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＜報道資料＞ 

          ～広告界・コピーライターの登竜門として半世紀～ 

第50回 「宣伝会議賞」 作品募集開始！ 

“机の上で、スターは生まれる。” 

“言葉力”を試す日本最大の公募広告賞 50年の節目 
 

株式会社宣伝会議(本社：東京都港区)は、日本最大規模の公募広告賞である第 50回「宣伝会議賞」の

作品募集を 9月 1日より開始しました。賞の応募締切は 10月 31日です。 
 

■“東京ドーム 7個分” にも上る応募数を集める「宣伝会議賞」とは？ 
 
1962 年に始まり、今年で 50 周年という節目を迎える日本最大級の広告賞。協賛企業から出題   

された商品などの課題に対して、キャッチフレーズや CM 企画のアイデアを一般から募集する、“誰でも

参加できる”公募広告賞です。広告・マーケティングの専門誌『宣伝会議』（1954 年創刊）の通巻 100

号を記念して創設されました。これまで、広告界で活躍する一流のコピーライター、そして糸井重里氏・

林真理子氏といったプロの書き手を多数輩出。“コピーライターの登竜門”として、長年にわたり   

クリエイターを目指す方々の“言葉力”を試す場として知られています。 

現在、現役のコピーライターにとどまらず、学生や主婦の方など幅広い方々からの応募があり、昨年

の第 49回開催では過去最大の 33万 830点もの応募がありました。 

 

 

■記念すべき第 50回のキャンペーンガールは、現役大学生の女優・宮﨑香蓮さんに決定！ 
  

 第 50 回宣伝会議賞のキャンペーンガールは、“平成の吉永小百合” 

として知られる現役大学生の女優・宮﨑香蓮さん（早稲田大学社会科学部  

1年生）。9月から 10月にかけ東京・名古屋・大阪・九州など全国主要駅や

全国書店にて多数掲出予定のポスターのほか、広告・マーケティングの  

専門誌『宣伝会議』9/1 号、9/15 号の表紙などにも登場。才色兼備の彼女

が賞を盛り上げます。 
 
＜宮﨑香蓮プロフィール＞ 

1993 年長崎県生まれ。現在早稲田大学社会科学部 1 年生の 18 歳。2006 年 

「第 11 回全日本国民的美少女コンテスト」演技部門賞受賞。2008 年 NHK 

「 バ ッ テ リ ー 」 ヒ ロ イ ン 、 映 画 「 ま ぼ ろ し の 邪 馬 台 国 」 出 演 。 

2010年映画「育子からの手紙」にて主演をつとめる。今年 7月～フジテレビ／関西 

テレビ系「GTO グレートティーチャー鬼塚」にレギュラー出演（野村朋子役）。 

 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社宣伝会議「宣伝会議賞」事務局 

電話 03-6418-3325 Eメール skat50@sendenkaigi.co.jp 

公式サイト award.sendenkaigi.com/ 

 

 

※ 

※33万点の作品を東京ドームの座席に 1点ずつ並べていくと、満席の東京ドーム（約 4万 6000席）7個分になります。 



 

＜メインビジュアル撮影メイキング＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

今年 7 月、都内某所で和やかなムードのなか行われたメインビジュアルの撮影。実際に紙と    

エンピツを持って、原稿用紙に向かう宮﨑さんの姿をとらえています。当日の衣装は３パターン。  

それぞれ『宣伝会議』9/1 号、9/15 号（同日発売）、『別冊 SKAT』（9 月 1 日発売）の表紙を飾ります。 

 

■真木よう子、加賀美セイラ、足立梨花・・・ 

各回の賞を彩る、宣伝会議賞キャンペーンガールたち 
 

 半世紀に渡る宣伝会議賞の歴史で欠かせないのが各回の賞を彩るキャンペーンガールの存在。第 38回

（2000年）には女優の真木よう子さん、第 42回（2004年）にはタレントの加賀美セイラさん、第 48回

（2010年）にはタレントの足立梨花さんなど、多方面で活躍する女優・タレントたちが歴史を彩ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■50年の歴史を 1冊にまとめた宣伝会議賞 50周年記念誌『別冊 SKAT』、 

9月 1 日より全国主要書店にて発売開始！ 

  

第 5 0 回の節目として、宣伝会議賞の 5 0 年に渡る歴史を 

収録した特別記念誌『別冊 SKAT』を 9 月 1 日より全国主要書店 

にて発売します。歴史の中で誕生した名作コピーや、世相と 

ともに振り返る宣伝会議賞の 5 0 年、さらに日本を代表する 

コピーライターである仲畑貴志氏とクリエイティブディレクター 

箭内道彦氏の特別対談など、これ 1 冊を読めば宣伝会議賞の全てが 

分かります。 

 

＜第 48回＞ 足立梨花 ＜第 42回＞ 加賀美セイラ ＜第 38回＞ 真木よう子 



  

