募集いたします。

営業企画部　プロモーション戦略グループ
山神悠理氏

1 “トロッとキリッと”でお馴染みの黒霧島は、2018年に発売から20年目を迎えます。これまでの20

年で黒霧島がお届けしてきた、さまざまな「おいしいシーン」を表現することで、黒霧島の魅力をより
たくさんの方にお伝えしたいと考えております。 2 芋の風味を持ちつつ、食中酒としても楽しめる霧島
酒造の本格芋焼酎は、その味わいから多くのファンの皆さまにご支持いただき、女性や初めて焼酎を
飲まれる方にもご好評いただいております。 3 黒麹の醸すトロッとした甘み、キリッとした後切れが特
徴の黒霧島。芋の香りは生かしつつも自己主張をし過ぎず、さまざまな料理やシーンの引き立て役と
なってきました。 4 黒霧島をご愛飲いただいている方だけでなく、初めての方も思わず飲んでみたくな
るようなアイデアをお待ちしております！

企画室　主任
大久保昌博氏

1 挑戦を続ける本学をより多くの人に知っていただき、大学のブランド力を向上させることを目的とし
ています。 2 18歳受験人口は減少を続け、今後増える見込みがない状態です。 3 本学の建学の精
神である「実学」を実感させたいと考えています。 4大阪の大学ですので、「笑い」も歓迎いたします。

総務部　広報室長
加藤公代氏

1ココカラ公式アプリをまだ知らない人はたくさんいます。そんな方々にこのアプリをダウンロードして
ほしいと思っています。 2ドラッグストアのポイントカードは1人2～ 3枚持っていると言われている一
方で、財布の中でかさばる、探すのに苦労するなどポイントカードへの不満も多く、特に若年層や男
性は会員になっていただくことが難しい傾向にあります。 3クーポンやアプリ独自ポイント（ファイン）
などのさまざまな特典や機能がありますが、企業目線ではなく、顧客目線でココカラ公式アプリの魅
力を発見していただき、訴求していただきたいです。 4ココカラ公式アプリをダウンロードしたくなるよ
うな作品をお待ちしております。

販促部　マーケティングチーム　課長
笹木朋美氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

コンチネンタルタイヤを知らないドライバーの方々に
「そうだ！コンチネンタルタイヤを履いてみよう！」
と思ってもらえるアイデア

コンチネンタルタイヤ・ジャパン19

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

骨粗鬆症が自分や身近な人に関わることだと
考えてもらえるような広告アイデア

骨粗鬆症財団17

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「経費精算する＝コンカーする」となるようなアイデア

コンカー18

課題

壁紙・床材・カーテンをはじめとしたサンゲツ商品を
もっと知ってもらい、インテリア文化の発展に
つながるアイデア

サンゲツ20

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1「安全で快適なドライビングには、タイヤが安全に重要な役割を果たしている。そうだ！コンチネン
タルタイヤを履いてみよう！！」と、選択肢の１番目にイメージされるようになるアイデアを募集します。
2タイヤは黒くて丸いゴムの塊で、試乗の機会も少なく、その違いがわかりにくい商品です。そのため、
購入の決め手となる要因に価格を上げる人も少なくありません。ターゲットは、純正装着率の高い輸
入車オーナー層を中心に、タイヤに関心があり、付加価値を理解してくれるドライバー層です。 3コン
チネンタルタイヤは、145年以上の歴史をもつ世界第４位のドイツのタイヤメーカーです。欧州新車３
台の１台に新車装着タイヤとし採用され、多くの海外自動車雑誌や専門誌のタイヤ評価テストでトップ
レベルの成績を収め、さまざまな賞を受賞しています。 4「コンチネンタル」と聞けば「タイヤ」とイ
メージするようになるアイデアをお待ちしております。

マーケティング・コミュニケーション　マネージャー
宮川直子氏

1骨粗鬆症を身近なことと考え、多くの人たちが気軽に自分の骨を測るようになってもらいたいです。
2 骨粗鬆症は多くの人に知られている疾患ですが、ほとんどの人は検診を受けていません。日本人の
平均寿命は世界のトップクラスですが、人生最後の約10年間は健康といえない状態で過ごします。
特に問題なのが要介護です。要介護になる大きな要因のひとつが骨粗鬆症による骨折です。 3 50歳
以上の女性は3人に1人が、男性は5人に1人が骨粗鬆症によって骨折します。骨粗鬆症は生活習
慣の改善などで予防できます。そのためにも自分の骨の状態を知っておくことは大事です。 4 単に骨
を測りましょうというキャッチフレーズではなく、骨粗鬆症を自分や身近な人の問題と考え、骨を測る
ことの重要性を訴えるメッセージをお願いします。

