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明治30年代の配達風景

1部140文
1000部からの
スタートでした

時代を見つめ、伝え続けてきた147年
時代の創造に貢献してきた毎日新聞社の歩み―
毎日新聞の前身・東京日日新聞が創刊されたのは1872（明治5）年2月21日。現存する日刊紙として最も古い歴史を
誇ります。世界に先駆け戸別配達を実施するなど、新聞史に足跡を残すとともに、数々の主催事業を通して芸術や文
化、スポーツの普及・発展に寄与し、時代の創造に貢献してまいりました。
四つの時代を見つめ、伝え続けてきた歴史と伝統を引き継ぎながら、新しい時代へと挑みます。

東京日日新聞　創刊号

サンデー毎日　創刊号

第35代横綱・双葉山と優勝額

1872年
（明治5年）

東京日日新聞（東京で最初の日刊紙、
毎日新聞の前身）浅草で創刊 

世界で初めて新聞の戸別配達を実施

大阪日報創刊

大阪日報が大阪毎日新聞と改題

大阪毎日新聞と東京日日新聞が合併、
全国紙として第一歩を踏み出す 

第1回全国中等学校フットボール大会　
（現在の全国高校ラグビー大会）開催

サンデー毎日、英文毎日、点字毎日創刊

エコノミスト創刊

第１回選抜中等学校野球大会
（現センバツ高校野球大会）開催

商業美術振興運動
（現在の毎日広告デザイン賞）始まる

日本音楽コンクール始まる 

毎日小学生新聞創刊

毎日新聞社の大相撲優勝力士掲額始まる

世論調査室を設け、
日本で戦後初となる調査を実施

新聞協会賞創設。毎日新聞社が受賞

1875年
（明治8年）

1876年
（明治9年）

1888年
（明治21年）

1911年
（明治44年）

1918年
（大正7年）

1922年
（大正11年）

1923年
（大正12年）

1924年
（大正13年）

1931年
（昭和6年）

1932年
（昭和7年）

1936年
（昭和11年）

1937年
（昭和12年）

1945年
（昭和20年）

1957年
（昭和32年）

1939年
（昭和14年）

本社航空機「ニッポン」号が国産機による
初めての世界一周旅行に成功

ニッポン号、国産機による初の
世界一周飛行に成功

第1回選抜中等学校野球大会

大阪毎日新聞、東京日日新聞の題号を
毎日新聞に統一

1943年
（昭和18年）

毎日小学生新聞　創刊号

明
治
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正
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和
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成
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時
代
へ
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時代を見つめ、伝え続けてきた147年
時代の創造に貢献してきた毎日新聞社の歩み―

1991年より現在の題字に

朝刊企画「教育の森」スタート

東京本社「パレスサイドビル」に移転

朝刊企画「記者の目」スタート

毎日新聞社企業理念制定
新紙面スタート

大阪本社、堂島から西梅田の新社屋に移転

全国紙で初めて全記事の原則署名化

「開かれた新聞」委員会発足

「毎日かあさん」連載スタート

共同通信社、共同加盟の一部地方紙と
記事配信などで提携 

デジタル報道センター（現・統合デジタル取材
センター）創設

電子新聞サービス「デジタル毎日」スタート
毎日新聞紙齢5万号を達成

東京2020オフィシャル新聞パートナーに
「ともに2020」キャンペーンがスタート

「毎日ユニバーサル委員会」を設置

1976年
（昭和51年）

1966年
（昭和41年）

1965年
（昭和40年）

1991年
（平成3年）

1992年
（平成4年）

1996年
（平成8年）

2000年
（平成12年）

2002年
（平成14年）

2010年
（平成22年）

2013年
（平成25年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（平成31年）

30回目の新聞協会賞を受賞
デジタル新会社「CYMES（サイムス）」を設立

菊池寛
（1919～24年在社）
東京日日新聞に入社。長
編小説「真珠夫人」で人
気を博した。その後、文
藝春秋社を創設。（作家）

過去に在籍した著名人

芥川龍之介
（1919～27年在社）
大阪毎日新聞に入社。
数々の傑作を著す一方、
海外視察員として中国に
行き、紙上に「上海游記」
などのルポも発表。（作家）

新渡戸稲造
（1929～33年在社）
本社顧問。33年にカナ
ダで客死するまで英文
毎日の監修に尽力。（農
学博士・教育者）

山崎豊子
（1944～58年在社）
大阪本社学芸部。

「花のれん」で直木賞。
代表作は「白い巨塔」「不
毛地帯」「大地の子」など。

（作家）

井上靖
（1936～51年在社）
学芸部副部長、論説委員
など。76年、文化勲章受
章。（作家）

村松喬記者による第１回「教育の森」
第16回菊池寛賞を受賞

日本の新聞で初めて「容疑者」呼称を採用1989年
（平成元年）

ニュース時事能力検定試験スタート2007年
（平成19年）

スポーツニッポン新聞社と持ち株会社を設立2011年
（平成23年）

2022年
創刊150年

岩見隆夫記者による
第１回「記者の目」

第26回菊池寛賞を受賞

毎日ユニバーサル委員会明
治
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いつの時代においても、わたしたちの根幹が「毎日ジャーナリズム」であることに変わりはありません。徹底した取材にこだ
わって事実を伝え、多様な意見を紹介する「毎日ジャーナリズム」は、極論が飛び交い社会の分断が進む現代においてこそ
必要不可欠なものだと自負しています。さまざまな価値感を持つ人々から信頼されるメディアであるために、責任のあるバラ
ンス感覚のもと、多様な意見やものの見方を発信してまいります。

分断の時代だからこそ「毎日ジャーナリズム」
責任のあるバランス感覚と多様性―

⃝幅広く活躍する論客陣⃝

「論点」や多彩なコラムなど
充実のオピニオン面
有識者らの多様な視点を紹介し、
考えるためのヒントをお届け
話題のテーマを一つ選び、
立場や視点の異なる複数の
識者の見解を紹介する「論
点」や、日本を代表する論者
が書き継いできた「時代の
風」をはじめとした多彩なコ
ラムを通して、幅広い知識
や多様な考え方、ものの見
方をお伝えします。

論説委員。
社説やコラムなど
を担当。国際経済・
金融のエキスパー

トで、TBS『ひるおび！』のコメンテー
ターとしても活躍中。

福
ふく

本
もと

 容
よう

子
こ

編集委員。
『理系白書』などの
活動で第1回科学
ジャーナリスト大賞

受賞。TBS『新・情報7days』などでコ
メンテーターとしても活躍中。

元
もと

村
むら

 有
ゆ

希
き

子
こ

専門編集委員。
長く政治取材に携
わり、現在は社説や
コラム『熱血！与良

政談』などを担当。TBSテレビ・ラジオ
やＭＢＳでコメンテーターを務める。

与
よ

良
ら

 正
まさ

男
お

「スペシャルリポート」
ニュースサイト独自の記事や個性豊かな
コラムを発信中

海外特派員を中心とした有志
が独自情報を発信する「スペ
シャルリポート」。指示やノルマ
は一切なく、現場の記者が「書
きたい」と思ったことを写真や動
画とともに発信しているので、
時には記者の生活や素顔が垣
間見えることも。紙面という制
約のない情報発信ツールのメ

リットを生かした、読み応え
のあるリポートばかりです。

「記者の目」を皮切りとした
署名記事
社論にとらわれず、多様な主張や見
解を発信
看板コラム「記者の目」。名前
と所属部署（掲載1年後
からは顔写真も）を掲載
したうえで個人として
の主張や提案をするだ
けでなく、時には記者
同士が意見をたたかわ
せながら読者とともに
考えるという新しい報道の形を打ち出しまし
た。その後、取り組みをさらに進め「記事の原
則署名化」を実現。独自の視点での自由な取
材活動を重視しています。

論争のある
新聞

「開かれた新聞」委員会
新聞界初の第三者委員会を設置
2000年、自らの報道をチェック
する姿勢を示すために、新聞界
初の第三者委員会を創設しま
した。毎日新聞の編集局から独
立した第三者機関として、社外
の複数の有識者が毎日新聞の
記事やデジタル報道について
さまざまな指摘を行っていま
す。毎日新聞に続いて他の
新聞各紙も同様の第三者
委員会を設置するように
なりました。

客員編集委員。
本紙にて「松田喬
和のずばり聞きま
す」を連載中。著書に

「田中角栄と中曽根康弘」（共著：毎日
新聞出版刊）など。

松
まつ

田
だ

 喬
たか

和
かず



5

　

毎日新聞 NOW MEDIA DATA BOOK 2019

毎
日
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

新聞協会賞

30
回

新聞協会賞

30
回

2018年  「旧優生保護法を問う」キャンペーン報道
2017年	 ボルトも驚がく　日本リレー史上初の銀
2016年	 連続震度7「	奇跡の救出」	など熊本地震の写真報道
201４年	 認知症の身元不明者らを巡る「老いてさまよう」の一連の報道
2011年	 ｢力士が八百長メール」など、大相撲八百長問題を巡る報道
	 ｢3・11大津波襲来の瞬間」をとらえたスクープ写真
2009年	 ｢無保険の子」救済キャンペーン
2008年	 ｢アスベスト被害」一連の報道
2007年	 長崎市長銃撃事件の写真報道
2006年	 ｢パキスタン地震」一連の写真報道
2003年	 自衛官募集のための住民基本台帳情報収集に関するスクープ
2002年	 防衛庁による情報公開請求者リスト作成に関するスクープ
2001年	 ｢旧石器発掘ねつ造」のスクープ
2000年	 ｢片山隼君事故」から被害者の権利と支援策の確立を追求し続けた一連の報道
1996年	 企画「アウンサンスーチー　ビルマからの手紙」
1992年	 ｢リクルート	ダイエーの傘下に」のスクープと一連の続報
1957～89年写真「浅沼社会党委員長刺殺される」など14件

「報道に近道はない」を合言葉にした毎日ジャーナリズムが高く評価されており、
その他数多くの賞にも輝いています。

分断の時代だからこそ「毎日ジャーナリズム」
責任のあるバランス感覚と多様性―

業界トップの取材力

147年の歴史と伝統の中で築いてきた毎日ジャーナリズムをより強固なものにしていく一方、情報通
信技術の発達とデバイスの多様化がもたらしたメディア環境の劇的な変化の中において、基本理念
である「時代の創造に貢献する」存在であり続けるためには私たち自身も時代と共に変わってい
かねばなりません。真の「総合メディア企業」を目指す私たちの近年の取り組みをご紹介させ
ていただきます。

日本新聞界のグランプリである新聞協会賞（編集部門）を業界最多の
３０回受賞しており、2018年度は「旧優生保護法を問う」キャンペーン
報道が選ばれ、2016年度から3年連続の受賞となりました。基本的人
権の尊重をうたった日本国憲法下で、国家が半世紀近くも障害のある
人々に不妊手術を強いた、究極の人権侵害をあぶり出した一連の
報道で、闇に葬られていた実態に光を当てました。国に被害者の救済
と責任の明確化を求める報道は今後も続けていきます。

新聞協会賞（編集部門）最多記録を更新中

1961年度新聞協会賞を受賞した長尾
靖記者の「浅沼社会党委員長刺殺され
る」は、ジャーナリスト最高の栄誉とさ
れるピュリツァー賞を日本人として初
めて受賞

時代の創造に貢献し続けるために―

「総合メディア企業」を目指します。

日本記者クラブ賞

11人、1団体
菊池寛賞

15回
ボーン・上田

記念国際記者賞

12回
ＪＣＪ

（日本ジャーナリスト会議）賞

21回
科学

ジャーナリスト賞

6回
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これまでも、これからも―伝え続ける使命のもとに

東京2020オリンピックオフィシャル新聞パートナーとしての取り組み
第１回近代オリンピック大会が開催された1896年から12年後の1908年、当時まだ日本がオリンピックになじみのない中、
毎日新聞社は特派員をロンドンオリンピックに派遣し、国内で初めて大会の模様を本格的に伝えました。それから長年にわ
たり、オリンピックを伝え続けてきたのはもちろんのこと、その歴史にも深く関わってまいりました。
これまでも、これからも ― オリンピックの感動と共感の輪を広げていきます。

―東京2020オリンピック1000日前―

パレスサイドビル国旗デコレーション
2017年10月28日、開催1000日前に際し東京本社パレスサイドビルを国際オリンピック
委員会（ＩＯＣ）加盟206の国・地域の旗でデコレーションする「世界は一つ～東京2020オ
リンピック1000日前～」を実施しました。国旗と企画協力パートナー企業のロゴで色とり
どりに飾られたビルは、さまざまなメディアで取り上げられるとともに、皇居ランナーや観
光客などがＳＮＳで発信するなど、大きな反響を呼びました。

毎日新聞社と
オリンピックの歴史

▪ロンドン1908大会
「マラソン競走」の記事を5回掲載。日
本人記者が初めてオリンピックを取材し
た成果と言われている。

▪アムステルダム1928大会
当時毎日新聞大阪本
社に勤務していた人見
絹江さんが、陸上女子
800メートルで銀メダル
を獲得し日本女子史上

初のメダリストに。

▪ロサンゼルス1932大会
当時毎日新聞社員の南
部忠平さんが陸上三段
跳びで金メダル、走り幅
跳びで銅メダルを獲得。
三段跳び銅メダリストの

大島鎌吉さんは、その
後毎日新聞社員に。後
進育成に貢献し、東京
1964大会では日本選
手団長を務めました。

▪東京1964大会
当時全国に掲げられたス
ローガン「世界は一つ東京
オリンピック」は、毎日新
聞社の提唱がきっかけで
実現。約36万通の応募
の中から決定しました。

▪シドニー2000大会
朝刊の最終面（通常はTV面）でオリン
ピック特集を掲載する取り組みを初め
て実施。高橋尚子さんの金メダル獲得
を一面との見開きでダイナミックに伝え
ました。

▪リオ2016大会
陸上男子400メートルリレーで、ウサイ
ン・ボルト選手がケンブリッジ飛鳥選手
を横目で捉えた写真「ボルトも驚がく 日
本リレー史上初の銀」がスポーツ報道
写真として初めて新聞協会賞を受賞。

立地を生かして、
感動と興奮を届けます
皇居に面した毎日新聞東京本社「パレスサイド
ビル」は、メダルの期待がかかる柔道や空手が
開催される日本武道館に近く、マラソンコース
にも接しています。この場所から、感動と興奮
を全国へ。自社ビルを活用した取り組みを積
極的に行っていきます。

