
1975年6月 【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 岡内英夫（資生堂）、高橋信三（毎日放送）、

専務理事代行 安達義幸（田辺製薬）、総務部会部会長 林幹夫（トヨタ自販）、

財務部会部会長 服部 次郎（服部時計店）、PR部会部会長 市橋立彦（グレイ大広）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 鳥井道夫（サントリー）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 岡内英夫（資生堂）、高橋信三（毎日放送）、

専務理事代行 安達義幸（田辺製薬）、総務部会部会長 林幹夫（トヨタ自動車販売）、

財務部会部会長 服部 次郎（服部時計店）、PR部会部会長 市橋立彦（グレイ大広）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 鳥井道夫（サントリー）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 岡内英夫（資生堂）、高橋信三（毎日放送）、

専務理事 和田可一（※）、総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、

財務部会部会長 大野良雄（資生堂）、PR部会部会長 木村芳雄（毎日放送）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 岡内英夫（資生堂）、高橋信三（毎日放送）、

専務理事 和田可一（※）、総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、

財務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、PR部会部会長 木村芳雄（毎日放送）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）
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1976年6月

1977年6月

1978年6月



1979年6月 【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、高橋信三（毎日放送）、

総務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、財務部会部会長 木村芳雄（毎日放送）、

PR部会部会長 安達義幸（田辺製薬）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、安田博（大阪瓦斯）、

総務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、財務部会部会長 木村芳雄（毎日放送）、

PR部会部会長 安達義幸（田辺製薬）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、財務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、

PR部会部会長 中屋三郎（レナウン）、関西部会部会長 木村芳雄（毎日放送）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、財務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、

PR部会部会長 中屋三郎（レナウン）、関西部会部会長 木村芳雄（毎日放送）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、財務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、

PR部会部会長 稲見宗孝（サントリー）、関西部会部会長 木村芳雄（毎日放送）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

1980年6月

1981年6月

1982年6月

1983年6月



【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

専務理事 木村芳雄（※）、総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、

財務部会部会長 大村匡一郎（資生堂）、PR部会部会長 杉浦欣介（味の素）、

関西部会部会長 森脇貞男（読売新聞大阪本社）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

専務理事 木村芳雄（※）、総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、

財務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、PR部会部会長 杉浦欣介（味の素）、

関西部会部会長 森脇貞男（読売新聞大阪本社）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

専務理事 木村芳雄（※）、総務部会部会長 安達義幸（田辺製薬）、

財務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、PR部会部会長 杉浦欣介（味の素）、

関西部会部会長 森脇貞男（読売新聞大阪本社）

【審査部門】

審査委員長 有澤廣巳（東京大学）、業務委員会委員長 下谷泉（野村證券）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

専務理事 木村芳雄（※）、総務部会部会長 佐川幸三郎（花王）、

財務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、PR部会部会長 杉浦欣介（味の素）、

関西部会部会長 森脇貞男（読売新聞大阪本社）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 阿部貞雄（三共）

1984年6月

1985年6月

1986年6月

1987年6月



1988年6月 【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、坂田勝郎（毎日放送）、

専務理事 木村芳雄（※）、総務部会部会長 佐川幸三郎（花王）、

財務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森脇貞男（読売新聞大阪本社）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 阿部貞雄（三共）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、原清（毎日放送）、

専務理事 難波琢磨（※）、総務部会部会長 佐川幸三郎（花王）、

財務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 阿部貞雄（三共）

【運営部門】

理事長 河口静雄（全日本広告連盟）、副理事長 鈴木三郎助（味の素）、原清（毎日放送）、

専務理事 難波琢磨（※）、総務部会部会長 佐川幸三郎（花王）、

財務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 阿部貞雄（三共）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 佐川幸三郎（花王）、齋藤守慶（毎日放送）、

専務理事 難波琢磨（※）、総務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、

財務部会部会長 越智宏（キヤノン販売）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 阿部貞雄（三共）

