
来場者数

日頃は日本プロモーショナル・マーケティング協会の活動に、ひとかたならぬご指導ご鞭撻を賜わり、厚く御礼申し上げます。

「日本プロモーショナル・マーケティング協会展」は、2020年、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて延期を余儀なくさ
れましたが、2021年は皆様の多大なるご協力の下、記念すべき第50回開催を無事執り行うことができましたことを、心より御
礼申し上げます。

2021年は感染対策に万全を期して、私たちは、次の50年を見据えた「次世代協会展」のビジョンとコンセプトを“時代と環
境の変化を反映したプロモーションの現在と未来を、魅力的に分かりやすくプレゼンテーションする日本最高峰のプロモーショ
ン総合展”と規定。この方針に基づき、今回新たに、学生を対象とした「わたしが考える未来の売り場デザインコンテスト」をス
タートしたほか、「協会展セミナー」の５つのセッションを、プロモーションの現在と未来を感じていただける構成といたしました。
また、例年開催してきた各アワードでは、コロナ禍で生じた大きな変化に適応し、高い成果を生み出した作品や事例が一堂に
会しました。

さらに、今回は、新型コロナウイルス感染防止策として、一般来場の皆さまお一人おひとりに、事前に時間毎のオンライン登録
を行っていただくことより、また、ご出展・ご出品社の搬入出に関しても、事前にご来場者の情報をご提出いただくことにより、分
散来場としました。当日の各会場へのご入場に際しても、お一人おひとりに検温と手指消毒を行っていただきました。このよう
に皆さまに多大なるご協力をいただいたうえで、コロナ禍の続く状況においても、多数のお客様にご来場いただき、成功裏に終
了することができました。

以下に簡単ではございますが、協会展の概略と来場者数をご報告いたします。
一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会

第50回 日本プロモーショナル・マーケティング協会展2021

御礼とご報告

2022年の協会展は11月30日（水）～12月2日（金）開催予定。会場は、今回と同じ東京都立産業貿易センター浜松
町館となります。

2022年度協会
展

理事長 松原 靖広

協会展統括委員会
委員長 村上 浩

日程 10月27日（水） 10月28日（木） 10月29日（金） 合計
開場時間 10:00～17：00 10:00～17:00 10:00～15：00
来場者 1,145 1,320 1,456 3,921

クライアント企業
12%

学生・生徒
2%

企画・制作・製造会社
86%

＊感染防止対策の為1時間あたりの入場者を400名以下に制限


Sheet1

		日程 ニッテイ		10月27日（水） ツキ ニチ スイ		10月28日（木） ツキ ニチ モク		10月29日（金） ツキ ニチ キン		合計 ゴウケイ

		開場時間 カイジョウ ジカン		10:00～17：00		10:00～17:00		10:00～15：00

		来場者 ライジョウシャ		1,145		1,320		1,456		3,921







「ＪＰＭ ＰＯＰクリエイティブ・アワード」ゾーン

【 経済産業大臣賞 】

【 審査員特別賞 】

2年振りの開催となる、JPM POPクリエイティブ・アワードは、今回50回を迎え
ました。応募総数591点、経済産業大臣賞1点、審査員特別賞1点、金賞
21点,、新型コロナウイルス感染防止対策アイデア賞3点、銀賞62点となりま
した。経済産業大臣賞のトロフィーは今回から新しいデザインとなりした。

