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【経済産業大臣賞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

㉑キット／577 ジョセフジョセフキッチンウェア陳列台 ブランド・ロイヤルティ・ジャパン株式会社 株式会社　システムコミュニケーションズ

【審査員特別賞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

④化粧品・カウンター部門(告知・演出機能)／170 クレ・ド・ポー ボーテ　ホリデーディスプレイツール 資生堂ジャパン株式会社 凸版印刷株式会社

【JPM POPクリエイティブ・アワード 金賞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

①薬品・医療雑貨／7 colors w900 コルトン什器 株式会社wscale エヌカント株式会社

②トイレタリー／39 BOTANIST高級什器 株式会社I-ne 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

③化粧品・カウンター部門(販売・陳列機能)／102 ESPポイントメイクプロモーション 株式会社コーセー 株式会社　エキスプレス社

④化粧品・カウンター部門(告知・演出機能)／170 クレ・ド・ポー ボーテ　ホリデーディスプレイツール 資生堂ジャパン株式会社 凸版印刷株式会社

⑤化粧品・フロア部門／204 マキアージュ　ルージュミニ自立型販売台（19／4） 資生堂ジャパン株式会社 凸版印刷株式会社

⑥オーディオ・AV機器・通信・事務機器・カメラ／245 ポップインアラジン店頭展示ベッド什器 popIn株式会社 凸版印刷株式会社

⑦文具・ファッション小物・メガネ・時計／272 店頭VMD テイストキューブ メガネの田中チェーン株式会社 株式会社　美工

⑨生活家電／326 ナノドラTRY什器 パナソニック株式会社 株式会社　ベストプロジェクト

⑩食品／342 きのこの山エッセル超バニラ味ビッグダミー販売台 株式会社明治 株式会社　ニットー

⑪飲料／355 スポーツクライミング　トリックアート 日本コカ・コーラ株式会社 大日本印刷株式会社

⑫アルコール飲料／372 澪19フロアディスプレイ 宝酒造株式会社 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

⑬たばこ／386 Ploom 売り場演出キット 日本たばこ産業株式会社 凸版印刷株式会社

⑭運輸・エネルギー・スポーツ・旅行／402 2カメラドライブレコーダー展示台 株式会社JVCケンウッド 株式会社　美工 株式会社　美工ＩＭＣ

⑮出版・エンタテインメント・金融・その他の業種／420 「空母いぶき」映画公開記念　超立体POP 株式会社小学館 凸版印刷株式会社

⑯ハンガー／481 黒酢たまねぎハンガー什器 キユーピー株式会社 凸版印刷株式会社

⑰ショウカード・スティッカー／495 ハレタ　タオルふっくら実感ＰＯＰ ライオン株式会社 大日本印刷株式会社

⑲のぼり・立看板・インフレータブル・カットアウト／522 SUHADA 肌リフト 株式会社ワコールホールディングス 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

⑳サイン／538 おうち電気LED付きパネル ソフトバンク株式会社 株式会社　レッグス

㉑キット／583 プリングルズ　ジュラシック什器 森永製菓株式会社 凸版印刷株式会社

㉒POPパッケージ／605 キリン一番搾り　EC限定　誕生日ケーキBOXギフト キリンビール株式会社 凸版印刷株式会社

㉓スゴ技／620 関孫六　お魚ムービングディスプレイ 貝印株式会社 ワヨー株式会社

㉔海外／622 ELIXIR 商品展示台 資生堂（中国）投資有限会社 上海凸版利豊広告有限公司

㉕プロモーション・スペースデザイン／628 キリンホールディングス 商談スペース装飾 キリンホールディングス株式会社 株式会社　イデイ
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【JPM POPクリエイティブ・アワード銀賞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

①薬品・医療雑貨

8 モテコン＆アネコン展示什器 株式会社スウィート 株式会社　コースト

17 リポビタンＤラグビーＷ杯　店頭ツール 大正製薬株式会社 大日本印刷株式会社

②トイレタリー

30 ハミングFine　定番情報ボード 花王株式会社 レンゴー株式会社

33 ソフランプレミアム消臭　機能伝達BOXツール ライオン株式会社 株式会社　博報堂プロダクツ

42 LUXトリートメント什器 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

53 エリエール トイレット実物スリム什器 大王製紙株式会社 株式会社　レッグス

③化粧品カウンター部門(販売・陳列機能)

56 オンリーミネラル カラーメイク中什器 ヤーマン株式会社 共同印刷株式会社

73 ＥＧ乳液演出セット（18Ｍ前） 株式会社アルビオン 図書印刷株式会社

77 【ＥＸ】ＰＬラージ販売台 佐藤製薬株式会社 株式会社　美工

83 チャントアチャームアロマスプレーPR什器 株式会社ネイチャーズウェイ 共同印刷株式会社

91 アスタリフト２０１９ＳＳインフィルト／ＷＳＬ販売台 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 凸版印刷株式会社

92 アスタリフト２０１８ＡＷジェリー／デスティニー販売 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 凸版印刷株式会社