1989年6月

1990年6月

1991年6月



【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 齋藤守慶（毎日放送）、服部敏幸（講談社）、

専務理事 難波琢磨（※）、総務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、

財務部会部会長 越智宏（キヤノン販売）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 清水豪（味の素）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

服部敏幸（講談社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 山崎武敏（日本経済社）、

財務部会部会長 松川秀雄（服部セイコー）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 清水豪（味の素）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

服部敏幸（講談社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 豊田年郎（電通）、

財務部会部会長 松川秀雄（服部セイコー）、PR部会部会長 小宮淳一（森永製菓）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 植松正（一橋大学）、業務委員会委員長 清水豪（味の素）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

石川晴彦（主婦の友社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 豊田年郎（電通）、

財務部会部会長 松川秀雄（服部セイコー）、PR部会部会長 漆戸靖治（日本テレビ放送網）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 猿谷要（東京女子大学）、業務委員会委員長 清水豪（味の素）

1992年6月

1993年6月

1994年6月

1995年6月



1996年6月 【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

石川晴彦（主婦の友社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 豊田年郎（電通）、

財務部会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 漆戸靖治（日本テレビ放送網）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 猿谷要（東京女子大学）、業務委員会委員長 清水豪（味の素）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

石川晴彦（主婦の友社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 嶋田安雄（日本経済社）、

財務部会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 漆戸靖治（日本テレビ放送網）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 猿谷要（東京女子大学）、業務委員会委員長 池田守男（資生堂）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

石川晴彦（主婦の友社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 俣木盾夫（電通）、

財務部会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 漆戸靖治（日本テレビ放送網）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 猿谷要（東京女子大学）、業務委員会委員長 池田守男（資生堂）

【運営部門】

理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日放送）、

石川晴彦（主婦の友社）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 俣木盾夫（電通）、

財務部会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 間部耕苹（日本テレビ放送網）、

関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）

【審査部門】

審査委員長 猿谷要（東京女子大学）、業務委員会委員長 池田守男（資生堂）

1997年6月

1998年6月

1999年6月



2000年6月

2001年6月

2002年6月

2003年6月

【運営部門】
理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日
放送）、専務理事 齋藤守彦（※）、総務部会部会長 宮本貞和（味の素）、財務部
会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 間部耕苹（日本テレビ放送
網）、関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 猿谷要（東京女子大学）、業務委員会委員長 池田守男（資生堂）

【運営部門】
理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日
放送）、村松邦彦（主婦の友社）、専務理事 宍戸旦（※）、総務部会部会長 石渡
總平（味の素）、財務部会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 間部
耕苹（日本テレビ放送網）、関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 柿崎孝夫（資生堂）

【運営部門】
理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 内藤祐次（エーザイ）、齋藤守慶（毎日
放送）、村松邦彦（主婦の友社）、専務理事 宍戸旦（※）、総務部会部会長 石渡
總平（味の素）、財務部会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 間部
耕苹（日本テレビ放送網）、関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 一橋忠（資生堂）

【運営部門】
理事長 鈴木三郎助（味の素）、副理事長 齋藤守慶（毎日放送）、村松邦彦（主婦
の友社）、専務理事 宍戸旦（※）、総務部会部会長 石渡總平（味の素）、財務部
会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 間部耕苹（日本テレビ放送
網）、関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 一橋忠（資生堂）

2004年6月 【運営部門】
理事長 村上政敏（時事通信社）、副理事長 齋藤守慶（毎日放送）、村松邦彦（主
婦の友社）、専務理事 宍戸旦（※）、総務部会部会長 山田篤（味の素）、財務部
会部会長 永田圭司（キヤノン販売）、PR部会部会長 間部耕苹（日本テレビ放送
網）、関西部会部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 川崎清（資生堂）



