
　　

【JPM POPクリエイティブ・アワード　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

⑳キット／563 三ツ矢の日リモート接客売場演出キット アサヒ飲料株式会社 凸版印刷株式会社

【JPM POPクリエイティブ・アワード　審査員特別賞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

⑪アルコール飲料/404 シーバス18年テイスティングカウンター Pernod Ricard DOBIN DISPLAY CO.,LTD

【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／15 アキュビュースマート調光　カウンセリングデモツール ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 凸版印刷株式会社  

②トイレタリー／27 「こらざるの湯」カウンター什器 株式会社イースマイル 光村印刷株式会社  

③化粧品・カウンター部門(販売・陳列機能)／121 イグニスイオ　リップ演出スタンド（20S4） 株式会社アルビオン 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社

④化粧品・カウンター部門(告知・演出機能)／165 クレ・ド・ポー ボーテ　 ラ・クレームディスプレイ 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／227 ユース コード プレエッセンス スタンド ロレアルパリ DOBIN DISPLAY CO.,LTD  

⑥オーディオ・AV機器・通信・事務機器・カメラ／240 キヤノン ミニフォトプリンター陳列台 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 レンゴー株式会社  

⑦文具・ファッション小物・メガネ・時計／267 PUREMALT  W900用什器 三菱鉛筆株式会社 大日本印刷株式会社  

⑧家庭用品生活家電／323 Braun Series 9 demo DP P＆G DOBIN DISPLAY CO.,LTD  

⑨食品／371 どんべい観覧車什器 日清食品株式会社 株式会社　レッグス  

⑩飲料／394 リプトン　ビックマグカップ 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  

⑪アルコール飲料／404 シーバス18年テイスティングカウンター Pernod Ricard DOBIN DISPLAY CO.,LTD  

⑫たばこ／414 Peace　リトルシガー販売ケース 日本たばこ産業株式会社 大日本印刷株式会社  

⑬運輸・エネルギー・スポーツ・旅行／434 新型 ＴＡＦＴ　顔出しパネル 栃木ダイハツ販売株式会社 大日本印刷株式会社  

⑭出版・エンタテイメント・金融・その他の業種／448 劇場版ポケットモンスターココ　スタンディ 東宝株式会社 光村印刷株式会社  

⑮ハンガー／490 ミンティアハロウィン限定 魔女りんごハンガー什器 アサヒグループ食品株式会社 レンゴー株式会社  

⑯ショ-カード・スティッカー／498 リーゼヘアモンスター　SDGsプッシュイン 花王株式会社 株式会社　システムコミュニケーションズ  

⑰のれん・バナー・フラッグ・タペストリー・ウォール／511  JR山手線「東京感動線」電子ペーパー中づり 東日本旅客鉄道株式会社/株式会社ジェイアール東日本企画 大日本印刷株式会社  

⑱のぼり・立看板･インフレータブル・カットアウト／523 でかい夢CP　八村選手等身大パネル 大正製薬株式会社 株式会社　博報堂プロダクツ  

⑳キット／552 UZUブランド WALL什器(MB展開) 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス  

㉑POPパッケージ／572 花火箱 音声モジュール作成取付 株式会社ＺＯＺＯ 大日本印刷株式会社  

㉒スゴ技／586 ドクターシーラボ 旗艦店　壁面什器 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 株式会社　TANAX
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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

13 エアレンズ カウンターDP 株式会社ライズアップ 株式会社　TANAX  

17 リアップＸ５プラスネオ　フロア販売台 大正製薬株式会社 凸版印刷株式会社  

②トイレタリー

33 アロマリゾートボディジェルクリアレモン＆ミントDP クラシエホームプロダクツ株式会社 レンゴー株式会社  

40 いち髪 ザプレミアム定番用什器 クラシエホームプロダクツ株式会社 凸版印刷株式会社  

47 MARO17 バラエティ什器 株式会社ネイチャーラボ 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)

52 ファシオ 夏後 販売ボードツール 株式会社コーセー シーシービー株式会社  

56 21年春SUGAOカウンターディスプレイ ロート製薬株式会社 株式会社　TANAX  

61 マキアージュ　セーラームーンコラボ限定品販売台 資生堂ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