【 新型コロナウイルス感染防止対策アイデア賞 】

部門 点数

①薬品・医療雑貨 21

②ﾄｲﾚﾀﾘｰ 27

③化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(販売・陳列機能) 83

④化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(告知・演出機能) 41

⑤化粧品・ﾌﾛｱ部門 59

⑥ｵｰﾃﾞｨｵ・AV機器・通信・事務機器・ｶﾒﾗ 20

⑦文具・ﾌｧｯｼｮﾝ小物・ﾒｶﾞﾈ･時計 34
⑧家庭用品・生活家電 76

⑨食品 19

⑩飲料 13

⑪アルコール飲料 17

⑫たばこ 15

⑬運輸・エネルギー・スポーツ・旅行 10

⑭出版・エンタテイメント・金融・その他の業種 11

⑮ハンガー 48

⑯ショウカード・スティッカー 12

⑰のれん・バナー・フラッグ・タペストり 4

⑱のぼり・立看板・インフレータブル・カットアウト 10

⑲サイン 3

⑳キット 40

㉑POPパッケージ 17

㉒スゴ技 9

㉓プロモーション・スペースデザイン 2

合計 591

JPM POPクリエイティブ・アワードは、Shop
OMAアワード ライセンスを受け世界基準とな
っています。Shop!よりJPMショー開催に関して
のメッセージと活動紹介を掲出。Shopが行っ
ている、世界基準のアワードである「Global
Awards」、「Design Awards」、「OMA
Awards」の2021年の作品紹介と、ロシアと
フランスのショーの紹介をビデオで行いました。

買い場イノベーション賞
（POP部門）


2018

				2018　POP Creative Award 部門別入選作品数一覧 ブモン ベツ ニュウセン サクヒンスウ イチラン



				部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン		部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン

				①薬品・医療雑貨 ヤクヒン イリョウ ザッカ		11		1～10		10		1		○		⑫アルコール飲料		121		350～356		7		1		○

				22		12		11～16		6		1				36		122		357～365		9		1

						13		17～20		4		1						123		366～373		8		1

						14		21～22		2								124		374～385		12		2

				②ﾄｲﾚﾀﾘｰ		20		23～28		16		2		○		⑬たばこ		131		386～390		5		2		○

				49		21		39～45		7		1				13		132		391～394		4

						22		46～62		17		2						133		395～397		3

						23		63～68		6		2						134		398		1

						24		69～71		3						⑭運輸・エネルギー・スポーツ・旅行 ウンユ リョコウ		141		399～403		5		1		○

				③化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(販売・陳列機能) ケショウヒン ブモン ハンバイ チンレツ キノウ		30		72～78		7		1		○		29		142		404～410		7		1

				45		31		79～98		20		3						143		411～412		2		2

						32		99～116		18		2						144		413～427		15

				④化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(告知・演出機能)		40		117～146		30		4		○		⑮出版・エンタテインメント・		151		428		1		1		○

				51		41		147～156		10		3				金融・その他の業種		152		429～431		3

						42		157～167		11						23		153		432～433		2

				⑤化粧品・ﾌﾛｱ部門 ケショウヒン ブモン		53		168～178		11		1		○				154		434～450		17		2

				45		54		179～200		22		3				⑯ハンガー		161		451～453		3		2		○

						55		201～208		8		1				54		162		454～461		8

						56		209～212		4		1						163		462～482		21		3

				⑥ｵｰﾃﾞｨｵ・AV機器・通信・事務機器・ｶﾒﾗ キキ ツウシン ジム キキ		61		213～214		2		4		○				164		483～504		22		3

				26		62		215～229		15						⑰ｼｮｳｶｰﾄﾞ・ｽﾃｨｯｶｰ		171		505～523		19		3		○

						63										19

						64		230～238		9						⑱のれん・ﾊﾞﾅｰ・ﾌﾗｯｸﾞ・ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ・ｳｫｰﾙ		181		524～528		5		1		○

				⑦文具・ﾌｧｯｼｮﾝ小物・ﾒｶﾞﾈ･時計 ブング コモノ トケイ		71		239～249		11		3		○		5

				24		72		250～261		12						⑲のぼり・立看板・ｲﾝﾌﾚｰﾀﾌﾞﾙ・ｶｯﾄｱｳﾄ タ カンバン		191		529～531		3				○

						73										3

						74		262		1						⑳ｻｲﾝ		201		532～540		9		1		○

				⑧家庭用品 カテイ ヨウヒン		81		263～267		5		1		○		9

				7		82										㉑ｷｯﾄ　		211		541～558		18		2		○

						83										56		212		559～573		15		2

						84		268～269		2								213		574～596		23		3

				⑨生活家電 セイカツ カデン		91		270～272		3		3		○		㉒POPﾊﾟｯｹｰｼﾞ		221		597～621		25		3		○

				40		92		273～288		16						25

						93		289		1		3				㉓ｽｺﾞ技 ワザ		231		622～632		11		1		○

						94		290～309		20						11

				⑩食品		101		310～315		6		3		○		㉔海外 カイガイ		241		633～635		3		1		○

				24		102		316～320		5						7		242		636～639		4

						103		321～326		6						㉕ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ・ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ		251		640～662		23		4		○