科学技術館

学術総合センター

東京国立
近代美術館

東京国立
美術館工芸館

竹橋

北の丸公園

皇居

内堀通り
内堀通り

〈パレスサイドビル〉〈パレスサイドビル〉
毎日新聞東京本社

日本武道館

気象庁

白
山
通
り

白
山
通
り

平川門

マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス

国
旗
を
世
界
各
地
の
人
々
の
笑
顔
で
囲
み
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
平
和
の
祭
典

で
あ
る
こ
と
を
訴
求
し
ま
し
た
。 

２
０
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これまでも、これからも―伝え続ける使命のもとに

東京2020オリンピックオフィシャル新聞パートナーとしての取り組み
―東京2020オリンピック2年前―

パレスサイドビルインナーデコレーション 「竹橋・仮想スタジアム」

開催2年前となる2018年7月から8月にかけ
て、ビルの共用スペースをスタジアムに見立て
た「竹橋・仮想スタジアム」を実施しました。プー
ルや陸上トラックをシート貼りで表現したほか、
表彰台・新聞号外パネルを設置。また、エレベー
ターホールでは空手選手の等身大写真が躍動

するなど、「写真
を撮りたくなる」
シチュエーション
を作り、大会2年
前の機運醸成を
図りました。 8月22日には東京2020マスコット「ミライトワ」と「ソメ

イティ」が来社。来館者と握手や写真撮影を行いました。

全日本空手道連盟の
オフィシャルメディアパートナーに

女子ソフトボールを
応援しています！

東京2020オリンピックの追加競技に決まり、メ
ダルの期待がかかる女子ソフトボール。毎日新聞
社は、女子ソフトボール国際大会の中でも歴史の
ある「JAPAN CUP」を主催し、長年にわたりソフト
ボールの発展に努めています。
当大会は、日本を
含む世界の強豪
が集う世界最高
峰の大会です。
今年度はメダル
前哨戦としても
盛り上がりが期
待されます。 追加競技に決定後、初の国際大会

となった2017年の大会では、各国
代表選手が肩を組んで記念撮影を
行いました。

日本オリンピック委員会（JOC）共催
トークイベント「挑む 東京2020へ」
東京2020大会での活躍
が期待されるゲストらを招
き、オリンピズムの普及・
促進を目的とした、JOC
オリンピック教室の校外
編として「挑む 東京2020
へ」を開催しています。

東京2020オフィシャル新聞パートナー

オリンピック報道写真展
伝え続けてきた毎日ならではの報道写真を一堂に
オリンピックを伝え続けてきた
毎日新聞社には、選手の躍動や
感動を届けてきた数多くの写真
が残されています。その財産を
通して東京2020大会への機運
を醸成しようと、2016年以降数
回にわたり報道写真展を開催し
ています。

2016年11月に千代田区千代田
図書館で開催した写真展の様子

2017年10月に開催した本イベント
の模様

東京2020オリンピックの追加競技に採用され、注目度が増す空手。戦後より「全日本大学空手道
選手権」を後援するなど、空手道の普及・促進に努めてきた毎日新聞社は、2016年12月１日に全

日本空手道連盟とオフィシャル
メディアパートナー契約を締結
しました。

2018年12月8日朝刊
「第46回全日本空手道選手権
大会」開幕特集紙面
全日本空手道連盟オフィシャ
ルスポンサーのキッコーマン
の企業広告と見開きで掲載
しました。本紙面は会場でも
配布し、大会をさらに盛り上
げました。

7月26日には、FBアカウント上で毎日新聞記者が旬な
ニュースを解説する「Mainichi Live」を竹橋仮想スタジアム
から放送。再生数は1万回を超えました。（※画面はイメージです）

東
京
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０
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共生社会の実現を目指して―
東京2020パラリンピックオフィシャル
新聞パートナーとしての取り組み

100年近い歴史を持つ点字新聞「点字毎日」を発行するほか、新聞協会賞を受賞した「無保険の子」救済キャンペーンや「旧
優生保護法を問う」キャンペーン報道のように、毎日新聞社は社会的に困難な立場にいる人々を思い、寄り添いながら企業
活動を続けてまいりました。世界最大のスポーツの祭典「東京2020オリンピック・パラリンピック」。われわれはこれを“社
会に存在するさまざまな障害や差別をなくす好機“ととらえ、東日本大震災の被災地の復興を後押しするとの思いを新た
に、パラリンピックムーブメントを応援していきます。

原則毎月第２火曜日掲載。
パラリンピック報道として
は全国紙の先駆け。パラス
ポーツを取材し続けている
記者だからこそ伝えられる
話題が満載です。

□月刊パラリンピック

パラリンピックを約３年半後に控えた2016
年12月、誰もが生き生きと暮らせるような
バリアーゼロ社会を目指したキャンペーン「ともに2020」
をスタートさせました。「共生」をキーワードに、「心のバリ
アー」も含め、社会にあるさまざまな障壁を問い直します。
また、本キャンペーンの一環として有識者による「毎日ユニ
バーサル委員会」を設置。日本パラリンピアンズ協会会長
の河合純一さんなど5名の委員から記事への助言や提言
をいただき、さまざまな角度から考え、議論していきます。

□「ともに2020」キャンペーン
1922年、視覚障がい者に「自ら読みうる
新聞を提供し、新聞の文化的使命を徹底」
することを目的に発刊。第二次世界大戦中
も休刊せず、今年創刊９7年を迎えます。
毎日新聞の点訳ではなく、独自に取材、
編集しており、近年は相次ぐ駅ホームでの視覚障がい者の転落事故
を受け、全盲の記者が現場を検証し、問題点を浮き彫りにしました。
活字版や音声版などマルチメディア展開していることも評価され、
2018年度日本記者クラブ賞特別賞を受賞。

□点字毎日

□特別紙面「Features  パラの主役」
リオ2016パラリンピック
期間中、通常はTV面の
最終面で連日特集を掲
載。最終面でのパラリン
ピック特集は本社初の試
みとなりました。

報道
面での取

り組み

日本パラリンピック委員会（JPC）共催トークイベント
「挑む 東京2020へ」を開催

2018年2月21日（水）、JPCとの共催イベント「挑む 東京2020へ」を開催。東京2020大会で
活躍が期待される4選手に加え、平昌2018大会日本選手団団長の大日方邦子さんにも
ご登壇いただき、日本パラリンピアンズ協会会長・河合純一さん司会のもと、東京2020
大会に向けた意気込みをお話しいただきました。

東京2020公認プログラム
桜美林大学創立100周年記念イベント

「オリンピック・パラリンピックの世界」
2021年に創立100周年を迎える桜美林学園の記念イベントとして、地元の東京都町田市
や隣接する神奈川県相模原市ゆかりのパラリンピック選手らを招いたイベント「オリンピッ
ク・パラリンピックの世界」を2018年7月15日に開催しました。（主催：桜美林大学、共催：毎日
新聞社）日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんによる基調講演や、同大の学生た
ちによるトークライブ、地元出身のパラリンピアンである鹿沼由理恵選手らのディスカッ
ションを通して語られるパラリンピックの魅力に、約350人の聴衆は熱心に耳を傾けてい
ました。

2018年3月8日朝刊

2018年8月24日朝刊
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障がい者スポーツへの取り組み

障がい者スポーツフォーラム
2015年より、障がい者スポーツについてアスリートとともに考える「障がい者スポーツ
フォーラム」を日本体育大学で開催しています。2018年は、同年8月に世界選手権で初めて
金メダルに輝いたウィルチェアーラグビーの日本代表選手らをゲストに開催。終了後は
ウィルチェアーラグビーのタックル体験会も催され、多くの参加者が楽しみながら障がい者
スポーツに触れ合っていました。フォーラムの模様は後日「ユニリポ」で掲載。障がい者
スポーツの魅力を全国へ発信しました。

かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン
約2万人が参加する、毎日新聞社主催

「かすみがうらマラソン」は、世界初の
World Para Athletics 公認レースで
ある国際盲人マラソンを併催してい
ます。トップアスリートを含め、健常者
と障がい者とが分け隔てなく参加で
きる大会で、障がい者スポーツへの更
なる認知と理解を促しています。

別府大分毎日マラソン
日本三大クラシックレース
の一つで新人の登竜門とし
て知られる毎日新聞社主催

「別府大分毎日マラソン」。
2016年の第65回大会は、
リオパラリンピック視覚障が
い者マラソン代表選手選考
会としても開催されました。

ユニリポとは？
障がい者スポーツ応援紙面「ユニバーサルス
ポーツリポート」、通称「ユニリポ」。障がい者ス
ポーツの魅力をさまざまな視点からお届けしま
す。各競技に関する情報や選手の活躍をリポート
するほか、選手を支える周囲の人々へのインタ
ビューコーナーもあります。題字はダウン症の書
家として知られる金澤翔子さんによる揮毫。不定
期掲載。

2018年12月15日朝刊

東京2020パラリンピックから正式採用されるバドミントン競技の国際大会「ヒューリック・ダイハツＪＡＰＡＮパラバドミントン国際
大会」と、障がい者バドミントンの日本一決定戦「ダイハツ日本障がい者バドミントン選手権大会」では、大会を盛り上げるために
毎日新聞本紙やニュースサイト毎日新聞をご活用いただいています。

▪ヒューリック・ダイハツＪＡＰＡＮパラバドミントン国際大会2018

2018年12月15～16日、日本一をかけて全国から集まった約120人の選手
が競った本大会の模様を篠田麻里子さんがリポート。選手の活躍に加え、大会
を裏で支える人たちや、特別協賛としてアスリートを応援しているダイハツ
工業のさまざまな取り組みについて、紙面とウェブでお届けしました。

▪第4回ダイハツ日本障がい者バドミントン選手権大会

「ニュースサイト毎日新聞」（2019年3月31日まで掲出）

２
０
１
９
年
１
月
1３
日
朝
刊

2018年9月26日～30日
の大会期間中、会場で事
前特集の抜き刷りを配布
し、大会をさらに盛り上げ
ました。

大会後は、篠田麻里子
さんによる観戦リポー
トを「ニュースサイト
毎日新聞」でお届けし
ました。（2019年3月
31日まで掲出）

掲載事例

２０１8年9月2３日朝刊

開幕前の事前特集で
は、大会での活躍が
期待される選手に女
優の篠田麻里子さん
がインタビュー。

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
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＜大会概要＞
実施時期：3 ～ 4 月
会場　加須市民運動公園野球場
　　　（きずなスタジアム・埼玉県加須市）
主催：全国高等学校女子硬式野球連盟、加須市
公認：全日本女子野球連盟
後援：毎日新聞社など

センバツ（選抜高等学校野球大会）

今、スポーツの楽しみ方が変わりつつあります。スマートデバイスの普及や動画配信技術の向上、通信環境の整備などに
より、従来のメディアでは取り上げにくい規模の大会や、遠方で開催される競技も、手軽に楽しむことができる環境が整ってき
ました。毎日新聞社は春の風物詩であるセンバツ高校野球をはじめ、ラグビーやマラソン、空手、テニスなどさまざまなスポーツ
の試合を主催、後援しています。これまでの紙面やニュースサイトの記事に加え、ライブ中継を通じて活躍する選手たちの姿
をお伝えし、よりスポーツを楽しんでいただける機会をお届けします。業界最先端の技術とノウハウを生かし、次世代の
スポーツ観戦のスタイルをリードします。

業界の最先端を走る！

インターネットライブストリーミングでスポーツ観戦を身近に！

毎日新聞はMBSと協働で2016年から「センバツLIVE!」を展開してきました。センバツ100回大会に向けて、より多くのファンに
高校野球の魅力をお伝えするために、2019年から日本最大級のスポーツ総合サイト「スポーツナビ」と「センバツLIVE!」がサービ
ス連携します。最先端の技術と培ってきたノウハウを生かし、スポーツ観戦をより手軽に楽しんでいただける環境を提供します。

全国高校女子硬式野球選抜大会
「もうひとつのセンバツ」とも呼ばれる、女子の硬式野球選抜大会。
第19回（2018年）では準決勝・決勝において、女性アナウンサーによる実況
をつけたオリジナル映像をインターネットライブ中継しました。

「センバツLIVE!」は、選抜高校野球大会のインターネット公式サイト
で、パソコンやスマートフォンで、いつでもどこでも全試合をライブで
楽しむことができます。注目の出場校が決まる選考委員会や組み合わ
せ抽選会の模様を中継するほか、最新のニュースやコラム、オリジナ
ル動画などのコンテンツが満載、どなたでも全てのコンテンツが無料
でご覧いただけます。

ニュースサイト
毎日新聞

https://mainichi.jp/
koshien/senbatsu/

スポーツナビ
https://baseball.yahoo.
co.jp/senbatsu/

※画面はすべてイメージです。　※大会概要は開催年により変更の場合があります。

＜大会概要＞
実施時期：3 月～ 4 月
会場：阪神甲子園球場
主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟

ラ
イ
ブ
ス
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※自社調べ

200万未満
5.8％
200万未満
5.8％

男性10代
0.6％
男性10代
0.6％

男性20代
8.8％
男性20代
8.8％

男性30代
12.7％
男性30代
12.7％

男性40代
22.3％
男性40代
22.3％男性50代

17.3％
男性50代
17.3％

男性60代
19.0％
男性60代
19.0％

女性10代
0.2％

女性10代
0.2％

女性60代
5.0％
女性60代
5.0％

女性50代
4.8％
女性50代
4.8％女性40代

5.2％
女性40代
5.2％

女性30代
2.8％

女性30代
2.8％

女性20代
1.4％

女性20代
1.4％

1000万円以上
16.6％

1000万円以上
16.6％ 200~400万未満

17.9％
200~400万未満
17.9％

400~600万未満
23.8％

400~600万未満
23.8％600~800万未満

21.4％
600~800万未満
21.4％

800~1000万未満
14.6％

800~1000万未満
14.6％

公務員
3.5％
公務員
3.5％

経営者･役員
2.2％
経営者･役員
2.2％

会社員(事務系)
23.2％

会社員(事務系)
23.2％

会社員(技術系)
15.3％

会社員(技術系)
15.3％会社員

(その他)
15.0％

会社員
(その他)
15.0％

無職
12.1％
無職
12.1％

その他
4.0％
その他
4.0％学生

2.6％
学生
2.6％

パート・アルバイト
7.8％

パート・アルバイト
7.8％

専業主婦（主夫）
6.4％

専業主婦（主夫）
6.4％

自営業
6.3％
自営業
6.3％

自由業
1.7％
自由業
1.7％

性
別
・
年
代

職
　業

年
　収

業界の最先端を走る！

インターネットライブストリーミングでスポーツ観戦を身近に！
社会人野球

都市対抗野球大会
アマチュア野球の最高峰の大会である都
市対抗野球大会は、大会期間中、東京ドー
ムで約50万人が観戦する巨大野球イベン
ト。応援団のパフォーマンスも見どころで
す。この全試合をインターネットライブ中
継しました。

