




（敬称略）

　Kaoru Sugano

■  リオ2016大会閉会式 東京2020フラッグハンドオーバーセレモニー

     

   電 通

    CDC / Dentsu Lab Tokyo

    クリエーティブ・テクノロジスト

     東京都 / 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

■  映画『シン・ゴジラ』プロモーション　ジェネレーターコンテンツ「シン・ゴジラ～」　　　東宝

■  HEATTECH × Perfume　　　株式会社ユニクロ / 株式会社アミューズ

■  Dentsu Lab Tokyoとしての活動　　　株式会社電通

　　　　　2016年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 受賞者

2016  CREATOR OF THE YEAR

■  Making of Björk Digital　　　Björk / One Little Indian Records

■  Björk 『Quicksand』 ミュージックビデオ　　　Björk / One Little Indian Records　　

■  Perfume Project　　　株式会社アミューズ / ユニバーサルミュージック合同会社

 菅野 薫

【主なクリエイティブワーク】

    グループ・クリエーティブ・ディレクター

■  Brian Eno's The Ship-A Generative Film　　　BEATNIK / WARPRECORDS　



　読売広告社 　アサツー ディ・ケイ

■KDDI　ａｕ 「三太郎」キャンペーン

■UQコミュニケーションズ　UQモバイル & UQワイマックス

【主なクリエイティブワーク】

　二澤平 治仁

　Haruhito Nisawadaira

　TBWA\HAKUHODO

　渋谷 三紀

　Miki Shibuya

　アサツー ディ・ケイ

　クリエイティブ本部 クリエイティブディレクター/コピーライター

　Disruption Lab ・ Senior Art Director

2016  CREATOR OF THE YEAR MEDALISTS　　７名　

■Apple iPhone

　栗林 和明 　榎本 卓朗

【主なクリエイティブワーク】

　篠原 誠

　Makoto Shinohara

　電 通

　第3CRプランニング局 クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー

【主なクリエイティブワーク】

　Takuro Enomoto

　博報堂

　フェロー／クリエイティブ人材企画室 CD/AD

【主なクリエイティブワーク】

　Kazuaki Kuribayashi

　TBWA\HAKUHODO

　Digital Arts Network Tokyo ・ Buzz Machine

【主なクリエイティブワーク】

　三井 明子

■早稲田アカデミー

■シチズン　wicca

■宝島社 新聞広告 「あたらしい服を、さがそう。」

■TOKYO FM　「見えてくるラジオ」 CMキャンペーン

■Baidu キーボードアプリ「Simeji」

■KONAMI　ウイニングイレブン

■大塚製薬 カロリーメイト

■アキタ「きよら」

■INTELLIGENT PARKING CHAIR

■lyrical school 「RUN and Run」 MV

　Akiko Mitsui

　皆川 壮一郎

　Soichiro Minagawa

【主なクリエイティブワーク】

　クリエイティブ本部 クリエイティブディレクター/コピーライター　コミュニケーションデザインセンター クリエイティブディレクター

【主なクリエイティブワーク】



41名26社（敬称略・応募順）

名　前 会　社　名 所　属　・　役　職

1 木下　芳夫 電通西日本 金沢支社 クリエーティブディレクション部 アートディレクター／CMプランナー

2 川嵜　鋼平 ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン 制作グループ シニアクリエイティブディレクター

3 麥田　啓造 ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパン 制作グループ シニアクリエイティブディレクター