						104		327～333		7						23

				⑪飲料		111		334～338		5		2		○		313				total		313		43

				16		112

						113		339～343		5						作品点数 サクヒン テンスウ		662		点 テン		出品取消　0 シュッピン トリケシ

						114		344～349		6						入賞数 ニュウショウ スウ		91		点

				349				total		349		48				・ 金賞対象　　　　　　　○25点（金賞までは全部門が対象） キン ショウ タイショウ テン キンショウ ゼン ブモン タイショウ

																・ 銀賞対象　　　　　　　　 65点（90点－○25点＝65点） ギン ショウ タイショウ テン

																・審査員特別賞 シンサイン トクベツショウ

																　※△は金・銀賞資格審査要 ギン

				※エントリー数が５点未満の場合は、部門内の隣接するコードと一緒に審査 スウ テン ミマン バアイ ブモン ナイ リンセツ イッショ シンサ

				※トロフィー数の算定（7作品に１本＝５作品入４作品捨） スウ サンテイ サクヒン ホン サクヒン ニュウ サクヒン シャ









①～⑪小計

⑫～㉕小計



2017

				2017　Creative Solution Award 部門別入選作品数一覧 ブモン ベツ ニュウセン サクヒンスウ イチラン



				部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン		部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン

				①薬品・医療雑貨 ヤクヒン イリョウ ザッカ		11		1-16		16		2		○		⑫アルコール飲料		121		349-361		13		2		○

				30		12		17-24		8		1				34		122		362-370		8		1				-1

						13		25-26		2		1				※363出品取消 シュッピン トリケシ		123		371-377		7		1

						14		27-30		4								124		378-383		6		1

				②ﾄｲﾚﾀﾘｰ		20		31-45		15		2		○		⑬たばこ		131		384-385		2		2		○

				46		21		46-58		13		2				13		132		386-390		5

						22		59-74		16		2						133		391-395		5

						23		75		1		1						134		396		1

						24		76		1						⑭運輸・エネルギー・スポーツ・旅行 ウンユ リョコウ		141		397-405		9		1		○

				③化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(販売・陳列機能) ケショウヒン ブモン ハンバイ チンレツ キノウ		30		77-92		16		2		○		40		142		406-419		14		2

				40		31		93-106		14		2						143		-		0		0

						32		107-116		10		1						144		420-436		17		2

				④化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(告知・演出機能)		40		117-134		18		2		○		⑮出版・エンタテインメント・		151		437-442		6		4		○

				36		41		135-143		9		1				金融・その他の業種		152		443-445		3

						42		144-152		9		1				27		153		446-447		2

				⑤化粧品・ﾌﾛｱ部門 ケショウヒン ブモン		53		153-171		19		3		○				154		448-463		16

				54		54		172-206		35		5				⑯ハンガー		161		464-473		10		2		○

				⑥ｵｰﾃﾞｨｵ・AV機器・通信・事務機器・ｶﾒﾗ キキ ツウシン ジム キキ		61		207-209		3		4		○		51		162		474-477		4

				28		62		210-227		18								163		478-494		17		5

						63		－		0						※512出品取消 シュッピン トリケシ		164		495-515		20						-1

						64		228-234		7						⑰ｼｮｳｶｰﾄﾞ・ｽﾃｨｯｶｰ		171		516-536		21		3		○

				⑦文具・ﾌｧｯｼｮﾝ小物・ﾒｶﾞﾈ･時計 ブング コモノ トケイ		71		235-246		12		3		○		21

				25		72		247-256		10						⑱のれん・ﾊﾞﾅｰ・ﾌﾗｯｸﾞ・ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ・ｳｫｰﾙ		181		537-540		4		1		○