2005年8月

2006年8月

2007年8月

2008年8月

【運営部門】
理事長 村上政敏（時事通信社）、副理事長 永田圭司（キヤノン販売）、山本雅
弘（毎日放送）、村松邦彦（主婦の友社）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部会長
山田篤（味の素）、財務部会長 村上斉（セイコーウオッチ）、ＰＲ部会長 久保伸
太郎（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 柿崎孝夫（資生堂）

【運営部門】
理事長 村上政敏（時事通信社）、副理事長 永田圭司（キヤノン販売）、山本雅
弘（毎日放送）、村松邦彦（主婦の友社）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部会長
平井良育（花王）、財務部会長 村上斉（セイコーウオッチ）、ＰＲ部会長 久保伸
太郎（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 柿崎孝夫（資生堂）

【運営部門】
理事長 村上政敏（時事通信社）、副理事長 伊藤雅俊（味の素）、山本雅弘（毎
日放送）、村松邦彦（主婦の友社）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部会長 平井
良育（花王）、財務部会長 村上斉（セイコーウオッチ）、ＰＲ部会長 久保伸太郎
（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 一橋忠（資生堂）

【運営部門】
理事長 村上政敏（時事通信社）、副理事長 伊藤雅俊（味の素）、山本雅弘（毎
日放送）、村松邦彦（主婦の友社）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部会長 松阪
喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 村上斉（セイコーウオッチ）、
ＰＲ部会長 弘中喜角（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 一橋忠（資生堂）

2009年8月 【運営部門】
理事長 佐藤安弘（キリンホールディングス）、副理事長 横山敬一（味の素）、山
本雅弘（毎日放送）、上野徹（文藝春秋）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部会長
松阪喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 村上斉（セイコーウ
オッチ）、ＰＲ部会長 弘中喜角（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平
製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 川崎清（資生堂）



2010年8月

2011年8月

2012年8月

【運営部門】
理事長 佐藤安弘（キリンホールディングス）、副理事長 横山敬一（味の素）、榎
本恒幸（毎日放送）、上野徹（文藝春秋）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部会長
松阪喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 村上斉（セイコーウ
オッチ）、ＰＲ部会長 三浦姫（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平製
薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 石川浩之（資生堂）

【運営部門】
理事長 佐藤安弘（キリンホールディングス）、副理事長 横山敬一（味の素）、榎
本恒幸（毎日放送）、石﨑猛（マガジンハウス）、専務理事 宍戸亘（※）、総務部
会長 松阪喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 村上斉（セイ
コーウオッチ）、ＰＲ部会長 丸山公史（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦
（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 石川浩之（資生堂）

【運営部門】
理事長 山内豊彦（共同通信社）、副理事長 横山敬一（味の素）、榎本恒幸（毎
日放送）、石﨑猛（マガジンハウス）、専務理事 勝俊明（※）、総務部会長 松阪
喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 村上斉（セイコーウオッチ）、
ＰＲ部会長 丸山公史（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 杉山繁和（資生堂）

2014年8月 【運営部門】
理事長 山内豊彦（共同通信社）、副理事長 品田英明（味の素）、榎本恒幸（毎
日放送）、石﨑猛（マガジンハウス）、専務理事 勝俊明（※）、総務部会長 松阪
喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 高橋修司（セイコーホール
ディングス）、ＰＲ部会長 菅原洋二（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦
（丹平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 林高広（資生堂）

2013年8月 【運営部門】
理事長 山内豊彦（共同通信社）、副理事長 品田英明（味の素）、榎本恒幸（毎
日放送）、石﨑猛（マガジンハウス）、専務理事 勝俊明（※）、総務部会長 松阪
喜幸（キヤノンマーケティングジャパン）、財務部会長 高橋修司（セイコーホール
ディングス）、ＰＲ部会長 渡辺弘（日本テレビ放送網）、関西部会長 森輝彦（丹
平製薬）
【審査部門】
審査委員長 伊東光晴（京都大学）、業務委員長 杉山繁和（資生堂）
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