出てこい、彗星。
今回で第 83 回を数えるという、歴史の輝く本賞
です。1931年以来、毎年（２回の 休止を除き）、
才能の新しい星を見つけ、広告界に送り出してきた
栄 誉ある舞台です。デザインは本来、コミュニ
ケーションであり、新聞広告は幅広い人々に向け
てのコミュニケーションの現場であるという考え
が、本賞の伝統を支えてきました。プロまたは学生、
個人でも集団でも、資格は問いません。これから
の「新聞広告」を考え、可能性を拓いてゆくこと
に本賞の意義があります。大胆に、冒険的に、挑
んでください。自由に、斬新に、伝えてください。
その可能性の空に、鮮やかなアイデア、メッセー
ジの誕生を、新しいコミュニケーション、新しい
表現者の出現を、私たちは期待をこめて見つめて
います。
主催 毎日新聞社

審査員
浅葉克己
一倉 宏
大貫卓也
葛西 薫

後援 経済産業省

順不同・敬称略
アートディレクター
コピーライター
アートディレクター

仲畑貴志

コピーライター

服部一成

アートディレクター

森本千絵

フォトグラファー

佐藤可士和

アートディレクター

原 研哉

アートディレクター

操上和美

永井一史

クリエイティブディレクター

グラフィックデザイナー
アートディレクター

毎日新聞社 社内審査員

賞
最高賞

経済産業大臣賞状・賞牌・賞金 100 万円

優秀賞

賞牌・賞金 30 万円

3点

奨励賞

賞牌・賞金 10 万円

3点

学生賞

賞牌・賞金 10 万円

若干

1点

課題
協賛広告主の課題にもとづいた新聞広告を制作してください。
課題発表＝右 記の課 題一覧をご参 照ください。協賛 社からの
素材提供の有無は本賞ホームページでご確認ください。
また、応募の際は指定の応募書類が必要になります。本賞ホー
ムページから入力して作成いただくか、ダウンロードして記入す
ることも可能です。いずれかをご利用ください。

制作について

・既成概念にとらわれない新鮮な発想と、すぐれた感覚の作品
を期待します。

・新聞広告として掲載できるもの。
・課題にスペースが指定されている場合は、指定に従ってください。
・カラー広告、シリーズ広告も可。
ただし、15 段または 30 段サイズでシリーズ広告を制 作する
場合は、1 作品につき 3 点シリーズ以内としてください。
※
「発言広告の部」は、前回をもって休止することになりました。

一般公募 広告主課題の部 / 課題一覧（部門別 50 音順）
〈食品 部門〉
味の素／ Toss Sala
天塩／①赤穂の天塩②天塩まろやか塩レモン
キッコーマン／企業広告
キリンビール／キリン 本搾り™チューハイ

審査

2016 年 2 月上旬

入賞発表

2016 年 3 月中旬＝毎日新聞紙上

浅葉克己

http://www.ajinomoto.co.jp/tosssala/

アートディレクター

http://www.amashio.co.jp/

広告の血肉化。

http://www.kikkoman.co.jp/

精神と肉体を極限まで使った広告づくりをめざせ。

http://www.kirin.co.jp/products/rtd/honshibori/index.htmlまたは http://www.honshibori-mag.jp/
http://www.sapporobeer.jp/gokuzero/index.html
サッポロビール／サッポロ 極 ZERO
サントリー／南アルプスの天然水＆ヨーグリーナ http://www.suntory.co.jp/water/tennensui/product/yogurina.html
http://www.sanyofoods.co.jp/
サンヨー食品／サッポロ一番 みそラーメン・塩らーめんが鍋になりました
http://www.jti.co.jp/
JT ／企業広告
http://www.marumiya.co.jp/
丸美屋食品工業／麻婆豆腐の素

一倉 宏
コピーライター
新聞広告のもつリアリティと、表現の圧倒的な
自由度を見直してみたい。想像力を信じるなら、

〈出版 部門〉
http://www.iwanami.co.jp/hensyu/jr/index.html
岩波書店／岩波ジュニア新書
河出書房新社／創業 130 周年記念企画「池澤夏樹 = 個人編集 日本文学全集 [ 全 30 巻 ]」

その可能性はとてつもなく広いはずです。

大貫卓也

http://www.kawade.co.jp/nihon̲bungaku̲zenshu/
http://taiga.kodansha.co.jp/ または http://twitter.com/kodansha̲taiga
講談社／講談社タイガ
http://www.kobunsha.com/
光文社／光文社新書
http://www.shueisha.co.jp/
集英 社／①集英 社文庫 ②冒険の森へ
http://www.jiyu.co.jp/
自由国民社／現代用語の基礎知識
http://www.shogakukan.co.jp/pr/reikai/
小学館／例解学習国語・漢字辞典
http://www.shinchosha.co.jp/
新潮社 ／新潮文庫
http://dw.diamond.ne.jp/
ダイヤモンド社／週刊ダイヤモンド「実る。深まる。あなたの情報力。」
http://toyokeizai.net/
東洋経済新報社／『会社四季報』80 周年
http://www.heibonsha.co.jp/
平凡社／「創業 101 年」