事務局
石井成幸氏

1 経費精算システム導入に関わる方々が、コンカーに興味を持つことです。 2 導入検討の際は、経
理 /総務の部長が導入判断をし、役員会で承認を得ることが多いです。「従業員による申請 → 上司
が承認 → 経理・総務などがチェックして処理」という経費精算のステップを経て、立て替えた経費
は従業員に払い戻されます。多くの会社では今も紙、ハンコ、Excelが使われていて、非効率で面倒
な思いをしています。 3サラリーマンが生涯平均52日を費やす経費精算を一新。まずスマホでいつで
もどこでも申請・承認できます。データ入力の多くが自動化されるので、手間も入力間違いも不正申
請もなくなり、経費の分析が可能になり、外回りの多い従業員も経理 /総務担当もハッピーになります。
課題に記載した4つの特徴をご覧ください。 4 課題の参考に記載したNewsPicksの記事（https://

newspicks.com/news/1686584/）は、特に市場とコンカーを簡潔に分かりやすく示していますの
で、ぜひ読んでください。あなたのアイデアで、コンカーと一緒に働きやすい社会を実現しましょう。

マーケティング本部　コマーシャルマーケティング担当マネジャー
野田洋輔氏

1私たちサンゲツは、「Joy of Design」をブランドコンセプトとして定め、インテリア商品のつくり手
と使い手、関連する人 と々ともに、新しい空間づくりや価値創造のよろこびを分かち合うことを目指し
ています。その想いを伝えていくためのアイデアをお願いします。 2生活者のニーズが多様化、高度化
してきており、量より質をもった内装計画による、それぞれのシーンに合った内装提案が求められてい
ます。 3当社が取り扱う壁紙、床材、カーテン、椅子生地など内装材は、一般的に取り扱いが面倒
で非日常的だと思われています。しかし、内装材は、比較的リーズナブルに取り入れられる魅力的な
アイテムです。当社では、コーディネートやショールーム機能など、空間づくりをわかりやすく提案する
サービスを充実させることで、内装材は、もっと自由に、手軽に選べる楽しみがあることを伝えていき
たいと考えています。もっと身近に興味をもってもらえるよう、また、より魅力的に感じてもらえる表現
をお願いします。

インテリア事業本部　プロモーション課　課長
生島愛子氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

“なんとなく”で自動車保険を選んでいる人たちに、
「おとなの自動車保険に加入したい！」
と思わせるキャッチフレーズ

セゾン自動車火災保険23

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

デカビタCが飲みたくなるような
キャッチフレーズ、ラジオCM

サントリー21

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

魅力いっぱいなのに伝えきれていない
品川区を強烈にアピールするアイデア

品川区22

課題

あらゆる産業現場のエンジニアに
「技術パートナー」としてセメダインを想起させる
広告アイデア

セメダイン24

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 付き合いや、車両販売店に薦められるまま“なんとなく”自動車保険に加入される方々に、「おとな
の自動車保険」の魅力を伝え、加入したいと思っていただくことです。 3本商品の特徴は、事故率の
低い世代の保険料を割安にした保険料体系です。そのため割安な保険料、インターネットでの手軽
な手続きをお求めの方に好評いただいています。加えて、1万円引きのネット割引や早割など割引も充
実しています。また損保ジャパン日本興亜の全国のサービスセンター網との連携や、ALSOK隊員が
事故現場に駆けつけるサービスで、万一の際も安心です。さらに事故やトラブルの際、車に設置した
「つながるボタン」を押すことですぐに事故連絡でき、位置情報捕捉も即座されるため、スムーズな事
故報告が可能になります。日々の安全運転をアシストする「つながるアプリ」など新しいIoTサービス
も好評です。