114 ＡＵＢＥ春夏カウンター展示台 花王株式会社 凸版印刷株式会社

124 レシピスト　定番外販売台 株式会社エテュセ レンゴー株式会社

④化粧品・カウンター部門(告知・演出機能)

143 SOFINA月下香美容液限定品ディスプレイ 花王株式会社 凸版印刷株式会社

144 19ＣＳ夏前雪肌精プレシャススノーⅢ事前訴求台 株式会社コーセー 株式会社　美工

147 EYE OPENING LINER　プロモ什器 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス

148 19IFTロイヤルFコレクション訴求台 株式会社コーセー 株式会社　エキスプレス社

155 １８年１１月プリマヴィスタ　アウトテスター台 花王株式会社 凸版印刷株式会社

176 EYE OPENING LINER　定番什器 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス

⑤化粧品・フロア部門

183 レブロン　ネイルエナメル　DP レブロン株式会社 株式会社　ＴＭＣ

185 19S/S演出セットS-Aフロア 株式会社アルビオン 東洋紙業株式会社

197 19A/Wエレガンス演出セット（タワー） 株式会社アルビオン 共同日本写真印刷株式会社

203 MJディズニーコラボ 大型上置き販売台(19/6) 資生堂ジャパン株式会社 凸版印刷株式会社

226 ASTALIFT GMS専用什器 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 株式会社　レッグス

227 オルビス　店頭サイネージ什器 オルビス株式会社 凸版印刷株式会社　関西

⑥オーディオ・AV機器・通信・事務機器・カメラ

232 DPT-RP1/CP1 デジタルペーパー展示台 ソニーマーケティング株式会社 ソニー・ミュージックソリューションズ

233 グラスサウンドスピーカーLSPX-S2試聴展示台 ソニーマーケティング株式会社 ソニー・ミュージックソリューションズ

243 Google Big Table グーグル合同会社 大日本印刷株式会社

⑦文具・ファッション小物・メガネ・時計

257 Dr.Grip4+1(05極細シャープ03）陳列台 株式会社パイロットコーポレーション 株式会社　美工

261 フリクションファインライナー陳列台 株式会社パイロットコーポレーション 株式会社　美工

⑧家庭用品

276 氷点下パック５秒DP 株式会社ロゴスコーポレーション 株式会社　リンクス

⑨生活家電

281 SALONIAシリーズ リニューアル什器 株式会社I-ne 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

283 ウォッシャブル　ディスプレイ 株式会社グループセブ　ジャパン 株式会社　博報堂プロダクツ

292 窓掃除ロボット　ウインドウメイト　店頭什器セット セールス・オンデマンド株式会社 大日本印刷株式会社

300 冷蔵庫LEDPOP パナソニック株式会社 株式会社　ベストプロジェクト

310 2018ホームベーカリー エンド展示台 パナソニック株式会社 株式会社　美工

313 PVBH900Gエンド実演展示 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

318 コードレス レッグリフレ　アイキャッチ パナソニック株式会社 株式会社　美工
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部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