日本選手権大会
社会人野球のチャンピオン決定戦である日本選手権。
全試合の映像を自社制作し、オリジナルコンテンツのインターネットライブ中
継を行いました。第44回大会（2018年）は準決勝、決勝に元プロ野球選手の黒
木知宏さんを解説者に迎え、社会人野球の魅力を多くの方にお届けしました。

＜大会概要＞
実施時期：10 ～ 11 月
会場：京セラドーム大阪
主催：毎日新聞社、日本野球連盟

空手
毎日新聞社は、公益財団法人全日本空手道連盟のオフィシャルメディアパートナー
として、空手道競技の更なる普及・振興を推進するとともに、世界を舞台に活躍する選
手の躍動する姿を伝える活動に注力しており、その一環として空手道大会のインター
ネットライブ中継にも力を入れています。2020年東京オリンピックの競技に決定して
いる空手は世界からも注目されており、ライブ中継には日本だけではなく海外からも
多くアクセスされています。

＜空手ライブ中継実績大会＞
・KARATE 1シリーズA
・FISU世界大学空手道選手権大会
・アジアジュニア&カデット、
　U21空手道選手権大会
・全国高等学校空手道選抜大会　
・全国中学生空手道選手権大会

＜大会概要＞
実施時期：7 月
会場：東京ドーム
主催：毎日新聞社、日本野球連盟
後援：総務省

（左）解説　黒木知宏さん
（右）実況　中田浩光さん

男性会社員が多数視聴しています！
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歴史と伝統を受け継ぎながら、新しい文化を―

第1回全国高校eスポーツ選手権を開催！
毎日新聞社は、現存する日本最古の新聞社として、そ
の歴史の中で数々のスポーツや芸術、文化の普及・
発展を支え、応援してきました。 歴史と伝統を受け継
ぎながら新しい文化を発信し、世の中を動かしていく
ことが私たちのミッションだと思っています。 
近年、国内外で若者を中心に人気が高まっている“e
スポーツ”。体格や性別、ハンディキャップなどを超え
てプレーできる平等性が魅力の一つです。毎日新聞
社は“eスポーツ”を新時代を象徴する新しい文化と
して発展させていくために、全国の高校生を対象と
した初めての試みとなる「全国高校eスポーツ選手
権」を開催します。

ゲームタイトル開催目的
eスポーツを楽しむ高校生を応援し、新しい文化
として発展させていくこと

開催日程
□決勝大会 2019年 3月23日（土）・24日（日）
＠幕張メッセ
□予選大会 2018年 12月23日（日）～26日（水）
※オンラインで実施

優勝賞品
韓国へのeスポーツ観戦旅行

放　　送
予選・決勝共に世界最大のライブ配信プラット
フォームTwitchでの配信を予定

【主催】毎日新聞社　【共催】株式会社サードウェーブ

eスポーツとは？   
エレクトロニック・スポーツの略で、コンピューターゲームやテレビゲー
ムで行われる対戦型ゲーム競技のこと。競技人口は１億人以上とも言わ
れ、特に北米、中国、韓国を中心にプロリーグが盛り上がっています。日本
でも10～30代の男性を中心に人気が高まっており、2018年に社団法人

「日本ｅスポーツ連合」が設立されました。また、2019年秋に開催される
茨城国体の文化プログラムとして全国都道府県対抗選手権が初開催され
るなど、普及が進んでいます。
2022年アジア大会では正式競技に採用される予定で、将来的にはオリン
ピックでも新種目として採用される可能性が浮上しており、これからさら
に盛り上がっていくことが予想されます。

第１回全国高校eスポーツ選手権大会 概要

競技性が高く、eスポーツタイトル
として世界中で認められており、
仲間と力を合わせて同じ目標に
向かって努力する楽しさを体感で
きる競技であることから選定

リーグ・オブ・レジェンド／ © 2018 Riot 
Games, Inc. All rights reserved.

「リーグ・オブ・レジェンド」部門
対戦形式 5人 ｖｓ 5人

初心者でも挑戦しやすいシンプ
ルなルールの競技であること、e
スポーツを初めて観戦する人で
も楽しめる競技であることから選
定

「ロケットリーグ」部門
対戦形式 3人 ｖｓ 3人

ロケットリーグ／© 2015-2018 Psyonix
Inc. All rights reserved.

ｅ
ス
ポ
ー
ツ
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報道面での取り組み
新聞の主な読者は、高校生の親や祖父母世代。「ゲームは娯楽」と
いう意識が根強い層です。
紙面を通してeスポーツの魅力や高校生たちの真剣な取り組み
を伝えることで、eスポーツに対する周囲の理解を深め、プレーし
やすい環境づくりを後押ししていきます。

本紙人気コーナー「質問なるほドリ」でeスポーツを紹介。国内外のeスポーツ
事情や今後の課題について分かりやすく解説しました。

地方版では、それぞれの地域
でeスポーツに取り組む高校
生たちを紹介しています。

（上）2018年12月20日付の毎日新聞朝刊では、
23日からの予選大会に出場する153チームすべて
の学校名とチーム名を掲載しました

予選大会の試合を観戦するスペシャルサポーターの
ケイン・コスギさん（右）ら

https://www.ajhs-esports.jp/

ｅ
ス
ポ
ー
ツ

開催発表後、SNS上では驚きと喜びの声が！
開催発表後、SNS上ではすぐに大きな反響が寄せられ、「全国高校eスポー
ツ選手権」がTwitterのトレンド入りするほど。

「最高！」、 「高校生ゲーマーの青春が始まった！」
など、喜びの声が多数投稿されました。

続々とeスポーツ部が誕生！
本大会への出場に向けて、全国の高校で続々とeス
ポーツ部が誕生しました。なかには、同好会から部活
道へと昇格できたという学校も。
プログラミングやゲーム開発に興味のある生徒だけ
でなく、運動部と兼務する高校生もいたりと、今の若
い世代にとってeスポーツは身近なものになっています。

予選大会
高校生限定という世界でも珍しい本大会は、初の試みながら１５３チーム
約８６０名が出場する国内最大規模のeスポーツ大会に。
予選ではオンライン上で１５３チームが熱い戦いを繰り広げました。
試合の模様はインターネット上で生配信を実施。
ＳＮＳで大会の感想や各高校への応援メッセージ
が多数投稿され、Twitterのトレンドランキング
でトップ５入りを果たしました。

決勝大会
3月23～24日、幕張メッセにて2部門計8チームが大観衆の見守るなか
優勝をかけて熱戦を繰り広げます。

初代チャンピオンの栄光を手にしたのはどのチームか！？
詳しくは右記をご覧ください。　
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健康事業
（思い出ノート）

シニアマーケティング
ビジネス事業
（生活の窓口）

お楽しみ事業
（歌声コンサート）

安心安全事業
（防犯防災キャンペーン）

生涯学習事業
（なるほど！先生）

自治体などの認知症予防ワークショップに
喫緊の課題である認知症予防の啓発を目的に、複数の自治体からの

要請で思い出ノートを活用したワークショップを開催しています。開催後のア
ンケートでは8割以上の参加者より「役に立った」と評価されたほか、「短文を書
いただけなのに、とても楽しくなってきた」、「子どもたちに残せる良い記録にな
る」などの喜びの声も多数寄せられています。今後も市立図書館や大学の市
民講座などで開催予定です。

活用事例

2

シニアの毎日、もっと楽しく豊かに

たのシニア ～生活彩り倶楽部～

健康事業 ＜思い出ノート＞
○「認知症予防財団」が監修
○シニアとの直接の接点をつくります

「思い出ノート」とは、認知症予防財団監修のもと、昔を思い出して書く、昔を思い出して語る「回
想法」をヒントに考案されたワークブック。ノートに記載されている1918年以降の年表をヒント
にしながら、家族や趣味・資格、仕事など100の質問に答えていくと自分史のプロットが出来上
がります。個人使用はもちろんのこと、高齢者向けワークショップの題材としても好評で、企業
や自治体、高齢者施設などで幅広く活用されています。

毎日新聞社は１９９０年にいち早く認知症予防財団を立ち上げたほか、認知症の身元不明、独居高齢者の問題を追った
「老いてさまよう」報道が２０１４年度新聞協会賞と第６２回菊池寛賞を受賞するなど、高齢化に伴う社会問題にさまざま
な側面から取り組んでまいりました。そしてさらに情報産業として社会貢献に努めるべく、シニアが自分らしく生き生きと
過ごせる社会の実現を目指して５つの事業に取り組んでまいります。

認知症予防財団とは
１９９０年、毎日新聞社が創刊１２０周年記念事業として提唱し設立された財団で、今年で
活動２9年目になります。財団では無料電話相談の「認知症１１０番」や認知症に関するシン
ポジウムの開催など認知症啓発の活動に取り組んでいます。

思い出ノート
A4判64ページ 税込500円

活用事例

1

人生のサポートのヒントに
高齢者福祉施設では、その人の半

生を知ることでそれぞれに適したサポート
が可能になるという観点からも思い出ノー
トが積極的に活用されています。大阪府内
で複数のデイサービスを運営する「オーク
倶楽部」では、施設利用者約200名がワー
クショップに参加。「自身の生きた時代を確認することで、今の生活に活気を
取り戻すきっかけになる」などの声もいただいています。

活用事例

3

https://www.mainichi.co.jp/ninchishou/

企業とのタイアップ
「人生100年時代」と言われる現代、健康寿命の

延伸や認知症予防に取り組む企業と思い出ノートを活用
したタイアップを行っています。毎日新聞社が６０～７０歳
代の購読者を中心に集客を行い、タイアップ企業のコンテ
ンツを組み込んだ自分史作りワークショップを開催。後日、
その内容を採録紙面やホームページなどに掲出し広く認
知します。過去複数社とのタイアップでは、ほとんどの受
講者が講座終了後のアンケートにおいて「協賛企業の取り
組み内容がよく理解できた」と回答しています。

終
了
後
、タ
イ
ア
ッ
プ
企
業
へ
提
出
す
る
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シニアマーケティングビジネス事業 ＜生活の窓口＞
○大相続時代に向けて、読者のお困り事をワンストップで解決
○豊富な相談実績から見えてくる中高年の潜在的ニーズ
新聞の主な読者層である中高年をターゲットに、介護や相続、お墓、老
後の資産運用などのお悩みを経験豊かなＣＦＰ（Certified Financial 
Planner）らがワンストップで解決します。中高年を対象に、時々刻々と
変わる相続制度や介護制度、投資信託にまつわる法制度などを分かり
やすく解説するセミナーを年間50回程度開催するなど、利用者と定期
的な接触を図りながら、終活関連に関心のある層を顧客とする特化型
メディアを目指します。
また、これらの事業の過程で把握された中高年の潜在的ニーズを掘り
起こし、他業種との積極的提携を図りながら、新たな課題解決型商品を
提案してまいります。

（本事業は、株式会社西日本新聞社との事業提携により実現しました）

安心安全事業　
　＜防犯防災キャンペーン＞

2007年に防犯・防災・交通安全をテー
マにスタートした「だいじょうぶ」キャン
ペーンの一環として、自治体や警察と協
力しながらシニアが安心安全に暮らせ
る街づくりを目指します。

生涯学習事業　
　＜有料講師派遣「なるほど！先生」＞

講師派遣「なるほど！先生」とは、企業や自治体に有料で毎
日新聞社員を派遣する事業です。
シニア団体や企業OB会などから
も講演依頼を受けており、100回
以上の派遣実績があります。

お楽しみ事業 ＜歌声コンサート＞
地元に根付いた「新聞販売店」が軸となり、地域のシニアが集まる機会を創出します。
毎日新聞販売店が主催する、昭和の歌謡曲や唱歌を歌手と一緒に歌う参加型コンサート。
大きな声で歌い、体を動かすことでリフレッシュと健康作りを促します。
地域のシニアの外出機会を創出するとともに、シニア同士がつながる場を提供する
本取り組みは参加者から高い評価を受けており、今後もエリアを拡大しながら定期
的に開催予定です。（歌声コンサートは、株式会社マイソングの登録商標です）

【開催実績】
2018年10月22日 宇都宮市文化会館 集客約400名
2018年11月  2日 茅ヶ崎市民文化会館 集客約400名

満
員
御
礼

2018年11月26日に開催した終活セミナーの模様

ぜひ来たい
60％

ぜひ来たい
60％

できれば
来たい
36％

できれば
来たい
36％

未回答 1％未回答 1％
絶対きたくない
1％
絶対きたくない
1％どちら

でもない
2％
どちら
でもない
2％

【参加者の声】
⃝気分転換になり生きる元気がもらえたから、
定期的に開催してほしい

⃝人前で歌ったことがなかったですが、リードが
上手かったので気にせず歌うことが出来て、
曲によっては涙が出ました。

⃝日頃のストレスを忘れ楽しく過ごせました。次
の機会も必ず参加したいです。

など、喜びの声多数！

宇都宮公演後のアンケートでは、次回も「来たい」と回答した参加者がなんと96％！
茅ヶ崎公演では次回のチケットを販売したところ、来場者の11％の方にご購入いただきました。

宇都宮公演会場
アンケート

た
の
シ
ニ
ア
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毎日新聞社は「生き生きした活動を通じて時代の創造に貢献します」という企業理念のもと、日本で最も歴史のある子ども
向け新聞「毎日小学生新聞」の発行や子どもを対象としたさまざまな事業を通し、次世代を担う子どもたちの学びと育ちを
応援し続けています。

次代を創造する子どもたちへ―

子どもたちの学びと育ちを応援します

レインボーメッセージ for children プロジェクト
子どもたちに性の多様性を伝えるプロジェクト
LGBTの当事者のうち約60％は小学校高学年までに体と心の不一致や性的
指向について認識しているというデータがあるものの、大半の小学校はLGBT
に関する教育に取り組み始めたばかり。そこで毎日新聞社は、子どもたちに
性の多様性を伝えるプロジェクトをスタートしました。誰にも相談できず
悩んでいる子どもたちにエールを送るとともに、周囲の理解の輪を広げてまいります。