マーケティング部　課長代理
野崎将孝氏

1バイト・部活でお疲れの学生や外仕事で汗をかく社会人に、「疲れた時には、デカビタＣ！」と、
迷わず選ばれるブランドにしてください。 2エナジー系炭酸の市場は伸張傾向にあり、特にお得感の
あるペットボトルの商品が伸びてきています。10～ 30代の若者（特に学生や外仕事の社会人）に
飲んでいただきたいブランドです。彼らは日々の生活に真面目に取り組んでおり、日常的に体の疲れを
感じています。 3 元気がみなぎるイメージ、25年続くロングセラーブランドとしての安心感、身近さ、
親近感。 4 缶、瓶、ペットボトルのどれかに限定したコピーではなく、「デカビタＣ」ブランド全体を
テーマにしてください。効果効能を直接的に感じさせる表現（回復した、元気になったなど）は避け
てください。

宣伝部クリエイティブグループ　課長
岡 ゆかり氏

1 品川区の魅力をもっとたくさんの方にお伝えし、訪れていただくとともに、区民の区への愛着、誇り
を高めていくことにつなげたいと思います。 2 東京南東部に位置し、面積約23キロ平方メートル、人
口約39万人、古くから交通の要衝として栄えています。2年前から「わ！しながわ」を合言葉に「品
川区」の魅力発信を進めていますが、より大きなムーブメントとして、新たな魅力の掘り起こしが必要
であると考えています。 3既述の「交通が便利」「みどりと水辺」「個性豊かな街並」「元気な商店街」
「子育て・教育」以外の魅力、特徴、今までになかった切り口。 4 少々自虐的、破天荒な表現でも
構いません。エッジの効いたインパクトのあるアイデアをお待ちしています。

企画部　広報広聴課報道・プロモーション担当課長
木村浩一氏

1メカニカルエンジニアや建築士、すなわち工業や建築の現場で、プロダクトを実際に設計する人た
ちの心に直接響くキャッチフレーズをお願いいたします。 2スマホやPC、自動車、飛行機、船舶、
橋梁など、最先端のものづくりの陰には必ず最先端の接着技術があります。セメダインはいつの時代
も、ものづくりの現場に、課題を解決するハイレベルな接着技術を提供してきました。 3 次世代の技
術に挑むエンジニアが、普段どんな情報を求めているのかは、日経産業新聞や化学工業日報などをご
覧いただければわかるかと思います。彼らが課題にぶつかったとき、まっさきに「セメダインに相談し
てみよう」を導きだせる作品をお待ちしております。 4なお、今年募集するのは「実際にものづくりを
する人たちに向けたキャッチフレーズ」です。「toC企業と認識されがちなセメダインをtoB企業として
幅広く認知させる」課題であった昨年と異なり、toCに触れる必要は全くありません。「家族」「工作」
「親子」「絆」などはすべてNGワードといたしますので、よろしくお願いいたします。

経営企画部　広報室
篠原 泉氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

大同特殊鋼のことを、
より多くの人に知ってもらうアイデア

大同特殊鋼27

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

CSPセントラル警備保障の全国での認知度を
向上させるためのアイデア

セントラル警備保障25

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「Hailey'5 Café」を知らない人が、
友人や恋人を誘って行ってみたくなる広告アイデア

ソーエキサイト26

課題

ウォーターサーバーを使いたくなるキャッチフレーズ

ディーエムソリューションズ28

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 特殊鋼という素材は、本当はすごいのに説明が難しいです。いろいろな視点やアイデアで当社や当
社製品などを上手く表現してください。 2ボールペンの先からスマートフォン、自動車、航空機、発
電所や医療機器まで、世の中のいたるところに当社は関わっています。でも、そのほとんどが外からは
見えない場所や目立たない所のため、なかなか知られていません。まだ気づいてもらえていない多くの
人たちに少しでも知ってもらいたいです。 3あまり知られていないからこそ、ちょっとでもわかると「お
もしろい」と感じてもらえると思います。多くの方から、その「ちょっとの興味」を引き出してもらいた
いです。 4特殊鋼に限ったものではありません。当社の事業や活動などさまざまな要素からのアイデア
をお待ちしています。

総務部　広報室
松﨑友晴氏

1「セントラル警備保障（CSP）」の認知度を上げるアイデアを募集します。 2当社は昭和41年創
業の警備会社です。日本の警備会社は約9400社あり54万人の警備員がいます。その中で業界第3