						73		－		0						4

						74		257-259		3						⑲のぼり・立看板・ｲﾝﾌﾚｰﾀﾌﾞﾙ・ｶｯﾄｱｳﾄ タ カンバン		191		541-547		7		1		○

				⑧家庭用品 カテイ ヨウヒン		81		260-266		7		2		○		7

				15		82		267-269		3						⑳ｻｲﾝ　※549出品取消 シュッピン トリケシ		201		548-558		10		2		○		-1

						83		－		0						16		202		559-564		6

						84		270-274		5						㉑ｷｯﾄ　		211		565-579		15		2		○

				⑨生活家電 セイカツ カデン		91		275-281		7		1		○		49		212		580-596		17		2

				45		92		282-299		18		2						213		597-613		17		2

						93		300-302		3		3				㉒海外 カイガイ		221		614-623		10		1		○

						94		303-319		17						15		222		624-628		5		1

				⑩食品		101		320-325		6		3		○		㉓ﾃｸﾆｶﾙ　		231		629-635		7		1		○

				21		102		325-331		6						7

						103		332-335		4						284				total		284		33

						104		336-340		5

				⑪飲料		111		341-344		4		1		○		作品点数 サクヒン テンスウ		632		点 テン		出品取消　2 シュッピン トリケシ

				8		112		345		1						入賞数 ニュウショウ スウ		80		点

						113		346		1						・ 金賞対象　　　　　　　○23点（2017は全部門が対象） キン ショウ タイショウ テン ゼン ブモン タイショウ

						114		347-348		2						・ 銀賞対象　　　　　　　　 57点（80点－○23点＝57点） ギン ショウ タイショウ テン

				348				total		348		47

																・審査員特別賞 シンサイン トクベツショウ

																　※△は金・銀賞資格審査要 ギン												2017は△なし、すべて○。

				※エントリー数が５点未満の場合は、部門内の隣接するコードと一緒に審査 スウ テン ミマン バアイ ブモン ナイ リンセツ イッショ シンサ

				※トロフィー数の算定（7作品に１本＝５作品入４作品捨） スウ サンテイ サクヒン ホン サクヒン ニュウ サクヒン シャ













①～⑪小計



2016

		2016　Creative Solution Award 部門別入選作品数一覧 ブモン ベツ ニュウセン サクヒンスウ イチラン



		部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン		部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン

		①薬品・医療雑貨 ヤクヒン イリョウ ザッカ		11		1-7		7		1		○		⑩運輸・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ｽﾎﾟｰﾂ・旅行 ウンユ リョコウ		101		343-345		3		2		○

		23		12		8-14		7		1				23		102		346-355		10

				13		15-19		5		1						103		356-360		5		1

				14		20-23		4								104		361-365		5		1

		②ﾄｲﾚﾀﾘｰ		21		24-40		17		2		○		⑪出版・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ・その他の業種 シュツ パン タ ギョウシュ		201		366-369		4		1		○

		39		22		41-53		13		2				29		202		370-373		4

				23		54-55		2		1						203		374		1		3

				24		56-63		7								204		375-394		20

		③化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門 ケショウヒン ブモン		31		64-92		29		4		○		⑫ﾊﾝｶﾞｰ		301		395-399		5		1		○

		57		32		93-120		28		3				43		302		400-404		6		1

		④化粧品・ﾌﾛｱ部門 ケショウヒン ブモン		43		121-133		13		2		○				303		405-412		8		1

		31		44		134-150		18		2						304		413-437		24		3

		⑤ｵｰﾃﾞｨｵ・AV機器・通信・事務機器・ｶﾒﾗ キキ ツウシン ジム キキ		51		151-154		4		3		○		⑬ｼｮｳｶｰﾄﾞ・ｽﾃｨｯｶｰ		401		438-452		18		2		△

		21		52		155-164		10						18

				53		－		0						⑭のれん・ﾊﾞﾅｰ・ﾌﾗｯｸﾞ・ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ・ｳｫｰﾙ		402		453-455		2		▲		△

				54		165-171		7						2

		⑥文具・ﾌｧｯｼｮﾝ小物・ﾒｶﾞﾈ･時計 ブング コモノ トケイ		61		172-182		11		2		△		⑮のぼり・立看板・ｶｯﾄｱｳﾄ・ｲﾝﾌﾚｰﾀﾌﾞﾙ　　 タ カンバン		403		456-458		3		▲		△

