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コードアワードは、デジタル領域に特化した広告賞として、デジタルを介して創造した「体験
（エクスペリエンス）」により成功したマーケティングコミュニケーション事例を日本をはじめ
国内外から広く募集し、その秀逸な施策を企画・実施したチームを称え、世の中に広く発
信するアワードです。

D2Cでは2002年に始まった、前身の「モバイル広告大賞」の時代から継続したアワードの
開催を通じて、業界の健全な発展のため尽力して参りました。デジタルを“活用すること”が
最先端だった時代から、デジタルが“あたりまえ”になった今、その手法や可能性は無限に
広がり続けています。そして、その陰には常に、日々新たな挑戦へと立ち向かう作り手たち
の姿があります。
コードアワードはこうした作り手にスポットライトをあて、その成果を讃える“場”として2014
年に誕生しました。

4回目を迎える本年も、アワードの趣旨に賛同し、共にコードアワードを盛り上げてくださる
多くの企業や業界団体の皆様にご協力頂き、開催する運びとなりました。
本アワードがデジタルマーケティング市場のさらなる成長・活性化に寄与することができま
したら幸いです。

1 コードアワードとは



2 審査員長あいさつ
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コードアワードは、消費者にデジタル体験を提供する側の「クリエイティビティ」を競う賞だと個
人的には理解しています。

しかも、その「クリエイティビティ」という、ややカッコよくて抽象的な言葉を少し広義に捉えて、
インターフェイスやデザインといった表現はもちろんのこと、どちらかというとデジタルマーケ
ティングを計画した人たちのアイデアの巧妙さに少しだけ軸足を置いて評価しよう、とい
う賞だと思っています。

その観点から世界的にもあまり例がなく、日本において稀有な存在だと思っています。
いま世の中は、APIで様々なビッグデータが公開され、ECの発達でPDCAの高速化も可能に
なり、新しいウエアラブルデバイスが次 と々登場して取得できる生体情報が増え、IoTで人と
モノがつながる。

賞賛すべき「クリエイティビティ」とは、それらのプラットフォーム（しくみ）やテクノロジーをいち早
くどのように組み合わせたかの結果であり、プロフェッショナルとしての矜持で絞りだした知
恵と汗水たらして鍛えた芸当だと思います。

コードアワード2017　審査員長

伊藤 直樹



3 賞と審査基準
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応募作品のうち、上位約30作品が最終審査に残るファイナリストとして選出され、
その中から、厳正な審査によって特に優れた作品に以下の賞が贈られます。