75 me ジェラートプライマーディスプレイ 株式会社エリザベス 株式会社　美工  

84 LoveLiner x Minions カウンター ｍｓｈ株式会社 株式会社　レッグス  

85 UZU まつげ美容液 w600カウンター什器 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス  

114 ギャツビーインサイドロック定番用単品トレイ 株式会社マンダム 大日本印刷株式会社  

119 UZU LIP38℃ 混合カウンター(スチール) 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス  

123 WSサプリ×D-UV  W600什器 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  

130 ラブ・ライナーリキッド　リニューアルカウンター什器 msh株式会社 株式会社 明治アドエージェンシー  

2



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)

141 スノービューティ－紹介見本台2020 資生堂ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

146 スノービューティー紹介見本台2021 資生堂ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

149 イグニスイオ　ギフト演出セット（20S3） 株式会社アルビオン 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社  

155 イグニスイオ　プロモーション演出セット（21S1） 株式会社アルビオン 株式会社　プレンティ  

168 クレ・ド・ポー ボーテ　2020ホリデーツール 株式会社資生堂 凸版印刷株式会社  

⑤化粧品・フロア部門

174 20Visee夏前床置き販売台 株式会社コーセー 株式会社　美工  

188 UZU LIP 38℃ YOUフロア什器 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス  

189 UZU LIP38℃ 混合フロア什器 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス  

209 20年エテュセ リップエディション フロア台 株式会社エテュセ 株式会社　ＴＭＣ  

210 20年エテュセ アイエディション フロア台 株式会社エテュセ 株式会社　ＴＭＣ  

215 レオンジュレアイズフロアー什器 株式会社アルビオン 東洋紙業株式会社  

222 LoveLiner x Minions フロア ｍｓｈ株式会社 株式会社　レッグス  

⑥オーディオ・AV機器・通信・事務機器・カメラ

233 nova7 5G カウンターサイン HUAWEI DOBIN DISPLAY CO.,LTD  

247 Google メテオライト（隕石）  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

258 ピュアモルトJET4&1限定販売容器 三菱鉛筆株式会社 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社  

276 ジェットストリーム エッジ0.28什器 三菱鉛筆株式会社 エヌカント株式会社  

280 チャンス展示什器 株式会社スウィート 株式会社　コースト  

282 torinco手帳オリジナル什器 株式会社高橋書店 凸版印刷株式会社  
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部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

⑧家庭用品

286 2019年 温感かっさ展示台 パナソニック株式会社 株式会社　美工  

293 RF美顔器展示 パナソニック株式会社 株式会社　ビーツ  

302 ルンバi3+　お試し設置キット アイロボットジャパン合同会社 株式会社　博報堂プロダクツ  

308 2020年 光エステ展示台 W900 パナソニック株式会社 株式会社　美工  

325 スティッククリ－ナ－ RSC　什器（20年6月） レイコップ・ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