位に位置し、ご自宅からマンション、ビル、工場、商業施設だけでなく、高齢者の見守り、駅の改
札通過通知サービス、現金輸送など総合的なセキュリティ事業を展開しています。また、JR東日本
の東京駅はじめ同社の各施設の安全安心を担っています。 3当社には数多くの資格を取得し、さまざ
まな訓練を重ね、いざという時に頼りになる警備員が多数在籍しています。しかし認知度がいまひとつ。
もっと多くの方に当社を知ってほしい、安全安心に関わることなら何でも相談していただきたい、とい
う当社の悩みを解決してください。 4会社名のほかに「CSP（セントラル セキュリティ パトロールズ）」
という略称を使用しています。会社名はもちろん、略称の認知度もアップしたいと考えています。

経営企画部　広報宣伝・IR室長兼担当部長
佐藤 康氏

1 進化したインターネットカフェにたくさんの方に足を運んでいただくため、広告クリエイティブの品質
向上を目指しています。 2デジタルコンテンツの進化により、PCやコミックといった従来のネットカフェ
サービスの需要は減り、空間の快適性やアミューズメント性が重要視されるようになってきています。
また場所貸しビジネスは「1組あたりの客数」が収益を大きく左右するため、友人同士、恋人同士と
いったペア利用の促進が課題です。 3 楽しい場所のはずなのに、なぜか店内では喋ってはいけない。
ネットカフェには不思議なルールや不便なことがたくさんあります。このような常識を変えていくことが
ハイリーファイブカフェのテーマです。 4 特にありません。法令上の制約から表現できないこともありま
すが、率直な広告アイデアをお待ちしています。

運営グループ　マネージャー
西田将輝氏

1当社が運営するウォーターサーバーの比較サイトは年間で100万人以上が利用しています。そこで
ホームページへ訪問していただいているユーザーに対してウォーターサーバーを使ってみたいと思わせ
るキャッチーなフレーズがほしいと考えて今回コピーライターの方々のお力を借りたいと思います。 2

ウォーターサーバーを導入するご家庭は年々増加しています。JDSA（日本宅配水＆サーバー協会）
によると、2016年度の市場規模は1400億円にもなります。 3サーバーに専用のボトルをセットして
ボタンひとつを押すだけで、いつでも冷水・温水が使用できる便利な給水・給湯機器です。便利な
ウォーターサーバーですが、なかなかその便利さが伝わらないことが多いのが現実です。

バーティカルメディア事業部　事業部長
木村和央氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

東放学園グループの4つの専門学校を
表現したキャッチフレーズ

東放学園31

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「東京個別指導学院には、
熱い想いを持って日々生徒と向き合う講師がいる」
という魅力を伝えるアイデア

東京個別指導学院29

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

ETFの魅力が伝わるキャッチフレーズ、テレビCM

東京証券取引所30

課題

ウイルスバスター for Home Networkが
日本中のご家庭で使われるアイデア

トレンドマイクロ32

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 東放学園グループは、テレビ・ラジオ・アニメ・声優・映画・音楽・コンサート・舞台・タレン
ト・俳優・芸能など、エンタテインメント系分野のスタッフ及びキャスト（演者）の人材育成に特化し
た専門学校です。これまで前述のジャンルを総称し、“エンタメ”というキーワードを使って、入学募集
を中心としたさまざまな広告展開を行ってきましたが、現代の高校生にとって“エンタメ”というキー
ワードは、「いまどき使わない言葉」「なんか古い感じ」「そもそもエンタメってなに？」…という印象だ
そうです。10代の高校生に響く（伝わる）言葉でキャッチフレーズを考えてください。 2 東放学園グ
ループの4つの専門学校に入学する方は高校新卒がほとんどですが、大学・短大を卒業・中退後に
入学する既卒の方もいます。 3 東放学園グループ4校の魅力をアピールしてください。 3 4つの専門
学校のうち、一部の学校・ジャンルに偏ったキャッチフレーズにならないよう、ご注意ください。