2018年7月24日毎日小学生新聞
クラウドファンディングを通して集めた
メッセージを掲載しました

日本こども映画コンクール
子どもたちが製作した映画を祭典する子どもたちのための映画祭
日本こども映画コンクールは、小学校4年生～中学3年生が製作した10分以内の映画を
対象とした子どもたちの映画祭。審査は映画評論家や映画監督、俳優などによる審査委員
が務めます。デジタル化が進み、だれでもどこでも映像製作が可能になった現代において、

「子どもだからこそ」可能な創作を促し、未来の映画人を担う子どもたちを育成し、その
作品を発表する場として開催しており、今年度で第4回を迎えます。

学びのフェス
小学生向けの出前授業を一堂に！

「学びのフェス」とは、毎日メディアカフェと毎日小学生新聞が2014
年に始めた、企業や団体などによる小学生向けの出前授業を集め
たイベント。毎年春休みと夏休みに開催し、子どもたちが楽しみな

がら学べるイベントとして人気を集めています。千代田区の科学技術館で開かれた9回目となる
2018年夏のフェスには、39の企業・団体が出展し、約1800人の親子が来場しました。

詳しくはこちらをご覧ください
https://japan-jfa.com/

毎日映画社、毎日新聞社、
スポーツニッポン新聞社主 催

次世代を育ててきた、歴史ある読書推進事業

青少年読書感想文全国コンクール
1955年にスタートし、今年度第65回を
迎えます。約2.5万校が参加し、約415万
編の応募を集める、全国でも最大規模の感
想文コンクールです。

読書感想画中央コンクール
本の世界観を「絵画」で表現することで感性
を養う読書推進事業。今年度第31回を迎え
ます。38都道府県で実施され、約65万点を
超える応募を集めます。

日本絵本賞
過去１年間のうちに日本で出版された絵
本を対象に審査委員が最も優れた絵本を
選ぶほか、読者の投票で決まる「読者賞」も。
今年度第25回を迎えます。

【プロジェクト第１弾】
クラウドファンディングをつかって子どもたちにエールを
2018年に実施したプロジェクト第１弾では、クラウドファンディングを通してLGBTの
当事者や支援者からメッセージと資金を募り、毎日小学生新聞紙面に掲載。68名のご
協力により26.6万円の支援金が集まりました。

http://www.dokusyo
kansoubun.jp/

http://www.dokusyo
kansoubun.jp/kansouga/

http://www.dokusyo
kansoubun.jp/ehon/

子
ど
も
向
け
事
業
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デジタル技術の進化でメディア環境が激変する中、オープンイノベーションを通じて新たな技術や人材、事業アイデアを
発掘しようと、近年積極的に外部企業との協業に取り組んでいます。真の「総合メディア企業」として発展していくために、
外部企業のリソースや知恵を活用しながら新たな価値の創造を目指します。

新たな価値の創造を目指して―

オープンイノベーションへの取り組み

毎日みらい創造ラボ

ベンチャーの卵「シード」を育てる
プログラムを実施中

2017年7月、株式会社メディアドゥホールディングスと
株式会社ブロードバンドタワーとの３社共同出資会社

「毎日みらい創造ラボ」を設立しました。ラボの主な事業
として、若いベンチャー起業家や学生から事業アイデアを
募り、起業プロセスを支援する「シードアクセラレーション
プログラム」を実施。新たなメ
ディアビジネスの発掘と成長を
目指し活動しています。

俳句てふてふ

<俳句を身近に>をコンセプトにした
俳句のSNSサービス

俳句を気軽に楽しもうと、2018年11月、SNSアプリ「俳句
てふてふ」をリリースしました。同アプリはもともと、スター
トアップ企業の「株式会社PoliPoli」が開発しました。毎日
新聞社が譲渡を受け、PoliPoliと共にアプリの普及を図る
と同時に、開発を大学生限定プログラミング教育コミュ
ニティの「GeekSalon」が行って
います。テクノロジーで俳句をよ
り身近にすることを目指すととも
に、オープンイノベーションの新
たなモデルを作っていきます。

毎日新聞 Blockchain Lab.

ブロックチェーン技術の
共同研究を開始

2019年1月、ブロックチェー
ン技術を基盤にしたサービ
スの研究開発やジャーナリズ
ムへの応用について研究する

「毎日新聞 Blockchain Lab.」（毎日新聞ブロックチェー
ン・ラボ）を発足しました。社外パートナーである株式会社
Gaudiy及びサイフォン合同会社と共に、情報の信頼基盤
を築き、ジャーナリズムの健全な発展と公正な社会のバラ
ンスに寄与することを目指して共同研究に取り組んでまい
ります。

Link Sportsとの資本業務提携

アマチュアスポーツ向け管理アプリ
「TeamHub」の開発や普及

株式会社Link Sportsと2017年8月に資本業務提携を
結びました。同社のアマチュアスポーツチーム向け管理
アプリ「TeamHub」はチーム内の連絡のほか、試合結
果、選手の記録などのデータを蓄積することができ、ス
ポーツをする人にとって便利な
ツールになっています。両社で

「TeamHub」の普及を図ると同
時に、広告商品の共同開発や販
売に取り組んでいます。

毎日メディアカフェ
「読者とともにつくる新聞」
「B with C＝読者とともにつくる新聞」をコンセプトに、毎日新聞東京本社1階に、自由に入って
毎日新聞やスポニチ、出版物を読める場をつくりました。カフェでは、毎日新聞記者が取材内
容を語る「記者報告会」をはじめ、毎日新聞出版とタイアップした著者講演会、企業のCSRセミ
ナー、NPOの活動報告など、多彩なイベントを年間約150件開催しています。実空間での交流
と、紙面やウェブサイト、SNSでの発信ができる場です。「開かれた新聞」を志向してきた毎日新
聞ならではの取り組みで、企業、団体、自治体、大学の協賛も呼びかけています。

◀︎詳しくはこちらから
　http://mainichimediacafe.jp/

「TeamHub」について、
詳しくはこちら

https://tmhub.jp/

詳しくはこちら

動作環境：iOS10.0以降のみ

詳しくはこちら

https://mirailab.tech/
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福岡本部
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鳥栖鳥栖

長崎長崎
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秋田秋田 岩手岩手

山形山形 宮城宮城

福島福島
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埼玉埼玉
東京東京

千葉千葉

神奈川神奈川

新潟新潟

長野長野
山梨山梨

静岡静岡

富山富山

石川石川

岐阜岐阜

愛知愛知

福井福井

三重三重

和歌山和歌山

岡山岡山

広島広島

鳥取鳥取

島根島根

徳島徳島
香川香川

愛媛愛媛 高知高知

福岡福岡
佐賀佐賀

熊本熊本
宮崎宮崎

鹿児島鹿児島

京都京都

大阪大阪
滋賀滋賀兵庫兵庫

奈良奈良

山口山口

大分大分

沖縄沖縄

群馬群馬

海老名海老名
川崎川崎

堺堺

毎日新聞　本・支社別販売部数
都道府県 朝刊 夕刊

北海道 30,648 ─
青森県 4,075 ─
岩手県 7,484 ─
宮城県 8,269 6
秋田県 6,472 ─
山形県 13,937 ─
福島県 18,969 1 
茨城県 107,390 2,951 
栃木県 28,065 1,032 
群馬県 31,128 787 
埼玉県 201,221 31,887 
千葉県 134,706 26,612 
東京都 196,208 104,252 

神奈川県 120,233 49,850 
新潟県 19,173 2 
富山県 1,331 ─
石川県 1,688 ─
福井県 1,798 ─
山梨県 7,473 124 
長野県 11,363 4 
岐阜県 11,062 2,730 
静岡県 32,616 12,278 
愛知県 40,275 14,677 
三重県 50,139 5,305 
滋賀県 36,919 3,888 
京都府 53,840 23,115 
大阪府 450,706 229,723 
兵庫県 135,086 70,756 
奈良県 123,208 51,813 

和歌山県 53,259 13,536 
鳥取県 3,802 ─ 
島根県 6,527 ─
岡山県 13,363 ─
広島県 17,027 ─
山口県 95,171 1,992 
徳島県 2,218 ─
香川県 8,420 ─
愛媛県 15,438 ─
高知県 1,834 ─ 
福岡県 231,671 38,192 
佐賀県 7,793 ─
長崎県 25,546 ─
熊本県 6,509 200 
大分県 19,142 233 
宮崎県 15,014 ─

鹿児島県 2,720 1 
沖縄県 261 256 
海外 69 59 

即売他 24,381 2,275 

販売部数 2,435,647 688,537 

毎日新聞 都道府県別販売部数

一般社団法人 日本ABC協会（新聞、
雑誌の販売部数を調査、認証する非営
利機関。1952年設立。新聞社、出版社、
広告主、広告会社を会員として構成）が
新聞発行社会員の提出する新聞部数
報告に基づき作成した報告書。

ABCレポート

全国の配布エリアと販売部数

全国の販売部数 都道府県別販 売部数

朝刊 朝刊セット 夕刊

全　国 2,435,647 2,095,698 688,537

東　京 972,094 858,968 231,817

大　阪 935,518 822,083 393,279

西　部 407,164 293,776 40,604

中　部 89,716 89,716 22,837

北海道 31,155 31,155 ─

朝刊（推定）総到達読者数 5,260,998 人

●日本ABC協会「新聞社発行レポート 半期」 2019年1月～6月平均
●セット版部数は毎日新聞社の試算による推定部数です
●朝刊（推定）総到達読者数は販売部数×回読人数（1部あたり何人に

読まれているかの平均人数 J-READ 2018）より算出しています。

■各本社セット版地域
■セット版・統合版混在地域
■各本社統合版地域
●本社・支社所在地
●本社関連印刷工場所在地

青森青森

山形山形

福島福島

東京東京
千葉千葉

新潟新潟

長野長野

静岡静岡

前橋前橋

秋田秋田

盛岡盛岡

仙台仙台

宇都宮宇都宮
水戸水戸

さいたまさいたま

横浜横浜

甲府甲府

長野版長野版

青森版青森版

秋田版秋田版

岩手版岩手版

山形版山形版

宮城版宮城版

群馬版
栃木版
群馬版
栃木版

茨城版茨城版
埼玉版埼玉版
多摩版
東京都内版
多摩版
東京都内版

千葉版千葉版

神奈川版神奈川版
静岡版静岡版

新潟版新潟版

山梨版山梨版

福島版福島版

武蔵野版武蔵野版

札幌札幌

東京本社版の配布エリア

■セット版地域
■統合版地域

北海道支社版の配布エリア

東京本社

朝刊販売部数 972,094 部
朝刊セット販売部数 858,968 部
夕刊販売部数 231,817 部
朝刊（推定）総到達読者数 2,070,560 人

◦東京都内版 東京23区全域

◦武蔵野版 武蔵野市・三鷹市・小金井市・西東京市・調
布市・狛江市・府中市

◦多摩版

国分寺市・国立市・立川市・日野市・八王子市・
多摩市・稲城市・町田市・小平市・東久留米市・
清瀬市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・
昭島市・福生市・青梅市・羽村市・あきる野市・
西多摩郡

◦神奈川版 神奈川県全域
◦千葉版 千葉県全域
◦埼玉版 埼玉県全域
◦群馬版 群馬県全域
◦栃木版 栃木県全域
◦茨城版 茨城県全域
◦静岡版 静岡県全域
◦山梨版 山梨県全域
◦長野版 長野県全域
◦新潟版 新潟県全域
◦福島版 福島県全域
◦宮城版 宮城県全域
◦山形版 山形県全域
◦秋田版 秋田県全域
◦岩手版 岩手県全域
◦青森版 青森県全域

東京本社全域版および地方版広告区分

北海道支社

朝刊販売部数 31,155 部
朝刊セット販売部数 31,155 部
朝刊（推定）総到達読者数 74,149 人

◦北海道版 北海道全域

北海道支社全域版

販
売
部
数（
全
国
）

販
売
部
数（
東
京・北
海
道
）
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西梅田西梅田 東京本社

中部本社

大阪本社

西部本社

福岡本部

岡山岡山
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鳥栖鳥栖

長崎長崎

北海道北海道
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秋田秋田 岩手岩手

山形山形 宮城宮城

福島福島
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栃木栃木

埼玉埼玉
東京東京

千葉千葉

神奈川神奈川

新潟新潟

長野長野
山梨山梨

静岡静岡

富山富山

石川石川

岐阜岐阜

愛知愛知

福井福井

三重三重

和歌山和歌山

岡山岡山

広島広島

鳥取鳥取

島根島根

徳島徳島
香川香川

愛媛愛媛 高知高知

福岡福岡
佐賀佐賀

熊本熊本
宮崎宮崎

鹿児島鹿児島

京都京都

大阪大阪
滋賀滋賀兵庫兵庫

奈良奈良

山口山口

大分大分

沖縄沖縄

群馬群馬

海老名海老名
川崎川崎

堺堺

毎日新聞　本・支社別販売部数
都道府県 朝刊 夕刊

北海道 30,648 ─
青森県 4,075 ─
岩手県 7,484 ─
宮城県 8,269 6
秋田県 6,472 ─
山形県 13,937 ─
福島県 18,969 1 
茨城県 107,390 2,951 
栃木県 28,065 1,032 
群馬県 31,128 787 
埼玉県 201,221 31,887 
千葉県 134,706 26,612 
東京都 196,208 104,252 

神奈川県 120,233 49,850 
新潟県 19,173 2 
富山県 1,331 ─
石川県 1,688 ─
福井県 1,798 ─
山梨県 7,473 124 
長野県 11,363 4 
岐阜県 11,062 2,730 
静岡県 32,616 12,278 
愛知県 40,275 14,677 
三重県 50,139 5,305 
滋賀県 36,919 3,888 
京都府 53,840 23,115 
大阪府 450,706 229,723 
兵庫県 135,086 70,756 
奈良県 123,208 51,813 

和歌山県 53,259 13,536 
鳥取県 3,802 ─ 
島根県 6,527 ─
岡山県 13,363 ─
広島県 17,027 ─
山口県 95,171 1,992 
徳島県 2,218 ─
香川県 8,420 ─
愛媛県 15,438 ─
高知県 1,834 ─ 
福岡県 231,671 38,192 
佐賀県 7,793 ─
長崎県 25,546 ─
熊本県 6,509 200 
大分県 19,142 233 
宮崎県 15,014 ─