4 板東　英樹 電通西日本 松山支社　クリエーティブディレクション部 副部長 クリエーティブディレクター

5 高木　皓平 セプテーニ コミュニケーションプランニング本部 クリエイティブ部 シニアディレクター

6 森下　浩子 西鉄エージェンシー ソリューションセンター クリエイティブ部 ディレクター

7 北浦　和裕 大広九州 ソリューション開発局 クリエイティブディレクター

8 菅野　薫 電通 CDC ／ Dentsu Lab Tokyo グループ・クリエーティブ・ディレクター／クリエーティブ・テクノロジスト

9 篠原　誠 電通 第3CRプランニング局 クリエーティブ・ディレクター／CMプランナー

10 皆川　壮一郎 読売広告社 コミュニケーションデザインセンター クリエイティブディレクター

11 外山　毅 読売広告社 クリエイティブ局 第1CRルーム クリエイティブディレクター

12 左　俊幸 電通九州 コミュニケーションデザイン局クリエーティブ1部 コピーライター／CMプランナー

13 和久田　昌裕 電通九州 コミュニケーションデザイン局クリエーティブ1部 コピーライター／CMプランナー

14 髙橋　宏之 東急エージェンシー コミュニケーションデザイン局 Depart.代表・クリエイティブディレクター

15 渡辺　コウキ 東急エージェンシー クリエイティブ局 クリエイティブディレクター

16 神蔵　麻鈴 セプテーニ コミュニケーションプランニング本部 クリエイティブ部 クリエイティブディレクター

17 田中　賢一 グレイワールドワイド クリエイティブ局 クリエイティブディレクター

18 松本　康成 オプト オンラインビデオアドソリューション部 クリエイティブディレクター

19 大泉　共弘 オプト オンラインビデオアドソリューション部 クリエイティブディレクター

20 西尾　真人 マッキャンエリクソン 制作本部 アソシエイト クリエイティブディレクター

21 榎本　卓朗 博報堂 フェロー／クリエイティブ人材企画室 CD／AD

22 太田　麻衣子
博報堂

／博報堂クリエイティブ・ヴォックス
エグゼクティブクリエイティブディレクター

23 藤井　一成 ハッピーアワーズ博報堂 クリエイティブ・ディレクター／CEO

24 大類　知樹
ＯＮＥＳＴＯＲＹ

／博報堂ＤＹメディアパートナーズ
クリエイティブ・ディレクター

25 林　希 博報堂ＤＹメディアパートナーズ メディア・コンテンツクリエイティブセンター クリエイティブ二部 コミュニケーションデザインディレクター

26 栗林　和明 TBWA \ HAKUHODO Digital Arts Network Tokyo Buzz Machine

27 二澤平　治仁 TBWA \ HAKUHODO Disruption Lab・Senior Art Director

28 野村　志郎 ENJIN クリエイティブディレクター

29 淺井　勇樹 フロンテッジ ソリューション本部 コミュニケーションデザインチーム コミュニケーションデザイナー／コピーライター

30 久間木　達朗 I&S BBDO コンテンツディベロップメントグループ　プランナー

31 染野　智 大広 東京プロデュース局 第3グループ クリエイティブディレクター

32 澤邊　芳明 ワン・トゥー・テン・デザイン 代表取締役副社長

33 小川　丈人 ワン・トゥー・テン・デザイン 最高経営責任者 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター

34 大内　健太郎 クオラス コンテンツソリューション局 クリエイティブ部 クリエイティブディレクター

35 橋本　剛典 BBDO JAPAN クリエイティブディレクター

36 本多　正樹 BBDO JAPAN エグゼクティブクリエイティブディレクター

37 渕上　将一 小田急エージェンシー コミュニケーションデザイン局 クリエイティブディレクター

38 三井　明子 アサツー ディ・ケイ クリエイティブ本部 クリエイティブディレクター／コピーライター

39 渋谷　三紀 アサツー ディ・ケイ クリエイティブ本部 クリエイティブディレクター／コピーライター

40 眞鍋　海里 BBDO J WEST CUTTING EDGE クリエイティブディレクター／コンテンツプランナー

41 上野　達生 BBDO J WEST コンテンツ開発局 クリエイティブディレクター／CMプランナー

※社名・役職は応募時点

2016年 クリエイター・オブ・ザ・イヤー賞 ノミネート一覧