入学広報センター　広報宣伝部　部長
丸山宗法氏

1 東京個別指導学院の講師は、日々、生徒一人ひとりの目標に寄りそって指導しています。個別指
導塾はどこも同じ？というイメージを払拭できるような表現をお待ちしています。 2 2020年の教育制
度改革を受け、入試制度が変わりつつある中、個別指導塾の需要は年々高まっています。特に最近
は、単なる個別指導ではなく、「生徒の目的・学力・個性に合わせた教育支援」が求められています。
3 東京個別指導学院では、生徒と相性のよい講師が授業を担当します。講師は、学校での悩みや、
進路の相談を受けることも。学習・気持ち、両面のサポートを通して、よりよい学校生活、そして目
標達成を支援しています。 4 東京個別指導学院が大切にしている、「人の成長を支えるのは人であ
る」という想いが伝わる表現をお待ちしています。
※京都・大阪・兵庫では、関西個別指導学院という名称で運営しています。

マーケティング部　部長
早川剛司氏

1皆さまは「ETF」という金融商品をご存知でしょうか。当社が調査をしたところ、名前だけ知ってい
る人を含め認知率は25％でした。当社としてはより多くの人にETFを知ってほしいと考えています。そ
こで、投資経験を問わず、広くETFの認知が拡がるようなETFのキャッチフレーズを募集します。　
2 世界的にETFの市場規模は拡大しています。特に米国では資産形成のツールとしてETFの普及が
進んでいます。日本においてもETF市場は拡大しているものの、資産形成に広く使われているとは言
えない状況です。 3 ETFは日本語で言うと「上場投資信託」です。株式と同じように東証に上場して
いる金融商品なのです。具体的なETFの特徴やメリットは「東証マネ部！」という特設サイトで解説
していますので、是非チェックしてみて下さい。 4 難しいと思われがちな金融商品のお題ですが、既
成概念にとらわれない自由で思い切りの良い作品をお待ちしております。また、キャッチフレーズ以外
にも動画等に利用できるような絵コンテなども応募いただけると嬉しいです。

金融リテラシーサポート部　調査役
吉田貴弘氏

1 家庭内のIoT機器へのセキュリティの必要性を認知していただき、対策のための機器の利用を促進
するようなアイデアを募集します。 2パソコンやスマートフォンにセキュリティ対策が必要だったように、
テレビ、ゲーム機、家電などさまざまな機器がネットワークにつながるIoTの時代にもセキュリティが
必要です。しかし、まだ一般消費者にはその必要性の認識がありません。 3パソコンやスマートフォン
以外のセキュリティソフトを入れられない機器に対し、セキュリティ対策を施せる点です。家庭内の機
器がつながるルーターに接続することで、まとめて保護を提供します。また、セキュリティだけでなく、
子どもにとって有害なサイトのブロック機能や、機器のインターネット利用時間制限の機能も持ってい
ます。

プロダクトマーケティング本部　コンシューマプロダクトマーケティング部 
コンシューマディベロップメントグループ
山崎基式氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

日本のドメイン名「.jp」を使いたくなるような
広告アイデア

日本レジストリサービス35

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

セロテープ70周年に際し、
セロテープが環境に優しいことが伝わる
広告アイデア

ニチバン33

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

来年の日本ダービーに参加したくなるようなアイデア

日本中央競馬会34

課題

パナソニックの電動アシストMTB
「XM1」が日本で大流行するアイデア

パナソニック36

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 Webサイトやメールのアドレスで見かける「○○○ .jp」といった文字列が「ドメイン名」。特に、
末尾に当たる「.jp」の部分をトップレベルドメイン（TLD）と呼びます。JPRSは日本を表すTLDで
ある「.jp」が付くすべてのドメイン名が安全・安心に使えるよう、インターネットを24時間365日支
えています。普段はなかなか意識されないドメイン名ですが、実は「インターネット上の住所」のよう
な大事な情報なので、慎重に選ぶ必要があります。ドメイン名の大切さが伝わり、TLDを選ぶなら
やっぱり「.jp」と思ってもらえる作品を期待します。 2近年は新しいTLDも続々登場しています。
3 147万件ある「.jp」の登録条件は「日本に住所があること」なので、インターネット上でもひと目
で「日本」を表すことができる安心と信頼のTLDです。

広報宣伝室　室長代理
園木 彰氏

1おかげさまで来年発売70周年を迎えるセロテープ。このセロテープが天然素材からできていること
を知ってもらえる広告アイデアを募集します。 2お子さまから大人の方まで誰もが一度は使ったことの
あるお馴染みのセロテープ。工作や封筒貼り、そして包装作業などさまざまな「貼る」シーンでご利
用いただいています。透明なセロテープですが、実はテープに使用されているセロハンは木材から、の
りは天然ゴムと天然樹脂からできています。 3セロテープが主に天然素材からできていることをまだ知
らない方々に、セロテープが環境に優しく、そしてこれからもその優しさを大切にし続けていく商品で
あることを知っていただきたいと思います。 4セロテープはニチバンの登録商標になります。