鹿児島県 2,720 1 
沖縄県 261 256 
海外 69 59 

即売他 24,381 2,275 

販売部数 2,435,647 688,537 

毎日新聞 都道府県別販売部数

一般社団法人 日本ABC協会（新聞、
雑誌の販売部数を調査、認証する非営
利機関。1952年設立。新聞社、出版社、
広告主、広告会社を会員として構成）が
新聞発行社会員の提出する新聞部数
報告に基づき作成した報告書。

ABCレポート

全国の配布エリアと販売部数

全国の販売部数 都道府県別販 売部数

朝刊 朝刊セット 夕刊

全　国 2,435,647 2,095,698 688,537

東　京 972,094 858,968 231,817

大　阪 935,518 822,083 393,279

西　部 407,164 293,776 40,604

中　部 89,716 89,716 22,837

北海道 31,155 31,155 ─

朝刊（推定）総到達読者数 5,260,998 人

●日本ABC協会「新聞社発行レポート 半期」 2019年1月～6月平均
●セット版部数は毎日新聞社の試算による推定部数です
●朝刊（推定）総到達読者数は販売部数×回読人数（1部あたり何人に

読まれているかの平均人数 J-READ 2018）より算出しています。

■各本社セット版地域
■セット版・統合版混在地域
■各本社統合版地域
●本社・支社所在地
●本社関連印刷工場所在地

青森青森

山形山形

福島福島

東京東京
千葉千葉

新潟新潟

長野長野

静岡静岡

前橋前橋

秋田秋田

盛岡盛岡

仙台仙台

宇都宮宇都宮
水戸水戸

さいたまさいたま

横浜横浜

甲府甲府

長野版長野版

青森版青森版

秋田版秋田版

岩手版岩手版

山形版山形版

宮城版宮城版

群馬版
栃木版
群馬版
栃木版

茨城版茨城版
埼玉版埼玉版
多摩版
東京都内版
多摩版
東京都内版

千葉版千葉版

神奈川版神奈川版
静岡版静岡版

新潟版新潟版

山梨版山梨版

福島版福島版

武蔵野版武蔵野版

札幌札幌

東京本社版の配布エリア

■セット版地域
■統合版地域

北海道支社版の配布エリア

東京本社

朝刊販売部数 972,094 部
朝刊セット販売部数 858,968 部
夕刊販売部数 231,817 部
朝刊（推定）総到達読者数 2,070,560 人

◦東京都内版 東京23区全域

◦武蔵野版 武蔵野市・三鷹市・小金井市・西東京市・調
布市・狛江市・府中市

◦多摩版

国分寺市・国立市・立川市・日野市・八王子市・
多摩市・稲城市・町田市・小平市・東久留米市・
清瀬市・東村山市・東大和市・武蔵村山市・
昭島市・福生市・青梅市・羽村市・あきる野市・
西多摩郡

◦神奈川版 神奈川県全域
◦千葉版 千葉県全域
◦埼玉版 埼玉県全域
◦群馬版 群馬県全域
◦栃木版 栃木県全域
◦茨城版 茨城県全域
◦静岡版 静岡県全域
◦山梨版 山梨県全域
◦長野版 長野県全域
◦新潟版 新潟県全域
◦福島版 福島県全域
◦宮城版 宮城県全域
◦山形版 山形県全域
◦秋田版 秋田県全域
◦岩手版 岩手県全域
◦青森版 青森県全域

東京本社全域版および地方版広告区分

北海道支社

朝刊販売部数 31,155 部
朝刊セット販売部数 31,155 部
朝刊（推定）総到達読者数 74,149 人

◦北海道版 北海道全域

北海道支社全域版

販
売
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数（
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）
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数（
東
京・北
海
道
）



毎日新聞 NOW MEDIA DATA BOOK 201920 21

　

　 　

毎日新聞 NOW MEDIA DATA BOOK 2019

那覇那覇

鹿児島鹿児島

宮崎宮崎

熊本熊本

大分大分

長崎長崎

佐賀佐賀

山口山口
福岡福岡

山口東版山口東版

山口版山口版
下関版下関版

島根版
（西部管内）
島根版

（西部管内）

大分版大分版

南3県版南3県版

長崎版長崎版

佐賀版佐賀版

筑後版筑後版
福岡版福岡版

筑豊版筑豊版
北九州版北九州版

愛知版
（除く名古屋版）

三重版（中部管内）

名古屋版

岐阜版
岐阜岐阜

津津

名古屋名古屋

鳥取鳥取松江松江

岡山岡山

福井福井

大阪大阪

高松高松
徳島徳島松山松山

高知高知

金沢金沢
富山富山

岡山版
鳥取版
岡山版
鳥取版

広島・呉版広島・呉版

島根版（大阪管内）島根版（大阪管内）

富山版富山版

三重版（大阪管内）
奈良版

三重版（大阪管内）
奈良版

大阪北版
大阪東版
大阪市内版
大阪南版
和歌山版

大阪北版
大阪東版
大阪市内版
大阪南版
和歌山版

徳島版
香川版
高知版
愛媛版

徳島版
香川版
高知版
愛媛版

石川版
福井版
滋賀版
京都版
舞鶴版

神戸・阪神版
播州・但丹版

石川版
福井版
滋賀版
京都版
舞鶴版

神戸・阪神版
播州・但丹版

東部版東部版

奈良奈良

広島広島

和歌山和歌山

神戸神戸
京都京都

大津大津

※沖縄県は東京本社版、西部本社版が配布されています。

大阪本社版の配布エリア

全国の販売部数 都道府県別販 売部数

大阪本社

朝刊販売部数 935,518 部
朝刊セット販売部数 822,083 部
夕刊販売部数 393,279 部
朝刊（推定）総到達読者数 2,058,140 人

◦大阪府内版 大阪府全域
◦大阪市内版 大阪市内

◦大阪北版 摂津市・吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・
高槻市・豊能郡・三島郡

◦大阪東版
枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・
四条畷市・大東市・東大阪市・八尾市・柏原市・
藤井寺市・松原市・羽曳野市・富田林市・河内
長野市・大阪狭山市・南河内郡

◦大阪南版  
堺市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・
貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉北郡・
泉南郡

◦神戸・阪神版
神戸市・尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・宝塚市・
川西市・明石市・三木市・三田市・川辺郡・洲本市・
南あわじ市・淡路市

◦播州・但丹版

姫路市・高砂市・加古川市・加古郡・たつの市・
加東市・西脇市・小野市・加西市・豊岡市・赤穂市・
相生市・養父市・篠山市・丹波市・朝来市・宍
粟市・多可郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・
美方郡

◦京都版
京都市・向日市・長岡京市・八幡市・宇治市・
城陽市・乙訓郡・久世郡・綴喜郡・亀岡市・京
田辺市・木津川市・相楽郡

◦舞鶴版 船井郡・南丹市・福知山市・綾部市・舞鶴市・
宮津市・京丹後市・与謝郡

◦滋賀版
大津市・草津市・守山市・近江八幡市・彦根市・
栗東市・湖南市・甲賀市・高島市・東近江市・
米原市・長浜市・野洲市・蒲生郡・愛知郡・犬
上郡

大阪本社全域版および地方版広告区分

◦奈良版
奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿
原市・桜井市・生駒市・香芝市・葛城市・生駒
郡・磯城郡・北葛城郡・高市郡・五條市・御所市・
宇陀市・宇陀郡・山辺郡・吉野郡

◦三重版
（大阪管内） 名張市・伊賀市・熊野市・南牟婁郡（※）

◦和歌山版
和歌山市・橋本市・海南市・海草郡・紀の川市・
岩出市・伊都郡・御坊市・有田郡・有田市・田辺市・
新宮市・日高郡・西牟婁郡・東牟婁郡

◦島根版
（大阪管内）

松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡・
隠岐郡

◦鳥取版 鳥取県全域
◦岡山版 岡山県全域

◦広島・呉版
広島市・呉市・三次市・庄原市・大竹市・東広
島市・廿日市市・江田島市・安芸高田市・安芸郡・
山県郡・竹原市（一部）・豊田郡（一部）

◦東部版（広島） 竹原市（一部）・三原市・尾道市・福山市・府中市・
豊田郡（一部）・世羅郡・神石郡

◦香川版 香川県全域
◦徳島版 徳島県全域
◦愛媛版 愛媛県全域
◦高知版 高知県全域
◦富山版 富山県全域
◦石川版 石川県全域
◦福井版 福井県全域

■各本社セット版地域
■セット版・統合版混在地域
■統合版地域

西部本社版の配布エリア

西部本社

朝刊販売部数 407,164 部
朝刊セット販売部数 293,776 部
夕刊販売部数 40,604 部
朝刊（推定）総到達読者数 838,758 人

◦北九州版 北九州市・中間市・豊前市・行橋市・遠賀郡・京
都郡・築上郡

◦福岡版
福岡市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰
府市・朝倉市・宗像市・糸島市・古賀市・福
津市・那珂川市・糟屋郡・朝倉郡

◦筑豊版 飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・嘉穂郡・
宮若市・鞍手郡・田川郡

◦筑後版
久留米市・柳川市・大牟田市・大川市・筑後市・
八女市・小郡市・三井郡・三潴郡・うきは市・
みやま市・八女郡

◦佐賀版 佐賀県全域
◦長崎版 長崎県全域
◦大分版 大分県全域

◦南３県版
熊本県全域
宮崎県全域
鹿児島県全域

◦下関版 下関市

◦山口版
長門市・山陽小野田市・宇部市・山口市阿知
須町・山口市（阿知須町を除く）・美祢市・
萩市・防府市・阿武郡

◦山口東版 下松市・光市・周南市・柳井市・岩国市・玖
珂郡・熊毛郡・大島郡

◦島根版
（西部管内）

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・
鹿足郡

西部本社全域版および地方版広告区分

◦東版地域の
　主要都市

北九州市・行橋市・豊前市・中間市・下関市・宇
部市

◦博版地域の
　主要都市

福岡市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・
宗像市

夕刊東版・博版地域広告区分

■セット版地域
■統合版地域

中部本社版の配布エリア
中部本社

朝刊販売部数 89,716 部
朝刊セット販売部数 89,716 部
夕刊販売部数 22,837 部
朝刊（推定）総到達読者数 214,421 人

◦名古屋版
名古屋市・日進市・豊明市・長久
手市・清須市（一部）・北名古屋市

（一部）・愛知郡・海部郡（一部）

◦愛知版
（除く名古屋版）

春日井市・小牧市・岩倉市・一宮
市・江南市・犬山市・愛西市・稲
沢市・津島市・尾張旭市・瀬戸市・
大府市・東海市・知多市・常滑市・
半田市・清須市（一部）・北名古屋
市（一部）・弥富市・あま市・海部
郡（一部）・西春日井郡・丹羽郡・
知多郡・豊橋市・豊田市・岡崎市・
刈谷市・知立市・高浜市・安城市・
碧南市・西尾市・蒲郡市・豊川市・
新城市・田原市・みよし市・額田郡・
北設楽郡

◦三重版
（中部管内）

津市・四日市市・桑名市・亀山市・
鈴鹿市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・
尾鷲市・いなべ市・志摩市・員弁郡・
桑名郡・三重郡・多気郡・度会郡・
北牟婁郡

◦岐阜版　 岐阜県全域

中部本社全域版および地方版広告区分

※熊野市・南牟婁郡は地方版広告のみ2019年5月から三重版（中部管内）に移行しました。

販
売
部
数（
大
阪
）

販
売
部
数（
西
部・中
部
）
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三重版（中部管内）

愛知版

岐阜版
岐阜岐阜

津津

名古屋名古屋

那覇那覇

鹿児島鹿児島

宮崎宮崎

熊本熊本

大分大分

長崎長崎

佐賀佐賀

山口山口
福岡福岡

山口東版山口東版

山口版山口版
下関版下関版

島根版
（西部管内）
島根版

（西部管内）

大分版大分版

南3県版南3県版

長崎版長崎版

佐賀版佐賀版

筑後版筑後版
福岡版福岡版

筑豊版筑豊版
北九州版北九州版

※沖縄県は東京本社版、西部本社版が配布されています。

全国の販売部数 都道府県別販 売部数
西部本社版の配布エリア

西部本社

朝刊販売部数 407,164 部
朝刊セット販売部数 293,776 部
夕刊販売部数 40,604 部
朝刊（推定）総到達読者数 838,758 人

◦北九州版 北九州市・中間市・豊前市・行橋市・遠賀郡・京
都郡・築上郡

◦福岡版
福岡市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰
府市・朝倉市・宗像市・糸島市・古賀市・福
津市・那珂川市・糟屋郡・朝倉郡

◦筑豊版 飯塚市・直方市・田川市・嘉麻市・嘉穂郡・
宮若市・鞍手郡・田川郡

◦筑後版
久留米市・柳川市・大牟田市・大川市・筑後市・
八女市・小郡市・三井郡・三潴郡・うきは市・
みやま市・八女郡

◦佐賀版 佐賀県全域
◦長崎版 長崎県全域
◦大分版 大分県全域

◦南３県版
熊本県全域
宮崎県全域
鹿児島県全域

◦下関版 下関市

◦山口版
長門市・山陽小野田市・宇部市・山口市阿知
須町・山口市（阿知須町を除く）・美祢市・
萩市・防府市・阿武郡

◦山口東版 下松市・光市・周南市・柳井市・岩国市・玖
珂郡・熊毛郡・大島郡

◦島根版
（西部管内）

浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・
鹿足郡

西部本社全域版および地方版広告区分

◦東版地域の
　主要都市

北九州市・行橋市・豊前市・中間市・下関市・宇
部市

◦博版地域の
　主要都市

福岡市・大牟田市・久留米市・直方市・飯塚市・
宗像市

夕刊東版・博版地域広告区分

■セット版地域
■統合版地域

中部本社版の配布エリア
中部本社

朝刊販売部数 89,716 部
朝刊セット販売部数 89,716 部
夕刊販売部数 22,837 部
朝刊（推定）総到達読者数 214,421 人

◦愛知版 愛知県全域

◦三重版
（中部管内）

津市・四日市市・桑名市・亀山市・
鈴鹿市・松阪市・伊勢市・鳥羽市・
尾鷲市・いなべ市・志摩市・員弁郡・
桑名郡・三重郡・多気郡・度会郡・
北牟婁郡

◦岐阜版　 岐阜県全域

中部本社全域版および地方版広告区分

販
売
部
数（
西
部・中
部
）
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300万円未満
700〜1000万円未満