最も優れた作品と評価された「コードアワード2017」を代表する1作品に授与されます。

これまでになかった新たなビジネスモデルやプロダ
クト/サービスの付加価値を創造した施策、また画
期的な手法を用いたマーケティングコミュニケー
ション施策

グランプリ GRAND PRIX  

賞

ベスト・イノベーション
BEST INNOVATION

グッド・イノベーション
GOOD INNOVATION

審査基準

デザイン性・実装力・ユーザビリティなどを総合した
技術力が伴った施策

ベスト・クラフト
BEST CRAFT

グッド・クラフト
GOOD CRAFT

クライアントのビジネス課題や社会課題を解決した
り、際立った成果（売上貢献、ブランディングなど）を
残したマーケティングコミュニケーション施策

ベスト・イフェクティブ
BEST EFFECTIVENESS

グッド・イフェクティブ
GOOD EFFECTIVENESS

キャンペーン・プロモーションの企画設計や企画アイ
デアに関して、そのインパクトやおもしろさ、斬新性な
どが目立つ施策

ベスト・キャンペーン
BEST CAMPAIGN

グッド・キャンペーン
GOOD CAMPAIGN

デジタルメディアやデジタル広告を有効活用した斬
新なプロモーションや、デジタルを活用して今までメ
ディア化されていなかったものをメディアとして活用し
た施策

一次審査を通過し最終審査に残る全作品を対象
に、コードアワードオフィシャルサイト上にて一般投票
を行い、最も投票数が多かった施策

ベスト・ユース・オブ・メディア
BEST USE OF MEDIA

グッド・ユース・オブ・メディア
GOOD USE OF MEDIA

パブリックベスト
PUBLIC BEST

※審査員の判断の下、上記視点以外に際立った要素がある場合は、特別賞に値する新たな賞を新設します。
　また審査の結果、該当作品なしとする場合があります。
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4 昨年度からの主な変更点
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「ベスト・ユース・オブ・データ」賞、「グッド・ユース・オブ・データ」賞を廃止し、「ベスト・キャ
ンペーン」賞、「グッド・キャンペーン」賞が復活しました。

賞構成の見直し

エントリーシート（Powrpoint）を廃止し、作品の詳細説明等はWebサイト上のエントリー
フォームに直接入力する方式に変更しました。

応募書類

今年度より応募にあたり、1作品につき9,720円（税込）のエントリー料金が必要になりました。
なお、日本国外からの作品応募は無料です。

エントリー料金
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2017年 3月22日（水）～5月12日（金） 17：00まで募集期間

コードアワードWebサイト（http://www.codeaward.jp/）にて、ユーザー登録を行ってく
ださい。作品エントリーはログイン後のマイページよりご応募頂けます。

応募方法

革新性や、アイデア、成果など、それぞれの観点で審査を行い、優れた作品に対し、各賞が贈ら
れます。
詳しくは、賞と審査基準ページをご覧ください。

審査基準

デバイスや手法、施策の規模に関係なく、デジタルを活用した広告、 マーケティング施策であれば
どのようなものでも構いません。
応募は、広告主・広告会社・制作会社のどなたでもご応募いただけますが、応募の際には必ず
作品権利者（広告主含む）への許諾をお取りください。

作品はマイページより応募期間中であれば何度でも取り消し・修正が可能です。

ログイン用のID・パスワードは大切に保管してください。
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選考対象
日本国内外にて、2016年4月1日から2017年3月31日の期間に実施／開始された、企業・ブ
ランド・自治体などが提供する商品やサービスなどのデジタルを活用したマーケティングコミュ
ニケーション施策を広く対象とします。
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1作品につき9,720円（税込）のエントリー料金が必要となります。

エントリー料金

応募締切時点（5月12日（金）17：00）でエントリーが完了している作品が「エントリー確定」
となり、料金が発生します。なお、応募期間中は何度でもエントリーの取り下げ、修正が可能
で、応募期間中は料金は発生致しません。

お振込は、2017年7月10日(月)までに指定口座にお振込みください。
 ※振込手数料は申込社でのご負担をお願い致します。
※振込先の口座情報につきましては、請求書をご確認ください。

請求先の変更、分割請求等をご希望の際は、個別にお問合せください。
日本国外からの応募作品は、エントリー料金無料となります。

ご請求書は、5月末までにエントリーご担当者様宛にお送り致します。

審査員

伊藤 直樹　Naoki Ito
PARTY クリエイティブディレクター

審査員長

審査員

キリーロバ ナージャ　Nadya Kirillova
株式会社電通 電通総研Bチーム クリエーティブ / コピーライター

齋藤 精一　Seiichi Saito
Rhizomatiks Creative Director / Technical Director

佐藤 カズー　Kazoo Sato
TBWA\HAKUHODO チーフ クリエイティブ オフィサー

田川 欣哉　Kinya Tagawa
Takram 代表 / デザインエンジニア

田中 里沙　Risa Tanaka
事業構想大学院大学学長 / 宣伝会議取締役メディア情報統括

築地 Roy 良　Roy Ryo Tsukiji
株式会社BIRDMAN 代表 / クリエイティブディレクター

本間 充　Mitsuru Homma
アビームコンサルティング株式会社 デジタルトランスフォーメーションビジネスユニット
デジタルマーケティングセクター　ディレクター