333 2021 オーブントースター エンド展示キット パナソニック株式会社 株式会社　美工  

334 ビストロBS2700 エンド展示キット パナソニック株式会社 株式会社　美工  

341 21年衣類乾燥除湿機エンド什器 パナソニック株式会社 株式会社　美工  

360 ラムダッシュ　スキンケアシェーバーSP什器 パナソニック株式会社 凸版印刷株式会社  

361 ラムダッシュ　レコメンド什器 パナソニック株式会社 凸版印刷株式会社  

⑨食品

375 チョコレート効果　レジ前ディスプレイ 株式会社明治 凸版印刷株式会社  

382 〈リサイクルPP製〉TOYリサイクルBOX通年版 日本マクドナルドホールディングス株式会社 大日本印刷株式会社 ビーコンコミュニケーションズ株式会社

⑩飲料

388 BOSS カフェベース1コマ什器 サントリーフーズ株式会社 レンゴー株式会社  

⑪アルコール飲料

412 CHVAS XV TOWER Pernod Ricard DOBIN DISPLAY CO.,LTD  

⑫たばこ

416 メビウス免税店向けディスプレイ 日本たばこ産業株式会社 大日本印刷株式会社  

⑬運輸・エネルギー・スポーツ・旅行

437 新型エクリプス クロス(PHEV)装飾LEDパネル 三菱自動車工業株式会社 株式会社博報堂プロダクツ 株式会社博報堂

⑭出版・エンタテインメント・金融・その他の業種

446 KAMADO ガチャガチャ 株式会社ロゴスコーポレーション 株式会社　東具  

⑮ハンガー

454 ねこ用マナーウェア現物POP ユニ・チャーム株式会社 凸版印刷株式会社  

463 KISSMEMommyUVマイルドジェルハンガー 株式会社伊勢半 株式会社　凡美社  

464 KISSMEMommyUVアクアミルクハンガー 株式会社伊勢半 株式会社　凡美社  

478 DHA おさかなハンガー什器 株式会社ディーエイチシー 凸版印刷株式会社  

488 UZU MOTE MASCARA ハンガー什器 株式会社フローフシ 株式会社　レッグス  
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部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

⑯ショウカード・スティッカー

507 ディアボーテ香り見本（スカンジナビア・オーロラ） クラシエホームプロダクツ株式会社 レンゴー株式会社  

526 飛沫対策間仕切りボード 株式会社ゆで太郎システム 株式会社　田原屋  

⑳キット

527 雪肌精 夏後 シンボリック店セット 株式会社コーセー シーシービー株式会社  

531 Ora2 me ムーミン企画店頭ツール一式 サンスター株式会社 株式会社　TANAX  

542 ピュアモルト特別販促キット 三菱鉛筆株式会社 共同印刷マーケティングソリューションズ株式会社  

㉑POPパッケージ

570 ＧＴＲ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｎｅｗ　Ｙｅａｒ　Ｋｉｔ ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社/ウイリアムズリ－ジャパン 大日本印刷株式会社  

㉓プロモーション・スペースデザイン

594 資生堂GFS　空中ディスプレイ 資生堂ジャパン株式会社 大日本印刷株式会社  

【JPM POPクリエイティブ・アワード　新型コロナ感染防止対策アイデア賞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

247 Google メテオライト（隕石） グーグル合同会社 大日本印刷株式会社

354 ナノケアドライヤー体験什器 パナソニック株式会社 株式会社　ビーツ

563 三ツ矢の日リモート接客売場演出キット アサヒ飲料株式会社 凸版印刷株式会社

【買い場イノベーション賞＜POP部門＞】

部門・エントリーNo. 作　品　名 広　告　主 出　品　会　社

⑧家庭用品 361 ラムダッシュ　レコメンド什器 パナソニック株式会社 凸版印刷株式会社  

⑲サイン
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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 緑の伊右衛門 サントリー食品インターナショナル株式会社
株式会社 博報堂/

株式会社 ハッピーアワーズ博報堂　株式会社 博報堂デザイン　株式会社 SIGNING

ベスト・プロモーショナル・プログラム賞 休校・休園にともなう子どもたちのための無償サポートプログラム 株式会社 ベネッセコーポレーション 株式会社 読売広告社

ベスト・プロモーショナル・クリエイティブ賞 大好物醤油 株式会社 伝統デザイン工房 株式会社 博報堂

【JPMプランニング・ソリューション・アワード 金賞】

エントリー部門名 プロモーション名 広告主名 出品会社名/共同出品会社名

統合型プロモーション企画 HELLO NEW DREAM. PROJECT

HELLO NEW DREAM. PROJECT協賛13社

日立グローバルライフソリューションズ株式会社、日本郵便株式会社、

アサヒ飲料株式会社、株式会社 ジェーシービー、日清オイリオグループ株式会社、

久光製薬株式会社、ライオン株式会社、森永製菓株式会社、

エバラ食品工業株式会社、アサヒビール株式会社、

第一三共ヘルスケア株式会社、コーセーコスメポート株式会社、花王株式会社

株式会社 博報堂/株式会社 博報堂ケトル

ブランディング・プロモーション企画 BURGER KING 「See you & Thank you」 株式会社 ビーケージャパンホールディングス 株式会社 大広WEDO/株式会社 大広