300〜500万円未満 500〜700万円未満
1000〜1500万円未満 1500万円以上

不明

毎日新聞「購読世帯」プロフィル
ビデオリサーチ　J-READ 2017 ／全国

宅配新聞朝刊購読者別構成比

※全体（n＝87,992）毎日新聞（n＝3,801）朝日新聞（n＝13,163）読売新聞（n＝16,521）標本サイズ（n数）は各都道府県の
満１５～６９歳までの人口に合わせたウエート後の規正標本サイズを表しています。回収数とは異なりますのでご注意ください。

毎日新聞

20代以下

50代

30代

60代以上

40代

不明

世帯主の年齢（本人含む）
1.1 2.0

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

7.8 22.3 27.5 39.3

0.5 2.6
6.4 14.0 27.5 48.9

0.7 2.0
4.9 19.0 29.1 44.3

0.8 1.7
5.9 19.5 27.9 44.3

毎日新聞

単身（１人住まい）世帯
親と子と孫の3世代以上の世帯
夫婦2人だけの世帯

親と子、夫婦と親など2世代世帯

家族形態
0.9

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

その他 不明

5.3
14.9 4.760.0 14.2

0.75.0
18.6 5.457.7 12.7

0.74.3
17.3

3.0
62.4 12.3

0.84.2
15.8 4.760.4 14.1

毎日新聞

一戸建て持ち家

賃貸マンション

一戸建て借家

その他

分譲マンション

不明

住居形態
3.2 1.0

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

68.9 11.9 12.5

3.5 1.4
70.3 12.7 9.8

0.8
68.2 16.3 9.7

1.0
72.0 11.6 10.9

毎日新聞

5年未満
20年〜30年未満

5年〜10年未満 10年〜20年未満

居住年数
0.7

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

30年〜40年未満 40年以上

5.3
21.7 29.021.3 17.9

1.0
18.4 32.522.4 18.5

22.6 24.3 25.5

0.7
19.9 29.622.5 19.3

毎日新聞

100万円未満
1000～3000万円未満

100～500万円未満
3000～5000万円未満

500～1000万円未満
5000万円以上

世帯での金融資産額（20歳以上）
5.9

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

非該当・不明

7.113.7 21.2 14.1

7.6
14.8 15.0 23.6 13.1

9.2
15.8 13.9 24.9 13.7

6.2
18.0 13.2 23.7 13.1

毎日新聞

世帯年収
3.9
（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

15.7 6.221.1 11.7

3.5
18.6 5.721.2 9.6

12.6 18.6 15.2

4.4
14.1 6.220.4 13.2

2.6

2.3

2.92.2

2.52.0

不明

4.1

3.33.9

5.43.4

18.1
0.6

4.43.6

19.118.9

9.2

9.6

8.017.9

16.8

13.0

20.7 20.8

21.0 20.4

19.8 22.7

21.4 20.3

5.4
5.7

読
者
プ
ロ
フ
ィ
ル
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男性15〜19歳 男性40代男性20代 男性30代
男性50代 男性60代

毎日新聞「閲読者」プロフィル

※全体（n＝87,992）毎日新聞（n＝4,444）朝日新聞（n＝13,465）読売新聞（n＝16,702）標本サイズ（n数）は各都道府県の
満１５～６９歳までの人口に合わせたウエート後の規正標本サイズを表しています。回収数とは異なりますのでご注意ください。

ビデオリサーチ　J-READ 2017 ／全国
新聞朝刊閲読者別構成比

15～19歳

40代

20代

50代

30代

60代

毎日新聞

年代別構成比
7.2

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

14.3 21.2 18.1 20.9

3.1
17.1 22.6 34.2

4.0
10.2 21.2 21.2 29.6

3.9
9.0 21.1 21.8 28.8

毎日新聞

性年代別構成比 （単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

3.6
10.6 10.710.6 9.1

毎日新聞

給料事務・研究職
経営・管理職

給料労務・作業職
専門職・自由業

販売・サービス職
商工自営業

職業
4.1

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

学生 主婦 その他

13.8 12.4 7.5 11.1

毎日新聞

正社員・職員
自営業主
派遣・嘱託・契約社員

パート・アルバイト・内職

勤務形態
0.9

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

その他 無職・働いていない

2.7
32.7 7.26.7 18.1

毎日新聞

収入なし
300〜500万円

100万円未満
500〜700万円

100〜300万円
700〜1000万円

個人年収 （単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

1000万円以上 不明

16.2 20.4 29.1 15.9

毎日新聞

中学校
大学・大学院
高等学校・高等専修学校

短大・高専・専門学校

最終学歴
0.9

（単位：%）

全　　体

読売新聞

朝日新聞

在学中 不明

2.5
31.0 11.122.7 31.9

1.12.9
30.2 5.320.2 40.3

0.90.8
22.4 7.722.2 45.9

1.22.5
33.8 6.623.6 32.2

18.3

8.2 14.9

女性15〜19歳 女性20代
女性40代女性30代 女性50代 女性60代

13.7

15.4

8.96.910.29.09.47.4
3.6

1.9

7.9 14.89.2 10.87.4
4.3

19.311.87.5
4.0 1.2

2.4

10.1 15.011.1 11.66.2
4.5

14.69.77.5
5.7 1.6

2.0

10.4 15.010.7 10.86.9
3.8

13.811.08.5
5.3 1.9

無職 不明

31.7

1.02.7
28.6 8.47.6 15.2 36.4
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くらしナビ

それぞれの紙面、コーナーに毎日新聞 の“顔”があります

仲畑流万能川柳
1991年からスタートした川柳投稿コー
ナーで、選者はコピーライターの仲畑貴
志さん。「キマリのないのが、唯一のキマ
リ」と宣言し、その自由さで新たな川柳
ブームを巻き起こしました。社会や世相
についてのユニークな川柳が寄せられ、
ファン同士の交流も盛んです。

1954年から毎日続く長寿看板コラム。家族
や友人との心温まるエピソード、ちょっと笑
える話、時には世相批判・・・女性読者の本音
が満載。たまに『男の気持ち』も登場します。

J-MONITOR　毎日新聞定期面別接触率調査（2015年４月〜201８年3月）より

くらしナビ面は女性、
特に40～60代女性に多く読まれています。

進路や恋、職場の人間関係といった悩みに
答える「人生相談」。作家の高橋源一郎さん
など５人の回答者が交代で登場し、時に厳し
く時に温かく、悩める人の心を包みます。

本
紙
コ
ン
テ
ン
ツ

気になるニュースの解説やくらしの素朴な疑問に答える情報に加え、固定ファンを持つ連載コーナー、投稿コーナーなど
「顔の見える新聞作り」を目指し、読者の「もっと知りたい」「もっと読みたい」に迫ります。

くらしナビ面は衣食住や健康、お金、働き方など、日々のくらしに役立つ
情報をわかりやすく伝え、特に40代以上の女性を中心に人気の紙面と
なっています。
また、「人生100年時代」を迎え、仕事や育児を卒業した後の長い第二の
人生を過ごす人がますます増えてきますが、そんなシニア世代が知りた
い情報もたっぷり届けます。
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毎日新聞朝刊「質問 なるほドリ」に毎日登場する、読者にはおなじみのキャラクター。日々のニュースの背景、今さら
聞けない素朴な疑問を読者に代わってズケズケ質問。記者から納得の回答が得られると「なるほドー！」と鳴きます。
さらに国際面での『なるほドリ the World』や、経
済面で“なるほドリーマン君”が登場する

『サラリーマン1年生 読みトク！経済』な
ど、さまざまな場所で登場しています。

それぞれの紙面、コーナーに毎日新聞 の“顔”があります
日曜くらぶ  日曜版別刷り
日曜日にゆったりと読んでいただくことを意識して紙面づくりを行った小説やコラム
など読み物中心の別刷りです。2018年10月に1面を5年半ぶりにリニュアルし、

「仕事の現場」がスタートしました。舞台の楽屋や美術館のバックヤードなど気に
なる「あの人」の息遣いが伝わる仕事場を紹介します。

東京・北海道 【判型】ブランケット判	8ページ

大阪 【判型】ブランケット判	8ページ		
（一部地域はブランケット判	４ページ）

中部・西部 【判型】ブランケット判	4ページ

●名物書評 「今週の本棚」をはじめとした充実の読書関連面●
書評委員による合議ではなく、委員一名の推薦で自由に新刊を紹介できる制度をとっているのが特徴。作家や大学教授などバラ
エティーに富んだ書評委員が、「独断と偏見」で選んだ本についてそれぞれ熱のこもった書評を書いています。書評1本あたりの
長さも1500字程度、大型書評では2000字以上と一般的な新聞書評と比べてもボリュームがあり、読み応え抜群です。

書評執筆者は池澤夏
樹、磯田道史、鹿島
茂、川本三郎、斎藤
環、養老孟司の各氏
をはじめとする豪華メ
ンバー。南伸坊さんの
イラストも好評です。

火曜夕刊の「読書日記」 親子の読書「本はともだち」 新刊案内「ブックウオッチング」

日曜書評面「今週の本棚」

質問 なるほドリ

本
紙
コ
ン
テ
ン
ツ

※東京・北海道エリアと大阪エリアはページ数は同じですが紙面編成が異なります。



折りたたんだり、包み込んだり、パッと広げたり、“紙”ならではの特性を生かした訴求から、新聞の持つ豊富な情報を活用した
タイムリーな発信まで、さまざまな展開が可能です。
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イベント連動企画

さまざまな広告展開

パノラマワイド
最大８ページ建てのパノラマ印刷によって、圧倒的な
スケール感を持つ表現が可能です。インパクトのある
ワイドな紙面による特別感の演出によって、保存される
可能性の高い別刷りとなります。

2017年9月28日朝刊 パノラマワイド

●特別展覧会「国宝」～京都国立博物館～

ラッピング
新聞を新聞でくるむ「ラッピング」。
毎日新聞では特別な日に実施しま
す。

●「海の日」特集	～文化・歴史・自然を
テーマに選定した「世界遺産級 台湾30
選」の魅力を「海の日」に青色紙のラッ
ピング特集で紹介しました～

2018年7月16日朝刊ラッピング特集

2018年11月21日夕刊

夕刊セクション折り
チラシを入れない夕刊
に折り込まれるため注
目度が高い紙面です。

●「味の素」

2018年5月17日朝刊

ミッドランドスクエア

スタートする参加者

イベントやセミナーの内容を詳報します。
●愛知県の商業施設で最高の高さ（247㍍）を誇る
「ミッドランドスクエア」で1,197段の階段を駆け上
がる階段垂直マラソンが開催されました。

７、２面見開き特集終面 題字付き１面 中面　観音開き４連版

６面 ５面 ４面 ３面
７面 ２面

１面

広
告
事
例
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中面 1面2018年
5月4日朝刊

毎日新聞グループリソースを
活用した企画提案
さまざまなニーズに応じてカスタマイズしたコンテンツ
提供が可能です。

2018年9月11日夕刊

紙面連動企画
タイムリーな話題や特別な日に合わせて紙面展開しま
す。

●みどりの日に合わせて中面で
「緑あふれる公園へ出かけよ
う」というコンセプトで新聞内新
聞を展開しました。

●「毎日グラフEXPO’７０写真展
　　～1970から2025へ夢ふたたび～」

マルチ展開
テーマに沿って、新聞本紙をはじめ多角的な展開で
アプローチを図り、訴求対象に対するリーチを拡大し
ます。

2018年10月31日朝刊 2018年9月3日朝刊

2018年9月九州農業水産高校新聞
（タブロイド版）

2018年12月1日朝刊

なるほドリ博士
普段は読者のみなさんに代わってズケズケ質問する

「なるほドリ」が広告では「なるほドリ博士」となって分
かりやすく解説します。

●超高精細映像4K・8Kの実用放送開始に合わせて、
その魅力や今までの放送と
の違いや視聴するための方
法などを解説しました。

●「九州農業・水産高校収
穫祭2018」を開催。本
紙特集の掲載ほか、九州
の農業・水産高校生を対
象に、タブロイド新聞や
川柳コンテストと、さまざ
まな展開を行いました。

1970年大阪万博
写真展開催の計画
に合わせて展示写真
を「毎日グラフ増刊
EXPO’70」より提供。
迫力のあるカラー写真
を７０数枚と毎日新聞
記事を展示し、当時
の熱気と感動を臨場
感豊かに伝えました。

毎日グラフ増刊
EXPO’70

広
告
事
例
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OSAKA TEENS ATHLETE PRESS（OTAP）

新聞本紙以外にもさまざまなターゲットに向けたラインアップをそろえています。グループの強みを生かし、ターゲティング
メディアを組み合わせることで相乗的に訴求効果を高める展開ができます。

毎日新聞グループのメディア刊行物

毎日小学生新聞
日本で最も長い歴史（1936年創刊）のある
小学生のための情報・学習紙。社会を学び
受験にも役立ち、自宅だけでなく学校や塾
でも購読され、授業でも活用されています。

対 象 読 者 主に小学生、中学生とその保護者
発 行 部 数 99,000部
発 行 日 日刊
判 型 タブロイド判　８ページ（土曜日は12ページ）

購 読 方 法 毎日新聞販売店から配達。
紙面ビューアー（電子版）もあります。

主な配布先 自宅、全国小学校、図書館、学習塾、教育関連機関
価 格 月額1,580円（税込み）

大阪府内の全ての中学校・高校で生徒
に直接配布します。全国・世界で活躍
する大阪の中学生、高校生アスリート
を応援し、アスリートだけでなく、中高
生の共感や応援する気持ちを育み、夢
の実現に向けて努力する素晴らしさ
を学べる情報を発信していきます。

対 象 読 者 中学生・高校生
発 行 部 数 540,000部
発 行 日 春、夏、冬休み前、年３回発行
判 型 タブロイド判　フルカラー 16ページ（※③）
配 布 方 法 学校を通じて生徒に配布
配布エリア 大阪府
価 格 無料　

こども新聞
“小学生の好奇心に応える話題”を
軸に据え、調べ学習のヒント、お出
かけ情報など盛りだくさんの内容
で、児童とそのご家庭に学校を通
じてお届けしています。

対 象 読 者 小学生
発 行 部 数 配布エリアによって変動（計2,500,000部）
発 行 日 春、夏、冬休み前、年３回発行
判 型 タブロイド判　フルカラー　８ページ（※①）
配 布 方 法 小学校を通じて児童に配布

配布エリア
都道府県単位程度の特定エリアに配布。※実績実施先と
して、東京都、神奈川県、千葉県、さいたま市、愛知県、岐
阜県、三重県、北海道、福岡市、北九州市、宮崎市、山口
県（一部）、熊本市　　