⑩食品

332 ポッキーお出かけパッケージ 江崎グリコ株式会社 大日本印刷株式会社

339 あえるパスタ　販促ツール キユーピー株式会社 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

⑪飲料

352 V6エンジン型スペシャルBOX レッドブル・ジャパン株式会社 トッパン・フォームズ株式会社・ＰＸＣ株式会社

⑫アルコール飲料

366 350ｍL10缶ブリスターBOX キリンビール株式会社 ワヨー株式会社

370 富士山麓シグネチャーブレンドボトルディスプレイ キリンビール株式会社 ワヨー株式会社

⑬たばこ

387 プルーム　3デバイスディスプレイ 日本たばこ産業株式会社 株式会社　博報堂プロダクツ

⑭運輸・エネルギー・スポーツ・旅行

395 REBULA3 ソール訴求DP ミズノ株式会社 株式会社　エキスプレス社

412 リアビジョン什器メンテキット アルパインマーケティング株式会社 シーシービー株式会社

417 アンカー店頭ツール カラーサンプル什器 ブリヂストンサイクル株式会社 株式会社　凡美社

⑮出版・エンタテインメント・金融・その他の業種

424 Qrio Lock展示台 Qrio株式会社 株式会社　ベストプロジェクト

433 映画『コンフィデンスマンJP』スタンディ 東宝株式会社 株式会社　久栄社

435 卓球チャレンジアトラクションPOP 日本生命保険相互会社 大日本印刷株式会社

⑯ハンガー

443 贅沢搾り立体シーリングPOP アサヒビール株式会社 大日本印刷株式会社

450 SOYJOY壁掛け什器 大塚製薬株式会社 共同日本写真印刷株式会社

456 19春夏スリムウォーク　DPセット ピップ株式会社 大日本印刷株式会社

464 森永ラムネ　ディスペンサー型ハンガー什器 森永製菓株式会社 凸版印刷株式会社

471 スキンケア医薬品サイドネットデカ什器 小林製薬株式会社 株式会社 エム・エヌ・シー

479 肌美精　導入炭酸泡美容液ハンガー クラシエホームプロダクツ株式会社 株式会社電通テック　株式会社電通

⑰ショウカード・スティッカー

494 ナイーブ　ボトル型香り見本 クラシエホームプロダクツ株式会社 大日本印刷株式会社

497 アーユルタイム　香り見本 株式会社バスクリン 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

515 新規バス路線告知ツール（電子ペーパー：PRISM） 京阪電気鉄道株式会社 大日本印刷株式会社

525 プルーム・ステーション屋外サイン 日本たばこ産業株式会社 株式会社博報堂プロダクツ・株式会社　博報堂

㉑キット

542 ルミニークPOPセット ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 大日本印刷株式会社

554 LUXボタニフィーク　エンドツール ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

556 LUXアスレジャーエンドPOPセット ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 株式会社　ＴＡＮＡ－Ｘ

575 LIXIL　スタイルシェード展示体 株式会社LIXIL PXC株式会社

㉒POPパッケージ

606 リポビタンD  キングダム 出陣！クラフトパック 大正製薬株式会社 凸版印刷株式会社

㉕プロモーション・スペースデザイン

641 コーヒー売り場　黒板アート演出 味の素AGF(株) 株式会社　フロウ

⑱のれん・バナー・フラッグ・タペストリー・ウォール

⑲のぼり・立看板・インフレータブル・カットアウト
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【JPMプランニング・ソリューション・アワード 上位3賞】

賞　　　名 企　　画 広　告　主 応　募　会　社

プロモーショナル・マーケティング大賞 幸楽苑のV字回復を生んだ「経営と広告の統合プロモーション」 株式会社 幸楽苑ホールディングス 株式会社 博報堂

ベスト・プロモーショナル・プログラム賞 検討者と開発者のリアルライブ対話「NIGHT SHOWROOM」 三菱自動車工業株式会社 株式会社 博報堂

ベスト・プロモーショナル・クリエイティブ賞 耳で聴かない音楽会 公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団 株式会社 TBWA HAKUHODO

【JPMプランニング・ソリューション・アワード 金賞】

部　　門 企　　画 広　告　主 応　募　会　社

ブランディング・プロモーション企画 絶やすな！絶品高崎グルメ「絶メシリスト」 高崎市(群馬県) 株式会社 博報堂(博報堂ケトル)

既存商品活性化プロモーション企画 きのこの山・たけのこの里 国民総選挙 2018 株式会社 明治
株式会社 読売広告社

株式会社 読広クロスコム

インストア・プロモーション企画 超良問ドリル 大塚製薬株式会社 ／ 株式会社 セブン-イレブン•ジャパン ／ 株式会社 Ｚ会
株式会社 博報堂

株式会社 博報堂プロダクツ

デジタル・プロモーション企画 週末探検家プロジェクト「雲海出現NAVI/古典絶景NAVI」 三菱自動車工業株式会社
株式会社 博報堂

株式会社 博報堂プロダクツ

社会貢献プロモーション企画 未来レストランいぶき JAXA (国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構) 株式会社 ADKクリエイティブ・ワン

コストパフォーマンス・プロモーション企画 プレミアムノンフライデー 日清食品株式会社 株式会社 ADKクリエイティブ・ワン（navy Inc.）

【ヤングPOPクリエイティブ・アワード 金賞】

作　品　題　名 課 題 提 供 社 出　品　校 出　品　者

さぁ　はじめよう♪ 資生堂ジャパン株式会社 都立城南職業能力開発センター大田校 大平　佳奈

【ヤングPOPクリエイティブ・アワード 銀賞】

作　品　題　名 課 題 提 供 社 出　品　校 出　品　者

ステンレスマグカウンターＰＯＰ 象印マホービン株式会社 千葉県立東金高等技術専門校 北村　蛍野

【ヤングPOPクリエイティブ・アワード 銅賞】

作　品　題　名 課 題 提 供 社 出　品　校 出　品　者

立体ＰＯＰ 日本コカ・コーラ株式会社 都立城南職業能力開発センター大田校 八巻　範彰

【ヤングPOPクリエイティブ・アワード 特別協賛社賞】

作　品　題　名 課 題 提 供 社 出　品　校 出　品　者

純白専科カウンターＰＯＰ 資生堂ジャパン株式会社 千葉県立東金高等技術専門校 堀越　彩

ステンレスマグカウンターＰＯＰ 象印マホービン株式会社 千葉県立東金高等技術専門校 堀野　勇斗

いろはす　くだものフレーバーの木     日本コカ・コーラ株式会社 都立城北・中央職業能力開発センター・板橋校 森　湧真

予想できない突然の災害です。”備えませんか？”世界№１の

乾電池！！（光は希望と平穏を与えます）
    パナソニック株式会社 都立城北・中央職業能力開発センター・板橋校 仲上　裕子

【買い場イノベーション賞】

部　　門 企　　画 広　告　主 応　募　会　社

企画部門 検討者と開発者のリアルライブ対話「NIGHT SHOWROOM」 三菱自動車工業株式会社 株式会社 博報堂

POP部門 メンズグルーミングＬＥＤサイネージ什器 株式会社フィリップス・ジャパン 凸版印刷株式会社
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