ビジネス・プロモーション企画
Google GIGA School Package　GIGA スクール構想は、

Google と一緒に。
Google for Education 株式会社 博報堂/株式会社 TYO

デジタル・プロモーション企画 ダース発見力向上キャンペーン 森永製菓株式会社 株式会社 博報堂

社会貢献プロモーション企画 交通事故から子供を守れ　肩にかけるおまわりさん まもってトート 本田技研工業株式会社 株式会社 博報堂

【JPMプランニング・ソリューション・アワード 銀賞】

エントリー部門名 プロモーション名 広告主名 出品会社名/共同出品会社名

きのこの山・たけのこの里 国民大調査2020 株式会社 明治 株式会社 読売広告社

『トヨフェス！』　ミチから、マチまで、おもしろく。 トヨタ自動車株式会社 株式会社 博報堂

ブランディング・プロモーション企画 BLACKルパン三世の挑戦状 アサヒビール株式会社 株式会社 電通テック

史上最年少のどん兵衛部長 日清食品株式会社 株式会社 博報堂/株式会社 電通/株式会社 東北新社/株式会社 SIGNING

日本の空気を変えよう　AirYellプロジェクト パナソニック株式会社 株式会社 大広WEDO

8月10日 やめられない、とまらない♪ かっぱえびせんの日 カルビー株式会社 株式会社 スコープ

AOYAMA SHOW WINDOW THEATER 青山商事株式会社 株式会社 博報堂

インナー・プロモーション企画 健康診断エンターテインメント「健診戦」 株式会社 博報堂ＤＹホールディングス
株式会社 博報堂/国立大学法人東京大学

/国立研究開発法人産業技術総合研究所/株式会社 博報堂ＤＹホールディングス

尿酸値サロン 株式会社 明治 株式会社 電通

よまにゃチャンネル 株式会社 集英社 株式会社 博報堂/株式会社 TBWA/HAKUHODO

HanaUtaFes 全国農業協同組合連合会 株式会社 電通テック/株式会社 電通

岩手日報・東日本大震災風化防止プロジェクト 株式会社 岩手日報社 株式会社 博報堂/株式会社 博報堂プロダクツ

コストパフォーマンス・プロモーション企画 姫路セントラルパーク　日本一癒やされるサイト 株式会社 ジャパンパーク＆リゾート 株式会社 博報堂

インストア・プロモーション企画

デジタル・プロモーション企画

社会貢献プロモーション企画

統合型プロモーション企画

ビジネス・プロモーション企画
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【買い場イノベーション賞＜企画部門＞】

エントリー部門名 プロモーション名 広　告　主 出品会社名／共同出品会社名

インストア・プロモーション企画 texcy luxe　非接触型シューフィッティングショップ アシックス商事株式会社 株式会社 博報堂プロダクツ/株式会社 博報堂

【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

Save Yourself, Save Ourself 資生堂ジャパン株式会社 都立中央・城北職業能力開発センター・板橋校 望月　康太郎

【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

手守り習慣 資生堂ジャパン株式会社 千葉県立東金高等技術専門校 槇　菜々子

【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

ステンレスマグ用 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 高橋　かのん

【ヤングPOPクリエイティブ・アワード 協賛社賞】

作　品　題　名 課 題 提 供 社 出　品　校 出　品　者

手にやさしい　消毒用アルコール 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 林　あきの

ステンレスマグボトル用カウンター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 伊藤　美和子

電球の３原色 パナソニック株式会社 都立中央・城北職業能力開発センター・板橋校 石黒　公章

【第1回 「わたしが考える未来の売り場」デザインコンテスト】

作　品　題　名 出　品　校 出　品　者

金賞 RAINY DAYSーテクノロジーの創る体験空間ー 信州大学 銭谷 脩

銀賞 FarMarket 早稲田大学大学院 高橋 知希

銅賞 ラベルレスペットボトル飲料用冷蔵庫 同志社大学 石蔵 由唯
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