価 格 無料

おおさか子ども元気アップ新聞
大阪府内の全小学校で児童に直接配
布します。小学生アスリートの活躍を中
心に、「元気アッププロジェクト」など大
阪府による体力アップの取り組みや健
康・食育に関する話題などを紹介する
親子で楽しみながら読める新聞です。

対 象 読 者 小学生
発 行 部 数 515,000部
発 行 日 春、夏、冬休み前、年３回発行
判 型 タブロイド判　フルカラー １６ページ（※②）
配 布 方 法 小学校を通じて児童に配布
配布エリア 大阪府
価 格 無料

Newsがわかる
主に小中学生向けにニュースをわかりや
すく解説する月刊誌です。1カ月のニュー
スをイラストや図表写真を使ってお伝え
します。 自宅のみならず学校、学習塾な
どの教育現場でも活用されています。

対 象 読 者 小学生（中学年以上）、中学生

発 行 部 数 80,800部

発 行 日 月刊・毎月15日

判 型 Ａ４判　フルカラー　68ページ

価 格 450円（税込み）

http://www.mainichi-books.com/
https://mainichi.jp/maisho/
http://macs.mainichi.co.jp/

Anetis（アネティス）
妊婦さんと産婦人科医をつなぐ安心サポー
ト情報誌。ドクターからの信頼できる有益
な情報をお届けし、より充実したマタニティー
ライフを送れるようにサポートします。

対 象 読 者 妊産婦をはじめとした幅広い層の女性
発 行 部 数 330,000部
発 行 日 季刊・年４回
判 型 タブロイド判　フルカラー24ページ
配 布 方 法 全国の病院にラックを設置し配布
主な配布先 全国約1,860カ所の産科婦人科・病院
価 格 無料（フリーペーパー）

http://anetis.jp/
http://macs.mainichi.co.jp/

出
版
・
刊
行
物

※①②③　ページ数は変動する場合があります
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週刊エコノミスト
政治・経済情報のエキスパートである新
聞社系のビジネス誌です。高い取材力を
武器に収集したマクロ的視点の経済情
報から、各業界やテーマに落とし込ん
で深掘りしたミクロ的視点の特集まで、
厚い信頼と支持をいただいている硬派
なクオリティーマガジンです。

発 行 部 数 70,000部

発 行 日 週刊・毎週月曜日
（※一部発売日が異なるエリアがあります。）

判 型 A4変形判（天地280mm×左右210mm）

価 格 670円（通常号・税込み）

サンデー毎日
創刊90年以上の歴史を持つ日本で最初
に創刊された総合週刊誌。政治・経済・社
会情勢を鋭く分析します。また、毎年2月
から始まる大学合格者速報号は教育・大
学関係者のみならず各方面から高く評価
されています。

発 行 部 数 87,258部
（印刷証明付き発行部数2018.1～3平均）

発 行 日 週刊・毎週火曜日
（※一部発売日が異なるエリアがあります。）

判 型 B5判　
価 格 400円（通常号・税込み）

毎日フォーラム
雑誌のコンセプトは「中央省庁と民間、
中央省庁と地方自治体の懸け橋となる
メディア」。読者に対し直接お届けする
訴求ターゲットが明確な政策情報誌で
す。

対 象 読 者 国会議員・中央省庁幹部、全国の都道府県・市区町村の
首長と幹部、在京外国大使館など。

発 行 部 数 43,000部
発 行 日 月刊・毎月10日
判 型 A4変形判（天地280mm×左右210mm）52ページ
配 布 方 法 郵送にて直接配達

価 格 定期購読 ６カ月：3,000円、１２カ月：6,000円（郵送料
込み・税込み）

俳句αあるふぁ
写真やイラストいっぱいの俳句総合雑誌。
目で見る、知って得する俳句の基礎知識、
初級・中級の添削教室、俳句が生まれる
現場など、実作に役立つ情報が満載です。
投句欄、俳句絵手紙、写俳、テーマ俳句
など読者参加重視の誌面が特徴です。

発 行 部 数 50,000部

発 行 日 季刊（3,6,9,12月各１４日発売）

判 型 B5判　

価 格 1,230円（税込み）　

ＭＭＪ（The Mainichi Medical Journal)
臨床の最前線で治療に携わる実地医家
へ、世界の最新医療・医学情報をお届けす
る医学総合誌です。 
MMJは、日本医師会(会員数約17万人)
から「公正な視点に立った雑誌であり、日
本の医学、医療の適正な発展に資する」と
認められています。

対 象 読 者 医師（主に30～50代の勤務医・開業医）
発 行 部 数 20,000部
発 行 日 隔月刊・年６回。偶数月各15日
判 型 Ａ４変形判　約32ページ
価 格 定価1,000円/年間6,000円（税込み）

http://www.mainichi-books.com/ http://www.mainichi-books.com/

http://www.mainichi-books.com/

http://www.mainichi-books.com/

MAINICHI WEEKLY
ニュース、エンターテインメント、受験・
TOEIC対策など多彩な内容の週刊英語
学習紙。読者は高校生・大学生の若年層か
ら、社会人･主婦・年配者まで幅広い層にわ
たっています。

対 象 読 者 高校生、大学生、一般
発 行 部 数 48,000部
発 行 日 毎週土曜日
判 型 タブロイド判　フルカラー　１６ページ

購 読 方 法 毎日新聞販売店から配達または郵送。
紙面ビューアー（電子版）もあります。

主な配布先 自宅、小・中学校、図書館、学習塾  など
価 格 月額1,017円（税込み）

https://mainichi.jp/weekly/
http://macs.mainichi.co.jp/

https://mainichi.jp/forum/

出
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性 別性 別 年 齢年 齢 利用
デバイス
利用
デバイス

SP
（スマートフォン）
66.1％

SP
（スマートフォン）
66.1％

PC
（パソコン、タブレット）

33.9％

PC
（パソコン、タブレット）

33.9％

18～24
8.3％
18～24
8.3％

25～34
22.7％
25～34
22.7％

35～44
29.5％
35～44
29.5％

45～54
19.4％
45～54
19.4％

55～64
11.7％
55～64
11.7％

65以上
8.4％
65以上
8.4％

男性
58.0％
男性
58.0％

女性
42.0％
女性
42.0％

ユーザープロフィル

ニュースサイト「毎日新聞」
毎日新聞の朝夕刊の紙面記事に加え、24時間更新のニュース速報、ウェブでしか読むことのできないオリジナルコンテンツ、
動画など、PC、スマートフォン、アプリなどユーザーの利用シーンに合わせて展開しています。

https://mainichi.jp/

月間平均ページビュー数 １億1200万PV
月間平均ユニークユーザー数 3460万UU

時代をとらえ、知性を磨く——。
ビジネスパーソンの関心領域に
フォーカスし、政治・経済、スキル・
キャリア、ＩＴ、マネーなどの各分野
の最新ニュースを取り上げ、背景解
説と分析、今後の展望を提供して
います。

「デジタル毎日スペシャル」は、ニュースサイトだけで
展開する独自コンテンツを集めたページです。通常の
ニュースページとは異
なり、インフォグラフィッ
クスをふんだんに使い
ビジュアルを重視しまし
た。新しいテーマを随時
追加していきます。

「長く健やかに暮らす」ことをめ
ざして、健康情報、病気と治療、
高齢化時代の医療と介護の役
立つトピックを分かりやすくお伝
えします。医師、研究者、専門記
者があなたの健康と長寿を支
えます。

感染症男性子ども

女性全身メンタル

認知症生活習慣病がん

◎2018年1月～12月平均

政治をもっとオープンでフェア
に――。
与野党国会議員や地方政治家
ら、キーマンたちの寄稿を通
して、私たちの生活に直結す
る政策の論点を浮き彫りにし
ます。読者コメントも募り、識者

「モデレーター」とともに開か
れた議論の場を提供します。

デ
ジ
タ
ル
毎
日

オンラインだけの

プレミア
コンテンツ
も充実

オンラインだけの

プレミア
コンテンツ
も充実
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2018年10月 デジタル新会社
「ＣＹＭＥＳ（サイムス）」を設立

CYMES（サイムス）は、毎日新聞社とスポーツニッポン新聞社が、最先端の
ICT技術を活用し、メディアビジネスやスポーツ関連ビジネスに取り組む
ため共同で設立した会社です。国内で最も歴史のあるメディアグループと
して蓄積されてきた多様なリソースに、人工知能（AI）やブロックチェーン
など最先端のデジタル技術を組み合わせて、新たな価値の創造を目指し
ます。

みんなの力で世界を１ミリでも動かそうーー
これまでの一方的な発信が主だったマスメディアの形では
なく、読者と情報を共有しながら社会問題について考え、解

決策を模索します。世の中のさま
ざまな社会課題の解決に向けて、
参加するすべての人と一緒に取り
組みます。

毎日新聞を楽しむためのアプリ
毎日ビューアー
毎日新聞と本社発行の定期刊行物を、紙面その
ままのレイアウトでご覧いただけるアプリです。

毎日新聞ニュース
タイムラインにフォローした連載や特集の新着
記事が追加され、お気に入りのコンテンツを見つ
けやすいニュースアプリです。 

オンラインで読める豊富なグローバルコンテンツ
The Mainichi（ザ・マイニチ）
は1922年4月、英語日刊紙と
してスタートし、新渡戸稲造が
監修を務めるなど日本を代表
する英文メディアとして親しま
れてきました。2001年からは
オンラインメディアとして、
日本のニュースや文化情報を
広く世界に発信しています。

米経済紙「ウォール・スト
リート・ジャーナル（WSJ）」
は1889年に創刊した米国
を代表する国際メディア。
デジタル毎日では、日本独

自のコンテンツも充実したWSJ日本版の全ての記事が読
めます。

その他デジタルコンテンツ

広告掲載をご検討の際は…

毎日新聞ボートマッチ「えらぼーと」 社会問題を考え、行動につなげる
「social action lab」選挙の立候補者が回答したアンケートと同

じ設問に答えることで、政党や立候補者の
政策に対する考え方がどれだけ一致してい
るかを、数値化して知ることができるサービ
スです。２００７年の参院選で日本のメディア
として初めて実施しました。学校の授業に使
われるなど、主権者教育の教材としても活
用されています。

【事業概要】
■メディア・プラットフォーム事業

AI、ブロックチェーンなど最新テクノロジーを活用したサイト
構築・運営

■スポーツ・マーケティング事業
国内、海外のスポーツ関連のマーケティング、プロモーション

■デジタル・ソリューション事業
コンテンツ管理やUIデザインを柱としたメディア系システムの
開発と販売

デジタル毎日を活用し、広告主様のニーズに合わせてカスタムしたネイティブ広告や動画、
ディスプレー広告などさまざまな広告展開をご提案しています。
詳しくは下記サイトをご覧ください。

Japan's National Daily Since 1922

デジタル毎日広告ガイド
https://mainichi.jp/advertising/
広告メニューや媒体資料・データ、掲載までの流れ、広告事例集などを
ご覧いただけます。
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イベントの開催日程は予定です。都合により変更になる場合があります。

事業カレンダー
スポーツ事業

月 スポーツ 芸術・文化事業 月

4月
◦全日本女子選抜ソフトテニス大会
◦毎日オープンテニス選手権（～5月）

◦日本陶芸展（～9月 隔年開催）
◦将棋名人戦七番勝負　第１局 4月

5月 ◦ 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
◦ 毎日テニス選手権（～8月）

◦囲碁本因坊戦七番勝負　第１局 5月

6月 ◦１００万人のキャンドルナイト 6月

7月

◦ 都市対抗野球大会
◦ 全国道場少年剣道大会

◦ 生きる～谷村新司コンサート
◦ 毎日書道展
◦ こども高野山夏季大学
◦ 全国将棋寺子屋合宿

7月

8月

◦ 全国高等学校野球選手権大会
　(夏の甲子園)
◦ 全国高等学校軟式野球選手権大会
◦ JAPAN CUP国際女子ソフトボール大会
◦ 全日本ジュニアテニス選手権
◦ 全日本クラブ野球選手権大会
◦ Cheers on ☆ stage（チアダンス公演）

◦全日本学生音楽コンクール（～10月）
◦ 日本音楽コンクール（～10月）
◦ 高野山夏季大学
◦ 全日本アマチュア本因坊決定戦 8月

9月 ◦全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
◦ジャカルタ絆駅伝

◦ UBEビエンナーレ 9月

10月 ◦ 全国学生相撲選手権大会
◦ 社会人野球日本選手権大会

◦ ファッションウィーク東京
◦ 豊洲防災EXPO 10月

11月

◦ 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
　(クイーンズ駅伝)

◦全国農業高校収穫祭
◦ 世界のお巡りさんコンサート 11月

12月

◦毎日甲子園ボウル
◦全国高等学校ラグビーフットボール大会
◦ 全国高等学校駅伝競走大会
◦ レディース剣道大会

◦  １００万人のキャンドルナイト
◦太鼓祭日本一決定戦
◦ みどりの絵コンクール
◦ 毎日農業記録賞中央表彰式

12月

1月

◦全日本実業団対抗駅伝競走大会
　(ニューイヤー駅伝)

◦ 将棋王将戦七番勝負　第１局
◦ 交通安全年間スローガン表彰式
◦  富士山書き初め
◦  生きる～若い命を支えるコンサート

1月

2月
◦ 別府大分毎日マラソン大会 ◦  毎日映画コンクール表彰式

◦  青少年読書感想文全国コンクール表彰式
◦ 読書感想画中央コンクール表彰式

2月

3月

◦ びわ湖毎日マラソン大会
◦ 選抜高等学校野球大会
　(春の甲子園、センバツ)
◦ 全国高等学校選抜ラグビーフットボール

大会

◦  日本絵本賞表彰式
◦  交通安全ポスターデザイン表彰式
◦ ファッションウィーク東京
◦  毎日希望奨学金チャリティコンサート
　「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」ほか

3月

社会人野球の頂点を決める、アマチュア野
球最高峰の大会として、全国の野球ファンか
ら注目を集める大会です。
1927（昭和2）年、神宮球場で始まり、後楽園
球場、東京ドームと歴史を刻み、今年90回
の節目を迎えます。
記念大会の今回は、前回初優勝を果たした
大阪市・大阪ガスが推薦出場するほか、300
チーム以上が参加する、全国の厳しい予選
を勝ち抜いた各地区の強豪チームの計36
チームが出場。優勝旗の黒獅子旗をかけて
真夏の東京ドームを舞台に、13日間の熱い
戦いを繰り広げます。