※審査員長以下、五十音順

応募要項 2/35
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スケジュール

応募条件

応募者は、エントリーの際に作品権利者（広告主含む）の同意を得た上、ご応募ください。

関連サイトやアプリなど、応募作品に関する全ての資料については、2017年8月31日までの
間、公開もしくは応募者側のサーバー上で限定的に公開可能としてください。

応募作品は、5月12日（金）17：00までウェブ上で応募者による修正が可能です。応募内容の
修正には、ユーザー登録完了後にお知らせするIDとパスワードが必要となりますので、IDとパ
スワードは大切に保管してください。

5月12日（金）17：00以降は「エントリー確定」となり、1作品につき9,720円（税込）のエントリー
料金が発生し、応募作品を取り下げることはできません。

応募作品の返却はいたしません。

一次審査を経て、最終審査に残った全作品を対象に、2017年6月12日（月）～6月18日（日）
の期間にコードアワードオフィシャルサイト上で一般投票を行います。一般投票時に掲載され
る画像およびアピールポイントについては、エントリー終了後は原則修正ができません。

応募作品は贈賞後、作品を中心とした勉強会・講演会（国内外の展示などにおいて、他言語
による付記を追加することがあります。）および年鑑・作品集などに使わせていただく場合があ
ります。

当アワード開催期間中に、規約違反や公序良俗に反するなど、主催者側が不適切と判断し
た企業の作品については、応募資格を失う場合があります。

コードアワードオフィシャルサイトにて登録されたユーザー情報を基に、期間中、本アワードに
関連する情報を不定期で配信させていただきますので、予めご了承ください。

2017年 3月22日（水）～5月12日（金） 17：00まで募集期間

2017年 6月12日（月）～6月18日（日） 一般投票

2017年 7月中旬結果発表

2017年 8月2日（水）贈賞式

応募要項 3/35
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関連サイトやアプリなど、応募作品に関する全ての資料については、2017年8月31日ま
での間、公開もしくは応募者側のサーバー上で限定的に公開可能としてください。

ファイル名は半角英数字のみを使用してください。

アップロードできる作品のイメージ画像の形式は、JPG(JPEG)、GIF、PNGのいずれか
（5MB）までです。

アップロードできる作品動画の形式は、mov、ｗｍｖ、mpeg、mp4、ｆｌｖのいずれか
（100M）までです。

応募要項をご確認の上、コードアワードWebサイト（http://www.codeaward.jp/）に
て、ユーザー登録（無料）を行ってください。登録されたメールアドレスにログインに必
要な情報が送信されます。

STEP

0 ユーザー登録

マイページにログインし、応募者情報を入力します。

STEP

1 応募者情報の入力

入力情報に誤りがないか、確認してください。

STEP

2 応募者情報の確認

入力情報に誤りがないか、確認してください。

STEP

4 作品情報の確認

作品情報、作品のイメージ画像2点およびサイトURLや作品動画などの作品補完資
料の入力またはアップロードを行ってください。

STEP

3 作品情報の入力

応募期間中、作品はマイページより何度でも取り消し・修正が可能です（無料）。

応募締切（5月12日（金）17：00）後は、「エントリー確定」となり、1作品につき9,720円
（税込）のエントリー料金が発生し（海外応募作品は無料）、作品の取り下げができませ
んので、予めご了承ください。
1アカウントで複数作品の応募が可能（上限なし）です。
 ※複数作品を応募する場合はSTEP1からの手順を繰り返してください。

作品情報の確認が終わればエントリーは完了です。ユーザー登録されたメールアドレ
スに確認メールが届きますので、必ずご確認ください。

STEP

5 完了

応募完了までの流れ6



お問合せ先

コードアワード事務局（株式会社D2C内）

info@codeaward.jpMail
http://www.codeaward.jp/Web