〈化粧品・薬品・ファッション・生活用品 部門〉
興和／バンテリンコーワＥＸ
資生堂／マキアージュ
大日本除虫菊／金鳥の渦巻
ダスキン／心をひとつに。力をひとつに。
白十字／大人用紙おむつ「サルバ」

アートディレクター
自分の意見を持ってください。新しい意見は新
しい表 現です。新しい表 現 が世の中を変えて
いくのです。

葛西 薫
アートディレクター
どんな今日がほしいのか、どんな未来になりた
いのか、あなたの表現で示してほしい。

http://hc.kowa.co.jp/vantelin/
http://www.shiseido.co.jp/mq/index.html
http://www.kincho.co.jp/

操上和美

http://www.duskin.co.jp/

フォトグラファー

http://www.hakujuji.co.jp/salva/

表 現にはスピードが大 切です。発 想に限 界は

〈電機・精密電器・事務機・情報通信 部門〉
https://www.nttdocomo.co.jp/
NT Tドコモ／①dT V②d ヒッツ③d マガジン④d アニメストア
http://cweb.canon.jp/eos/special/m10sp/index.html
キヤノンマーケティングジャパン／ EOS M10
http://www.au.kddi.com/mobile/charge/pr/
KDDI ／ au スーパーカケホ
http://www.sandisk.co.jp/
サンディスク／地球を記録に残したい。
http://www.sharp.co.jp/
シャープ／自由
http://www.nohmi.co.jp/
能美防災／企業広告
http://panasonic.jp/hair/products/EH-NA97/
パナソニック／ドライヤー ナノケア EH -NA97
http://www.mynavi.jp/
マイナビ／企業広告
〈自動車 部門〉
トヨタマーケティングジャパン／シエンタ

ありません、挑戦あるのみです。

佐藤可士和
クリエイティブディレクター
新聞広告をやりたくなるような、新聞広告の新
しい可能性を見せて下さい。

http://toyota.jp/sienta/

永井一史

〈旅行・運輸・流通・サービス 部門〉
一都四県クリーニング組合 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬／クリーニングのクリちゃんマーク認知向上

アートディレクター

http://www.tokyo929.or.jp/

沢山の情報が流れていく中で、こころにしっか

http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/index.kto
韓国観光公社 日本地域 本部／韓国イメージ広告
http://www.kandu.co.jp/
カンドゥー／親子三世代で楽しめる仕事体験テーマパーク「カンドゥー」
http://www.takashimaya.co.jp/
髙島屋／ばらと髙島屋
https://tsite.jp/pc/r/tmoney/index.pl
T マネー／Ｔマネー
http://www.nasushiobara-kanko.jp/
那須塩原市観光局／塩原・板室温泉
http://www.jal.co.jp/skynext/wiﬁ/
日本航空／ JAL 国内線 SK Y Wi-Fi
http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/
藤田観光／ホテル椿山荘東京
http://www.matsuya.com/
松屋／松屋銀座
http://www.imhds.co.jp/
三越伊勢丹／ this is japan
http://www.kuronekoyamato.co.jp/nekoposu/nekoposu.html
ヤマト運輸／ネコポス

〈映画・興行・放送 部門〉
スカパー ! ／企業広告
TBS テレビ／企業広告
BS フジ／ BS フジの 22 時
〈金融・住宅・不動産 部門〉
積水化学工業／セキスイハイム GREENSHIF T!
積水ハウス／企業広告
大和証券グループ／企業広告
東京海上日動／企業広告 挑戦シリーズ
トーセイ／都市に、心を。
日本クレジット協会／未来のクレジットカード
UR 都市機 構／企業広告
YKK AP ／企業広告
〈エネルギー・産業 部門〉
鹿島建設／「10 0 年をつくる会社。」
クボタ／企業広告
三菱ケミカルホールディングス／企業広告

スケジュール

審査員からのメッセージ

り焼き付くような表現を待ってます。

仲畑貴志
コピーライター
新しい広告表現の鉱脈を見せてください。

服部一成

http://www.skyperfectv.co.jp/

アートディレクター

http://www.tbs.co.jp/
http://www.bsfuji.tv/

フレッシュなものを、誰もが見たがっています。
発想、表現、言葉、デザイン、全てにおいて。

http://www.sekisuiheim.com/
http://www.sekisuihouse.co.jp/

原 研哉

http://www.daiwa.jp/
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

グラフィックデザイナー

http://www.toseicorp.co.jp/

作品を通して表出してくるあなたの信条のよう

http://www.j-credit.or.jp/

なものが大事だと思います。時 代に正 対して

http://www.ur-net.go.jp/
http://www.ykkap.co.jp/

正直に作ってください。
Photo : 筒井義昭

http://www.kajima.co.jp/

森本千絵

http://www.kubota.co.jp/

アートディレクター

http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/

〈官公庁・団体・教育 部門〉
打ち水大作戦本部／水と共生

今まで見たことのない新しいものを。心を突き
刺すときめきを。広告って面白い！と思わせて

http://www.uchimizu.jp/

くれるものを。

毎日広告デザイン賞［作品募集］
募集締め切り

2016 年 1月12 日
（火）午後 5 時

詳しくは http://macs.mainichi.co.jp/design/

お問い合わせ 「毎日広告デザイン賞」事務局 Tel.03-3212-2274（平日10 時〜17 時）