「大人の甲子園」ともいわれる本大会の激しいトーナメント戦には、企業だけでなく、地元
地域の応援団が多数駆けつけ、選手と一体となった全力応援で試合を盛り上げます。
毎大会、期間中、約50万人の観衆が東京ドームを埋め尽くす光景は、まさに最高峰
の名にふさわしい大会です。ぜひ会場でその雰囲気、感動を味わってみてください。

2019年7月13日(土)から7月25日(木)の
13日間、東京ドームで開催

第90回都市対抗野球大会

第89回都市対抗野球大会 初優勝を決め、
応援団と喜ぶ大阪市・大阪ガスの選手たち

全国高等学校
ラグビーフットボール大会

びわ湖毎日マラソン大会全日本実業団対抗駅伝競走
大会（ニューイヤー駅伝）

毎日甲子園ボウル 全国高等学校駅伝競走大会全日本実業団対抗女子駅伝
競走大会（クイーンズ駅伝）

黒鷲旗全日本男女選抜
バレーボール大会

選抜高等学校野球大会
（春の甲子園、センバツ）

毎日テニス選手権

JAPAN CUP 国際女子
ソフトボール大会

社会人野球日本選手権大会全国道場少年剣道大会

事
業
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月 スポーツ 芸術・文化事業 月

4月
◦全日本女子選抜ソフトテニス大会
◦毎日オープンテニス選手権（～5月）

◦日本陶芸展（～9月 隔年開催）
◦将棋名人戦七番勝負　第１局 4月

5月 ◦ 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
◦ 毎日テニス選手権（～8月）

◦囲碁本因坊戦七番勝負　第１局 5月

6月 ◦１００万人のキャンドルナイト 6月

7月

◦ 都市対抗野球大会
◦ 全国道場少年剣道大会

◦ 生きる～谷村新司コンサート
◦ 毎日書道展
◦ こども高野山夏季大学
◦ 全国将棋寺子屋合宿

7月

8月

◦ 全国高等学校野球選手権大会
　(夏の甲子園)
◦ 全国高等学校軟式野球選手権大会
◦ JAPAN CUP国際女子ソフトボール大会
◦ 全日本ジュニアテニス選手権
◦ 全日本クラブ野球選手権大会
◦ Cheers on ☆ stage（チアダンス公演）

◦全日本学生音楽コンクール（～10月）
◦ 日本音楽コンクール（～10月）
◦ 高野山夏季大学
◦ 全日本アマチュア本因坊決定戦 8月

9月 ◦全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
◦ジャカルタ絆駅伝

◦ UBEビエンナーレ 9月

10月 ◦ 全国学生相撲選手権大会
◦ 社会人野球日本選手権大会

◦ ファッションウィーク東京
◦ 豊洲防災EXPO 10月

11月

◦ 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
　(クイーンズ駅伝)

◦全国農業高校収穫祭
◦ 世界のお巡りさんコンサート 11月

12月

◦毎日甲子園ボウル
◦全国高等学校ラグビーフットボール大会
◦ 全国高等学校駅伝競走大会
◦ レディース剣道大会

◦  １００万人のキャンドルナイト
◦太鼓祭日本一決定戦
◦ みどりの絵コンクール
◦ 毎日農業記録賞中央表彰式

12月

1月

◦全日本実業団対抗駅伝競走大会
　(ニューイヤー駅伝)

◦ 将棋王将戦七番勝負　第１局
◦ 交通安全年間スローガン表彰式
◦  富士山書き初め
◦  生きる～若い命を支えるコンサート

1月

2月
◦ 別府大分毎日マラソン大会 ◦  毎日映画コンクール表彰式

◦  青少年読書感想文全国コンクール表彰式
◦ 読書感想画中央コンクール表彰式

2月

3月

◦ びわ湖毎日マラソン大会
◦ 選抜高等学校野球大会
　(春の甲子園、センバツ)
◦ 全国高等学校選抜ラグビーフットボール

大会

◦  日本絵本賞表彰式
◦  交通安全ポスターデザイン表彰式
◦ ファッションウィーク東京
◦  毎日希望奨学金チャリティコンサート
　「がんばろう日本！スーパーオーケストラ」ほか

3月

芸術・文化事業
「印象派への旅 海運王の夢 バレル・コレクション」展

産業革命期に英国随一の海港都市として栄えたスコットランド・グラスゴー出身の
ウィリアム・バレル（1861～1958）は、船舶の売買で大成功し「海運王」と称されまし
た。少年の頃から美術品に関心を持っていたバレルは、古今東西の絵画・工芸品の
収集に意欲を燃やしました。1944年、バレルはコレクションのうち何千点もの作品
をグラスゴー市に寄付し、それが美術館「バレル・コレクション」となりました。
本展では9,000点以上にも及ぶ同コレクションの中から、計80点の西洋近代絵画を
厳選し、紹介します。英国でしか見ることのできなかった海運王の世界屈指の夢の
コレクションをご堪能ください。
 

開催期間：2019年4月27日(土)～6月30日(日)　
会場：Bunkamura ザ･ミュージアム
主催：毎日新聞社、Bunkamura
後援：ブリティッシュ・カウンシル

フィンセント・ファン・ゴッホ《アレクサンダー・リードの肖像》
1887年、油彩・板、ケルヴィングローヴ美術博物館蔵
©CSG CIC Glasgow Museums Collection

エドガー・ドガ《リハーサル》
1874年頃、油彩・カンヴァス
©CSG CIC Glasgow Museums 
Collection

将棋名人戦 囲碁本因坊戦日本陶芸展

日本音楽コンクール毎日書道展

世界のお巡りさんコンサート 100万人のキャンドルナイト全日本学生音楽コンクール
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月 顕彰事業

4月
◦毎日広告デザイン賞・
　毎日デザイン賞表彰式
◦土門拳賞表彰式

5月

6月

7月

8月

9月

10月 ◦ 日韓国際環境賞表彰式
◦ 毎日社会福祉顕彰贈呈式

11月

◦アジア・太平洋賞表彰式
◦ 毎日出版文化賞贈呈式
◦ 毎日ファッション大賞表彰式
◦ 点字毎日文化賞表彰式

12月

◦ 毎日スポーツ人賞表彰式

1月
◦毎日芸術賞贈呈式

2月

◦  毎日地球未来賞 表彰式・受賞
記念講演会

3月

◦毎日経済人賞贈呈式

イベントの開催日程は予定です。都合により変更
になる場合があります。

事業カレンダー
顕彰事業

創刊１１０年を記念して１９８３年に創設。ファッションに携わる人々の優れ
た業績をたたえるとともに、新たな才能を発掘し、ファッション界のさらなる振興および文化
の育成に貢献してきました。過年度受賞者には、日本が世界に誇る才能あふれるデザイナー
たちが名を連ねています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （後援 経済産業省）

http://macs.mainichi.co.jp/fashion/

◇グランプリ　大谷翔平＝野球
◇ベストアスリート賞　大坂なおみ＝テニス
◇新人賞　北園丈琉＝体操、倉橋香衣＝車いすラグビー
◇文化賞　NPO法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ＝

総合型地域スポーツクラブ
◇功労賞　故・衣笠祥雄＝野球

2018年（第36回）大賞
 古田泰子氏 (TOGA)

2018年（第36回）表彰式での
新人賞・資生堂奨励賞　青木明子氏
（AKIKOAOKI）のファッションショー　

毎日ファッション大賞

「毎日スポーツ人賞」はすべてのアスリートとその活躍を支えるすべての人々を
たたえ、日本のスポーツ文化がより一層発展することを目的に1993年に創刊
120年事業として創設され、2018年で26回目を迎えました。 顕著な活躍を見
せた選手やチームをはじめ、ファンを熱狂させた魅力あるプレー、将来を有望視
される若い力をたたえ、表彰してきました。 

http://macs.mainichi.co.jp/sports/毎日スポーツ人賞

1931年にスタートし、新聞社として最も長
い歴史を持つ広告賞です（後援・経済産業
省）。広告主の課題に基づき作品を募集する

「一般公募・広告主課題の部」と、実際に掲
載された新聞広告を対象とする「広告主参
加作品の部」から成り、審査は国内トップのク
リエーターが行います。一般公募部門は、若
手デザイナーの登竜門としてデザイン界の
発展に貢献してきました。

http://macs.mainichi.co.jp/design/ad-m/
毎日広告デザイン賞

グラフィックやインテリア、クラフト、ファッ
ション、建築など、あらゆるデザイン活動で
年間を通じて優れた作品を制作、発表し、デ
ザイン界に大きく寄与した個人、グループ、
団体を顕彰します。1955年に「毎日産業デ
ザイン賞」として創設され、デザインの多様
化を背景に現在の名称に変えた後もわが国
のデザインの活性化とともに歩み続けてき
ました。

http://macs.mainichi.co.jp/design/m/
毎日デザイン賞

２０１８年度　受賞者

土門拳賞 毎日社会福祉顕彰

毎日芸術賞 毎日地球未来賞

事
業
カ
レ
ン
ダ
ー（
顕
彰
）

アジア・太平洋賞

毎日出版文化賞



会 社 名 •株式会社 毎日新聞社
THE MAINICHI NEWSPAPERS

事業内容 •  日刊新聞の発行、雑誌や書籍の発行、メディア事業、
スポーツや文化事業の企画開催、その他各種の事業

創　　刊 • 1872年（明治5年）2月21日

代 表 者 •代表取締役社長　丸山昌宏

従業員数 •約2600人

通 信 網 •総・支局９９、通信部・駐在２６7、海外機関２4

印刷拠点 • 14工場

毎日新聞大阪本社毎日新聞東京本社
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名古屋

札幌

福岡南（大野城）

福岡西（糸島）

総支局

主なグループ会社／団体・友好会社

新聞・放送・メディア
▪㈱スポーツニッポン新聞社
▪毎日新聞出版㈱
▪㈱下野新聞社
▪㈱福島民報社
▪㈱毎日映画社
▪㈱ラジオ福島
▪㈱毎日新聞ネット
▪㈱毎日教育総合研究所
▪㈱内外切抜通信社
▪㈱スポニチクリエイツ
▪㈱CYMES

印　刷
▪東日印刷㈱
▪㈱高速オフセット
▪㈱東日オフセット
▪㈱毎日新聞首都圏センター
▪㈱毎日新聞北関東コア
▪㈱毎日新聞中四国印刷
▪㈱毎日新聞九州センター
▪㈱毎日新聞北海道センター
▪㈱毎日新聞大阪センター

ビル営業・管理
▪㈱毎日ビルディング
▪堂島アバンザ管理㈱

販　売
▪㈱東都春陽堂
▪㈱近販

 販売支援
▪毎日販売協栄㈱
▪毎日新聞大阪開発㈱
▪㈱大毎協栄
▪毎日新聞中部販売普及㈱
▪毎日新聞名古屋開発㈱ 

 販売会社
▪㈱福島新聞販売センター
▪㈱毎日民報販売センター
▪㈱毎日仙台センター
▪毎日新聞堂島販売㈱
▪毎日新聞北大阪販売㈱
▪毎日新聞南大阪販売㈱
▪毎日新聞大阪中央販売㈱
▪毎日新聞福岡販売㈱
▪㈱毎日札幌センター

会
社
概
要

折込広告
▪毎日折込㈱
▪㈱ケンオリ
▪㈱新広社
▪㈱毎日メディアサービス

広　告
▪㈱毎日広告社
▪㈱毎日エージェンシー
▪㈱毎日企画サービス
▪大毎広告㈱
▪㈱西部毎日広告社
▪㈱スポニチパートナー
▪㈱スポニチプライム
▪㈱毎日アドビジネス

新聞輸送・物流
▪㈱毎日新聞名古屋センター
▪㈱SN・毎日物流センター

本支社業務支援
▪㈱毎日新聞西部アシスト
▪㈱北海道毎日サービス

その他 

▪㈱毎栄
▪㈱エスティ・トーニチ
▪日本新聞インキ㈱
▪㈱毎日文化センター（大阪）
▪㈱毎日文化センター（中部）
▪㈱トライ
▪㈱学びUPコミュニケーションズ
▪㈱毎日みらい創造ラボ

グループ団体

▪毎日信用組合
▪アジア調査会
▪毎日書道会
▪認知症予防財団
▪毎日新聞東京社会事業団
▪毎日新聞大阪社会事業団
▪毎日新聞西部社会事業団
▪総合デザイナー協会

友好会社・団体

▪㈱東京放送ホールディングス（TBSHD)
▪㈱MBSメディアホールディングス
▪㈱RKB毎日ホールディングス
▪㈱マイナビ
▪東京ヘレン・ケラー協会
▪日本ヘレンケラー財団
▪日本報道写真連盟

会社概要

サンパウロ

ニューヨーク

ヨハネスブルク

ロサンゼルス

カイロ

パリ

ブリュッセル
ベルリン
モスクワ

ヤンゴン

ニューデリー

テヘラン

エルサレム

ローマ
ウィーン

国内外の
取材網
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毎日新聞NOW 
MEDIA DATA BOOK 201９

発行／毎日新聞社　201９.4 ©

※本冊子の無断転載・二次利用を禁じます。
※表・グラフの数値は、四捨五入の関係各回答項目の比率を合計
しても100％にならない場合があります。

MAINICHI
NOW

MEDIA DATA BOOK 2019MEDIA DATA BOOK 2019

I ND EX

〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5
　　　　　　 ☎06-6345-1551（代表）

〒802-8651 北九州市小倉北区紺屋町13-1
　　　　　　 ☎093-541-3131（代表）

〒450-8651 名古屋市中村区名駅4-7-1
　　　　　　 ☎052-527-8000（代表）

東京本社
第一営業本部
第二営業本部
ビジネス開発本部
事業本部 
大阪本社
大阪営業本部
大阪事業本部

西部本社
西部営業本部
西部事業部

中部本社　
中部営業部

北海道支社
北海道営業部 〒060-8643 札幌市中央区北四条西6-1

　　　　　　 ☎0570-064-988（代表）

営業総本部

メディアデータや各種媒体資料・企画書、近年の
新しい取り組みなど、本冊子で紹介できなかった
情報も盛りだくさんです。ぜひご活用ください。

営業総本部ポータルサイト
MACSのご案内

毎日新聞　MACS
https://macs.mainichi.co.jp/

2 ………………… 毎日新聞社について
6 ……………………… 近年の取り組み
18 ……………… 新聞データ・広告事例
28 ………………………… 出版・刊行物
30 ………………………… デジタル毎日
32 ……………………… 事業カレンダー
35 ……………………………… 会社概要

〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
　　　　　　 ☎03-3212-0321（代表）