		19		62		183-190		8						3

				63		－		0						⑯ｻｲﾝ　		404		459-464		7		1		△

				64		－		0						10		405		465-467		3

		⑦家庭用品･一般電器 カテイ ヨウヒン イッパン デンキ		71		191-199		10		1		○		⑰ｷｯﾄ　		406		468-473		6		1		○

		53		72		200-223		23		3				41		407		474-495		22		3

				73		224-225		3		3						408		496-508		13		2

				74		226-242		17						⑱海外 カイガイ		501		509-513		5		1		△

		⑧食品・ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ飲料 ショクヒン インリョウ		81		243-255		13		2		○		7		502		514-515		2

		40		82		256-260		5		1				⑲ﾃｸﾆｶﾙ　		601		516-522		7		1		△

				83		261-270		10		1				7

				84		271-282		12		1				183				total		183		24

		⑨ｱﾙｺｰﾙ飲料・たばこ インリョウ		91		283-306		20		3		○

		56		92		307-318		12		1				作品点数 サクヒン テンスウ		522		点 テン		出品取消　22 シュッピン トリケシ

				93		319-328		10		1				入賞数 ニュウショウ スウ		65		点＋▲2点

				94		329-342		14		2				・ 金賞対象　　　　　　　○12点＋△7点 キン ショウ タイショウ テン テン

		339				total		339		41				・ 銀賞対象　　　　　　　　 53点＋▲2点（65点－○12点＝53点） ギン ショウ タイショウ テン テン



														・審査員特別賞 シンサイン トクベツショウ

														　※△は金・銀賞資格審査要 ギン

		※エントリー数が５点未満の場合は、部門内の隣接するコードと一緒に審査 スウ テン ミマン バアイ ブモン ナイ リンセツ イッショ シンサ

		※トロフィー数の算定（８作品に１本＝５作品入４作品捨） スウ サンテイ サクヒン ホン サクヒン ニュウ サクヒン シャ







2019

				2019 POP Creative Awards 部門別入選作品数一覧 ブモン ベツ ニュウセン サクヒンスウ イチラン



				部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン		部門 ブモン		コード		ｴﾝﾄﾘｰNo.		作品数 サクヒンスウ		入賞数 ニュウショウ スウ		金 キン

				①薬品・医療雑貨 ヤクヒン イリョウ ザッカ		11		1～5		5		2		○		⑫アルコール飲料		121		360～367		8		1		○

				20		12		6～15		10						18		122		368～370		3		1

						13		16		1		1						123		371		1

						14		17～20		4								124		372～377		6		1

				②ﾄｲﾚﾀﾘｰ		20		21～30		10		1		○		⑬たばこ		131		378～380		3		2		○

				33		21		31～36		6		1				13		132		381～387		7

						22		37～47		11		2						133		388～389		2

						23		48		1		1						134		390		1

						24		49～53		5						⑭運輸・エネルギー・スポーツ・旅行 ウンユ リョコウ		141		391～394		4		2		○

				③化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(販売・陳列機能) ケショウヒン ブモン ハンバイ チンレツ キノウ		30		54～78		25		3		○		28		142		395～405		11

				73		31		79～101		23		3						143		406～410		5		2

						32		102～126		25		3						144		411～418		8

				④化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(告知・演出機能)		40		127～147		21		3		○		⑮出版・エンタテインメント・		151		419～421		3		2		○

				50		41		148～159		12		2				金融・その他の業種		152		422～425		4

						42		160～176		17		2				24		153		426		1

				⑤化粧品・ﾌﾛｱ部門 ケショウヒン ブモン		53		177～190		14		2		○				154		427～442		16		2

				51		54		191～211		21		3				⑯ハンガー		161		443～445		3		1		○

						55		212～223		12		2				47		162		446～448		3

						56		224～227		4								163		449～470		22		3

				⑥ｵｰﾃﾞｨｵ・AV機器・通信・事務機器・ｶﾒﾗ キキ ツウシン ジム キキ		61		228～230		3		2		○				164		471～489		19		3