■コンテスト詳細 

【募集内容】協賛企業から出題される、商品・サービス・企業広告などの広告課題に対して、キャッチ

フレーズもしくは CM企画の作品を募集します。 

【応募期間】2012年 9月 1 日～2012年 10月 31日 ※応募はウェブサイトのみ 

【URL】公式サイト：award.sendenkaigi.com/ フェイスブック：www.facebook.com/sendenkaigiaward 

【課題企業】50社（以下、50音順） 

 アイマックスジャパン、旭化成、ECC、エコリカ、エステー、エディオン、エヌ・ティ・ティ・ドコモ、 

 カネボウ化粧品、祇園辻利、キッコーマン、キヤノンマーケティングジャパン、牛乳石鹸共進社、 

 霧島酒造、近畿日本鉄道、クレディセゾン、サイボウズ、サノフィ・アベンティス、サントリー、 

 ジェイ・スポーツ、JS コーポレーション、J リーグ、シャボン玉石けん、新エネルギー・産業技術 

 総合開発機構、セールス・オンデマンド、セメダイン、全国都道府県及び 20指定都市、ダイキン工業、 

 東京エレクトロン、トーマツ  イノベーション、獨協大学、中西学園、西日本高速道路、 

西日本旅客鉄道、日本自動車連盟（ J A F）、日本レジストリサービス、長谷川工業、 

長谷コーポレーション、パナソニック、日立システムズ、ピップ、ファミリー、富士重工業、 

フジッコ、プラン・ジャパン、マルハチニチロホールディングス、三井不動産、森永乳業、 

優良ストック住宅推進協議会、ロッテ、和田興産 

 

【応募資格】年齢、職業、国籍は一切問いません。個人・実名での応募に限ります。 

【応募方法】宣伝会議賞ウェブサイトで応募者登録のうえ、ご自身の管理画面で作品の入力から応募  

まで完了することができます。なお、郵送・メール・持ち込みでの作品受付はいたしかね

ます。 

【審査員】 審査委員長：仲畑貴志氏（コピーライター、クリエイティブディレクター） 

含め、第一線で活躍するコピーライター、クリエイティブディレクター 

【発表関係】一次審査通過者発表：『宣伝会議』2013年 2月 1日号（2/1発売） 

       ファイナリストおよび協賛企業賞の発表：『宣伝会議』2013年 3月 1日号（3/1発売） 

       グランプリの発表：『宣伝会議』2013年 4月 1日号（4/1発売） 

【贈賞関係】グランプリ（1 点）…………………………賞状・賞杯・賞金 100万円 

コピーゴールド（1点）……………………賞状・賞杯・賞金 30万円  

ＣＭゴールド（1点）………………………賞状・賞杯・賞金 30万円 

シルバー（7点）……………………………賞状・賞金 5万円 

協賛企業賞（各社 1点、計 50点）………賞状・賞金 3万円 

眞木準賞（1点）……………………………賞状・賞杯・賞金 30万円 

 

■宣伝会議とは 

 マーケティング・コミュニケーション（マーケティング・広告、販売促進、広報・PR、クリエイティブ）の

総合シンクタンク。マーケティングに関わる全ての人に向け、雑誌・書籍の出版や教育講座の全国展開をして

います。 

本社所在地：東京都港区南青山 5-2-1 創刊：1954年  

事業内容：出版事業  月 2回刊「宣伝会議」、月刊「販促会議」、月刊「ブレーン」、月刊「広報会議」、        

「編集会議」、季刊「環境・人間会議」 

     ウェブ    「アドタイ」、「日本の広告会社」、「日本のメディア」 

     書籍      年鑑・年刊書籍の発行、専門／一般書籍の編集・出版など 

     教育事業   マーケティングコミュニケーションに関する講座、教育研修 

            各種研修・セミナーの企画・実施 

 

 

http://www.facebook.com/sendenkaigiaward


＜参考資料＞ 

■著名なクリエイターを多数輩出してきた歴代グランプリ作品の一部を紹介 

 

 

 

 

1973年（第 11回）金賞 

糸井重里さん 

課題：パイロット  

1985年（第 23回） 

手島裕司（利助オフィス） 

課題：NTT 

1995年（第 33回） 

石田文子（電通） 

課題：東京ガス 

 糸井重里さんが 25 歳の時の作品！糸井さんは

この 2 年後に TCC（東京コピーライターズ  

クラブ）新人賞を受賞されました。 

1988年（第 26回） 

山田尚武（電通） 

課題：フジテレビジョン 

～現在宣伝会議賞の審査員を務めるプロのコピーライターも、過去に受賞しています～ 

■応募作品は、実際の商品・企業広告にも採用されています！ 

第 49回 Jリーグ 

「暑いし、うるさいし、 

もう本当に最高だ。」 

第 49回 アテックス 

「マッサージは 

メッセージになる」 

第 49回 セメダイン 

「あだ名が 

匠になりました。」 

応募コピーが課題を提供した企業の実際の広告に採用されることがある、というのも宣伝会議賞

の魅力のひとつです。 

※絵コンテは現在募集なし 