経営企画本部　広報宣伝室
石田圭一郎氏

1年間約7000頭誕生する同世代の競走馬の頂上決戦“日本ダービー ”。今年は、12万人以上のお
客さまが東京競馬場に来場し、熱き闘いを堪能しました。来年も、より多くのお客さまに興奮と感動
の瞬間を体感してほしいと考えておりますが、競馬未経験者の中には「競馬は難しそう」「きっかけが
無い」「ギャンブルはちょっと…」そんなイメージを持っている方々がいらっしゃるのも事実です。そう
いったイメージを払拭するために、これまで私たちなりにさまざまなメディアや最新技術を活用したプロ
モーションやキャンペーン（HotHolidays!,Umabi,UMAJOなど）を展開してきました。今回皆さま
から、競馬未経験者が思わず競馬場に足を運びたくなるような、アイデアを募集します。私たちが思
いもつかないような、お客さま目線の斬新なアイデアをお待ちしております。 4ただし、特殊法人とい
う性格上、射幸心を煽る表現はご遠慮ください。

総合企画部　経営企画室　上席調査役
髙野 稔氏

1「XM1」のPRを通じて、電動アシストMTBという新しい楽しみが日本で大流行するアイデアを募
集します。 2日本では、子乗せ自転車を筆頭に広がっている電動アシスト自転車。欧州ではMTBと
いうジャンルでも流行しています。 3モーターユニット部に、ダイレクトに駆動力を伝える新機構を採
用。これまでの後ろから押すようなイメージではなく、ライダー自身の力が増幅されるようなアシスト感
を実現しました。これにより自然な操作感で、自分の力だけでは走破が難しいコースでも、ゆとりを
持って気持ちよく走ることができます。また、キャンプ用品や、カメラ、釣道具など、重たい荷物を乗
せて野山を移動する際にも電動アシストがパワーを発揮します。 4 電動アシスト「MTB」だからこそ
の魅力を、強く打ち出せる企画をお待ちしています！

宣伝・広報部　宣伝制作課
西川俊三氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

電子マネー未利用者、もしくはカードでのみ電子マネー
を利用している人が「モバイル（スマートフォン）」で
電子マネーを利用したくなるアイデア

フェリカネットワークス39

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

VODサービスの「ビデオマーケット」を
皆さんに知っていただくためのキャッチフレーズ

ビデオマーケット37

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「cloud.confi g」にしなきゃ、と思えるアイデア

FIXER38

課題

数ある不動産会社の中から、
「売買の相談をするなら福屋不動産販売がいい！」と
思えるような、インパクトのあるキャッチフレーズ

福屋不動産販売40

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1 普段のお買い物を「スマートフォンの電子マネー」で支払いたくなるアイデアを募集します。 2

モバイル決済ができる対応端末は、国内に5000万台以上あります。しかし、実際にモバイル決
済する人は普及台数の2割程度です。昨年は「Apple Pay」「Android Pay」が国内でサービスを
開始しました。現在利用者の少ない若年層や女性層に、もっと関心をもって使っていただく機会を
創出したいです。 3 電子マネーでの支払いを「スマートフォン」にすると、複数の電子マネーを
一元管理できたり、利用履歴や残高確認、スマートフォンからのチャージがいつでもできます。
カードの電子マネーにはない便利さや価値をより多くの方に魅力的に伝えるにはどのような表現が
良いか、皆さんの広告アイデアをお待ちしています。 4 今回の対象電子マネーは、楽天Edy、iD、
nanaco、QUICPay、Suica、WAONのモバイル版です。