				25		62		231～238		8						⑰ｼｮｳｶｰﾄﾞ・ｽﾃｨｯｶｰ		171		490～512		23		3		○

						63		239		1		2				23

						64		240～252 		13						⑱のれん・ﾊﾞﾅｰ・ﾌﾗｯｸﾞ・ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ・ｳｫｰﾙ		181		513～518		6		1		○

				⑦文具・ﾌｧｯｼｮﾝ小物・ﾒｶﾞﾈ･時計 ブング コモノ トケイ		71		253～263 		11		2		○		6

				20		72		264～269 		6		1				⑲のぼり・立看板・ｲﾝﾌﾚｰﾀﾌﾞﾙ・ｶｯﾄｱｳﾄ タ カンバン		191		519～529		11		2		○

						73		270		1						11

						74		271～272		2						⑳ｻｲﾝ		201		530～538		9		1		○

				⑧家庭用品 カテイ ヨウヒン		81		273～274		2		1		○		9

				4		82		275		1						㉑ｷｯﾄ　		211		539～567		29		3		○

						83		276		1						55		212		568～576		9		1

						84				0								213		577～593		17		2

				⑨生活家電 セイカツ カデン		91		277～290		14		2		○		㉒POPﾊﾟｯｹｰｼﾞ		221		594～610		17		2		○

				53		92		291～304		14		2				17

						93		305～311		7		1				㉓ｽｺﾞ技 ワザ		231		611～620		10		1		○

						94		312～329		18		3				10

				⑩食品		101		330～338		9		2		○		㉔海外 カイガイ		241		621～624		4		1		○

				18		102		339		1						7		242		625～627		3

						103		340～343		4		1				㉕ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ・ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ		251		628～643		16		2		○

						104		344～347		4						16

				⑪飲料		111		348～349		2		1		○		284				total		284		39

				12		112		350～353		4

						113		354～359		0						作品点数 サクヒン テンスウ		643		点 テン		出品取消　0 シュッピン トリケシ

						114		360～367		6		1				入賞数 ニュウショウ スウ		91		点

				359				total		359		52				・ 金賞対象　　　　　　　○25点（金賞までは全部門が対象） キン ショウ タイショウ テン キンショウ ゼン ブモン タイショウ

																・ 銀賞対象　　　　　　　　 66点（91点－○25点＝66点） ギン ショウ タイショウ テン

																・審査員特別賞 シンサイン トクベツショウ

																　※△は金・銀賞資格審査要 ギン

				※エントリー数が５点未満の場合は、部門内の隣接するコードと一緒に審査 スウ テン ミマン バアイ ブモン ナイ リンセツ イッショ シンサ

				※トロフィー数の算定（7作品に１本＝５作品入４作品捨） スウ サンテイ サクヒン ホン サクヒン ニュウ サクヒン シャ









①～⑪小計

⑫～㉕小計



2021

				2021 POP Creative Awards 部門別入選作品数一覧 ブモン ベツ ニュウセン サクヒンスウ イチラン



				部門 ブモン		点数 テンスウ		部門 ブモン

				①薬品・医療雑貨 ヤクヒン イリョウ ザッカ		21

				②ﾄｲﾚﾀﾘｰ		27

				③化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(販売・陳列機能) ケショウヒン ブモン ハンバイ チンレツ キノウ		83

				④化粧品・ｶｳﾝﾀｰ部門(告知・演出機能)		41

				⑤化粧品・ﾌﾛｱ部門 ケショウヒン ブモン		59

				⑥ｵｰﾃﾞｨｵ・AV機器・通信・事務機器・ｶﾒﾗ キキ ツウシン ジム キキ		20

				⑦文具・ﾌｧｯｼｮﾝ小物・ﾒｶﾞﾈ･時計 ブング コモノ トケイ		34

				⑧家庭用品・生活家電 カテイ ヨウヒン セイカツカデン		76

				⑨食品 ショクヒン		19

				⑩飲料 インリョウ		13

				⑪アルコール飲料		17

				⑫たばこ		15

				⑬運輸・エネルギー・スポーツ・旅行 ウンユ リョコウ		10		0

				⑭出版・エンタテイメント・金融・その他の業種 シュッパン キンユウ ホカ ギョウシュ		11

				⑮ハンガー		48		作品点数 サクヒン テンスウ

				⑯ショウカード・スティッカー		12		入賞数 ニュウショウ スウ

				⑰のれん・バナー・フラッグ・タペストり		4		・ 金賞対象　　　　　　　○23点（金賞までは全部門が対象） キン ショウ タイショウ テン キンショウ ゼン ブモン タイショウ

				⑱のぼり・立看板・インフレータブル・カットアウト タチ カンバン		10		・ 銀賞対象　　　　　　　　 6２点（85点－○23点＝6２点） ギン ショウ タイショウ テン

				⑲サイン		3		・審査員特別賞 シンサイン トクベツショウ

				⑳キット		40		　※△は金・銀賞資格審査要 ギン

				㉑POPパッケージ		17

				㉒スゴ技 ワザ		9		欠番　320,321,445,593　 ケツバン

				㉓プロモーション・スペースデザイン		2

				合計 ゴウケイ		591

				0







				※エントリー数が５点未満の場合は、部門内の隣接するコードと一緒に審査 スウ テン ミマン バアイ ブモン ナイ リンセツ イッショ シンサ

				※トロフィー数の算定（7作品に１本＝５作品入４作品捨） スウ サンテイ サクヒン ホン サクヒン ニュウ サクヒン シャ





















































①～⑪小計

⑫～㉓小計





「ＪＰＭプランニングソリューションアワード」ゾーン

「学生対象 公募展」 ゾーン

企画、クリエイティブ、ツール製作などで構成されるプロモーション業務は、さまざまな
環境変化から、これまで以上に企画能力の精度を高めていく必要があります。
このアワードは、世界に通じるプロモーション業界共通の基準で評価するコンテストと
して、企画能力の向上を目的に設立したアワードです。2003 年に、第1回 “JPM 
プランニング賞” としてスタートして以来、本年で19 回を数えます。
今回は、2020 年に実施されたプロモーションを対象として、9部門から74 点の応
募を頂き入賞作品は21点となりました（出展入賞作品は19点）

ヤング POP クリエイティブ・アワードは、次世代を担う学生を対象とした公募展。
今年で 22 回目を迎える歴史あるコンペティションです。
独創的な表現になっているか、協賛社から出された課題商品の価値を明快に伝えて
いるか、売り場での購買を直接的に動機付けているか、という高い審査基準のもと、
実際の売り場で即戦力になり得るような POP広告の作品制作を通じて、プロモー
ション業界・POP広告業界で活躍する POPクリエイターの人材発掘と育成を目指
しています。
今回、新たに「わたしが考える未来の売り場デザインコンテスト」を設け、より広く学生から
アイデアの募集を行いました。

【ヤングPOPクリエイティブ・アワード協賛社】
資生堂ジャパン株式会社
象印マホービン株式会社
パナソニック株式会社



「販促見本市」 ゾーン

販促見本市は最新のプロモーションビジネスに関連する多様な商材を
一堂に集めた展示・商談ゾーンです。
より見やすく、より商談しやすい場として2フロアに分かれるPOPクリエイティブ・
アワード ゾーンの中間にあり、全ての来場者が訪れるエリアとなっております。
ビジネスにつながる新たな気付きや、発見の場として活用いただいております。

2021年出展企業様一覧

1 株式会社美工
2 LEDテクノ株式会社
3 エスエージーバルーンズ株式会社
4 Dobin Display Co.,LTD
5 株式会社博報堂プロダクツ
6 株式会社アロンジー・エリソン
7 ワヨー株式会社
8 株式会社電通テック
9 株式会社東具

10 株式会社ギフトパッド
11 株式会社スピン
12 株式会社丹青ディスプレイ
13 大日本印刷株式会社

13社　16小間

JPM協会展セミナー

【Session １】 「第50回 JPM POPクリエイティブ・アワード」
トークセッション

【Session ２】 広告主のデジタルシフトについて
【Session ３】 「JPMプランニング・ソリューション・アワード」

トークセッション
【Session ４】 流通企業から学ぶセミナー
【Session ５】 プロモーションの未来を語り合う

トークセッション
＊一部セミナーはライブ配信、後日限定配信を行いました。

プロモーションの現在と未来を考える各専門家による５つのセッションで構成。


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