プロダクト＆サービス部　部長
竹下直孝氏

1自社サービスをプロモーションしていくにあたりお客さまに簡潔で耳に残るキャッチフレーズで訴求し
たいです。 2 2020年に2000億を超えると言われているVOD市場。グローバル企業も参入してより
競争が激化していく市場でどのように勝ち残っていくかが命題です。 3 配信本数国内最大級の17万
本以上を配信。特に他社ではMVやカラオケ、アダルトなどを含んだ数値を出していますが当社は一
般映像作品のみの提供になります。またマルチデバイス対応でスマートフォン、テレビ、PCなどでの
視聴ができます。それに加えて、新作の配信が遅い一般的な見放題サービスとは違い、新作もデジタ
ル先行配信したり、レンタル開始と同時の配信も最近では増えています。

マーケティングGマネージャー
松田 修氏

1 cloud.configの魅力を伝え企業経営者やIT部門担当者にcloud.configを導入したいという思い
や行動を喚起するようなアイデアを募集します。 2 企業におけるクラウド利用はもはや当たり前の選択
となり、これからはビジネス競争力を強化する戦略的なIT利用が求められています。身近なあらゆる
モノがインターネットとつながり、蓄積された膨大なビッグデータを人工知能が分析することで、これ
までにない新たな価値を創出しています。 3 cloud.configはFIXERが提供するサービスの名称です。
最適なクラウドをお客さまに代わって設定しお客さまが挑戦するビジネスのIT戦略を支援するフルマ
ネージドサービスです。 4 cloud.configを導入してみよう！と伝わる簡潔なコピーを期待しています。

広報
島田紗也加氏

1 数ある不動産会社の中から当社を選んでもらうために当社のアピールができるキャッチフレーズを募
集します。 2これからマイホームを持とうと検討されるお客さま。ライフステージの変化に伴い、家を
売却しようと検討されるお客さまがターゲットです。 3 企業理念にあるように、お客さま一人ひとりと
しっかり向き合い、末永くお付き合いしていただくため、安心と満足を提供することをモットーとしてお
ります。 4 NGワード：競合他社批判。「別れる」「つぶれる」などのマイホームを持つことにそぐわな
い文言。

経営企画部
関元大輔氏
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テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「霧ヶ峰Style FLシリーズ」を
世の中に広く伝えるための、
常識や固定概念にとらわれない自由なアイデア

三菱電機43

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「トレーダーってかっこいいな」と
思ってもらえるようなキャッチフレーズ

マネックス証券41

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

カレコ・カーシェアリングクラブの会員が、
カレコ会員であることを自慢したくなるアイデア

三井不動産リアルティ42

課題

Yahoo! JAPANに
入社したくなるようなキャッチフレーズ

ヤフー44

課題

協賛企業の誌面オリエンテーション

1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

1エアコンはどれも同じ白い箱だと思っていませんか？エアコンも、ライフスタイルに合わせて選ぶ時代
になってほしい、というデザイナーの思いがつまった霧ヶ峰Styleを、インテリアの一部に取り入れた
いと思ってもらえるようなアイデアを募集します。 2エアコンは、1年を通して目につく場所に設置する
にもかかわらず、「インテリア性」より「機能性」を追求しがちです。そんな中、エアコンのデザインの
流れを変えたいという思いがつまった霧ヶ峰Styleは、インテリア重視層から支持を得ています。 3エ
アコンの本質の快適さと省エネ性はそのままに、シンプルで研ぎ澄まされた意匠は、お気に入りの空
間と美しく響き合うエアコンです。 4カラーバリエーションは3色ありますが、全色を対象としたアイデ
アでも、1色のみのアイデアでも構いません。

営業部　ルームエアコン販売企画グループ
黒飛早絵氏

1「トレードステーション」というトレーディングツールの認知を拡げ、ユーザーであるトレーダーの目
を引くキャッチフレーズを募集します。また“トレーダー ”自体に対する世間からのイメージ向上も狙い
です。 2日本に5万人いると言われるデイトレーダー。アベノミクス以降、テレビや雑誌などで成功し
た株式トレーダーを見る機会が増えましたが、皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？1日に
100回以上売買し、トレードで生計を立てる専業トレーダーもいます。 3トレードステーションは、注
文を出すスピードがとにかく速く、このスピードがデイトレーダーにとって、大きなアドバンテージとなり
ます。また、FXのように日本株の自動売買ができるツールは、他のどの証券会社も提供していません。
4トレードステーションは、マネックス証券提供のサービスですが、別ブランドとして展開しております
ので、マネックス証券を連想させるようなコピーはご遠慮ください。

マーケティング部　トレードステーション推進室
葉 智慧子氏

1 会員のみなさまに「カレコ・カーシェアリングクラブ」が「近くにあるから」「安いから」利用する
だけでなく、「カレコの会員であること」を嬉しく思っていただけるようなアイデアを募集します。 2同
様のサービスはほかにもありますが、カレコは、交通機関の代替であるだけでなく、クルマに乗ること
の「楽しさ」を提供するサービスでありたいと思っています。 3 実際にカレコに乗ってみて感じたポイ
ントを訴求してください。（参考資料として、以下のURLから入会すると月会費2カ月無料＆クーポン
2000円をプレゼントします。www.careco.jp/cp/senden/）　 3 会員さまの視点をご理解いただく
ために、ご応募の前に実際にカレコに乗ってみてください（カレコの入会には免許証とクレジットカー
ドの登録が必要です。Web申し込みから最短即日でご利用可能です）。

シェアリング事業本部　カーシェアリング事業部
松山 遥氏

1 技術者志望の学生がYahoo! JAPANに入社したくなる。技術者として働くことが魅力的な企業と
してのアピールにつなげるアイデアを募集します。 2 IoT、データサイエンス、AIなどの技術進歩ととも
に、企業としてサービスを提供・維持し、さらに技術力を拡大させていくために、技術者の採用はど
の企業にとっても大きな課題となっています。 3 100以上のサービス、月間約700PV・約4000万ユ
ニークユーザー IDものスケールで収集されるデータを活用して世の中のあらゆる課題解決を図り、日
本に新たなイノベーションを実現するデータドリブン企業Yahoo! JAPAN。その裏側には、2500人
以上ものエンジニア・デザイナーなど多くの技術者が存在します。私たちが今後さらに拡大し存続して
いくためには、技術者の力が不可欠です。今回は、技術者志望の学生がYahoo! JAPANに入りた
くなるようなキャッチフレーズを募集します。 4技術者志望の新卒学生向けのキャッチフレーズを募集
します。ポータルサイトYahoo! JAPANや、その提供サービス自体の訴求ではありません。

CTO室　技術マーケティング 

近藤裕美氏
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1 コピーの目的  2 市場・ターゲットの動向  3 課題商品・サービスの訴求したいポイント  4 制作にあたっての注意事項

協賛企業の誌面オリエンテーション

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

「今のUSEN」を多くの人に知ってもらえるアイデア

USEN45

課題

テレビ

ラジオ

キャッチ
フレーズ

もっと多くの人が「爽」を食べたくなるアイデア

ロッテアイス46

課題

1有線放送（音楽配信）だけじゃない、今のUSENの取り組みを、多くの人に知ってほしいと思って
います。会社内部の人間にはなかなか気づけない、現在の取り組みに対するイメージを表現してくだ
さい。 2近年のお店の開業や運営は従来の手法ではなかなか思うようにいかず、成功するためには変
化の激しいマーケットニーズに合わせたプランニングが必要不可欠になっています。そのような状況に
おける開業や運営に対し、日本各地のあらゆる業種業態のお店と共に、半世紀以上にわたり歩んで
きた当社だからこそ、提供できる価値があると考えています。 3「有線放送の会社」という古いイメー
ジからの脱却がねらいです。今のUSENは、お店の開業や運営に関するすべてのサービスを提供する
ことにシフトし、お店の持つさまざまな課題を解決に導く「お店のベストパートナー」でありたいと考
えています。

メディア企画部
前田幸司氏

1 夏だから！暑いから！という理由を超えて、他のアイスや食品・飲料ではなく、季節関わらず「爽」
が食べたい！と思ってもらえるアイデアを募集します。 2アイス市場は年々拡大しており、16年度は4

年連続で史上最高売上高を更新しています。シニア層などの需要開拓や「冬アイス」市場の創造な
どから、誰もが食べる通年型の冷たいデザートとしての存在感が大きくなったことが市場拡大につな
がっています。 3爽は、濃厚なアイスと微細氷の組み合わせにより、シャリシャリとした食感が楽しめ、
濃厚な味わいをスッキリ食べられることが特徴です。爽らしさをお客さまにとっての価値に変換してくだ
さい！ 4世の中が最高に爽ハッピー！になる前向きなアイデアをお待ちしています！

商品開発部
平井翔大氏

86 宣伝会議 2017.11




