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毎日広告デザイン賞は、1931（昭和６）年に「芸術の街頭躍進、美術と
産業の融合」をスローガンに掲げ、商業美術振興運動の一事業として産
声をあげました。新聞社が主催する広告賞のなかでも最も長い歴史を誇り
ます。

また、1958（昭和33）年の第26回から、実際に新聞に掲載された広告を
作品として審査する「広告主参加作品の部」を設け、今に続いています。

審査の過程では、審査員の方々から「毎日広告デザイン賞の特徴は、単
なる『広告』の賞ではなく、『広告デザイン』の賞だ」とたびたび語られるこ
とがあります。毎日新聞ならではの顕彰に期待を寄せられている証です。
私たちはこの言葉を胸に刻み、今年度も賞を運営していきます。

昨年度は、一般公募・広告主課題の部において、1,066点の応募があり
ました。広告制作にたずさわるプロの方だけではなく、最近では学生からの
応募が増え、賞として活況を呈しています。これもひとえに広告主の皆さま
のご理解とご協力の賜物といえます。引き続き新聞広告のすばらしさをよ
り多くの方に知っていただくために、お力添えいただければ幸いです。

本年度も奮ってご参加いただけますようよろしくお願い申し上げます。
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ごあいさつ

第89回毎日広告デザイン賞
主催 ： 毎日新聞社
後援 ： 経済産業省
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毎日広告デザイン賞では、広告主の皆様に次の２つのことをお願いしています。

①「課題」を提出してください。

学生・専門学校生や若手クリエーターが、貴社から提出された「課題」
に基づいて、「広告」を制作します。

→ ４ページ→ ４ページ

②毎日新聞に掲載した広告を「作品」としてエントリーしてください。

毎日新聞に2021年1月1日から12月31日の間に掲載した貴社の広告を、
「参加作品」としてエントリーしてください。点数制限はありません。

→ ６ページ→ ６ページ

２つのお願いがあります。



一般公募・広告主課題の部

貴社から出された「課題」に基づき、クリエーターが「広告」を制作します。
これを募集し、審査するのが「一般公募・広告主課題の部」です。
新商品やサービスはもちろん、これまでに新聞広告などで紹介した実績がある商品でも、十分課題の
対象になります。「新しいアイデアを見てみたい」「ちがったクリエーティブならどうなる」といった観点も
含めて、クリエーターの創作意欲を刺激する「課題」を選んでください。

例えば、
特定の商品、サービスに関する新しいアイデアを見てみたい、
ということであれば、
それをそのまま「課題」としてください。

もっと広く、自由な発想を求めたい、
ということであれば、
｢自由課題」や「企業広告」
としていただいても結構です。

若手クリエーターが「課題」に挑戦します。｢広告主課題の部」から新しいクリエーティブが生まれます。
広告デザイン界を活性化させるためにも是非とも｢課題」の提出にご協力ください。

①「課題」を提出してください。
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昨年度の受賞作品

第88回〈最高賞〉
30段カラー2点シリーズ

CD、C＝中村洋平
CD、AD、D、I＝楠 陽子

◎貴社商品、サービスやキャンペーンフレーズ、または企業広告など、◎貴社商品、サービスやキャンペーンフレーズ、または企業広告など、
　一般から募集する課題を指定用紙にご記入の上お申し込みください。　一般から募集する課題を指定用紙にご記入の上お申し込みください。

※貴社から出された課題に基づき、未発表の広告作品を一般から募集します。
※課題は、できるかぎり簡潔に設定してください。募集作品の制作にあたっての「基本コンセプト」「訴求対象」など
　で補足説明をお願いいたします。一般応募者の取り組みやすさにご配慮ください。
※課題点数は何点でも構いません。
※いただいた課題は毎日新聞紙上（10月下旬予定）および毎日広告デザイン賞ウェブサイト上（課題ご提出次第順次）にて
　掲載します。ウェブサイト上では「貴社名」「貴社ウェブサイトアドレス」「課題」「課題説明（基本コンセプト、訴求
　対象ほか）」「課題作品制作用の素材の有無」が掲載されます。
※毎日広告デザイン賞ウェブサイト　https://macs.mainichi.co.jp/design/

【賞】 最高賞／１点……経済産業大臣賞状・トロフィー・賞金100万円、 優秀賞／３点……トロフィー・賞金30万円
　　 奨励賞／３点……トロフィー・賞金10万円、 学生賞／若干……トロフィー・賞金10万円

【課題作品制作用の素材（ロゴマーク・商品写真など）のご提供について】
　貴社の課題への取り組みを促進するためにも、素材として下記仕様に沿ったデジタルデータをご用意ください。
　　①商品写真／jpgデータ　　　　②社名等ロゴ／aiデータ、epsデータ（アウトライン処理したもの）
　　※①②ともカラー（CMYK）のデータをご提供ください  →  DVD、CD-R、USBメモリなどのストレージまたは
　　　E-mail（m-design@mainichi-ks.co.jp）でお送りください。（メール送付に際しては事前に毎日新聞社営業担当までご一報ください）

※作品の取扱いについて
　・ 入賞作品の著作権は毎日新聞社に帰属します。毎日新聞のほかウェブサイト、入賞作品集など毎日新聞社が管理発行する媒体、本賞を取り上げ
　　る他媒体で紹介します。
　・ 審査終了から入賞発表までの間に、ウェブサイトで「入賞候補作品」として「入賞」以外の作品を掲載することがあります。
　・ 応募作品は参加広告主からご要請があれば審査終了後に開示いたします。 さらに作品を実際に新聞広告として掲載する場合は応募者へ毎日新
　　聞社から確認します。貴社の社内報、ニュースリリース、自社サイトに作品掲載を希望される際は、必ず毎日新聞社営業担当までご連絡ください。

【課題ご提出締め切り】

　　2021年9月24日2021年9月24日  （金）（金）

この作品は牛乳石鹸共進社
「企業広告」という課題に対して制作されました。

課題提出方法
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昨年度の受賞作品

広告主参加作品の部

毎日新聞に掲載された貴社の新聞広告を「作品」として、「広告主参加作品の部」にエントリーしてく
ださい。モノクロ・カラー、スペースを問いません。シリーズ、変形、小型広告なども受け付けます。

◎2021年１月１日から12月31日までに、毎日新聞に掲載された貴社広告に受付原票を添え◎2021年１月１日から12月31日までに、毎日新聞に掲載された貴社広告に受付原票を添え
てご提出ください。シリーズ広告は１点と数えます。エントリー点数に制限はありません。てご提出ください。シリーズ広告は１点と数えます。エントリー点数に制限はありません。
　　　　※シリーズ広告はまとめてエントリーしてください。

【部門】 　（１）食品
　　 　　（３）出版・映画・興行・放送
　　 　　（５）情報通信・精密・電機・事務機
　　 　　（７）住宅・不動産・金融保険

【賞】　最高賞／１点……毎日新聞社賞状・トロフィー・賞金100万円、 優秀賞／3点……トロフィー・賞金30万円
　　　毎日新聞社特別賞／1点…………トロフィー・賞金30万円、 部門賞／計8点……トロフィー・賞金10万円
　　　準部門賞／計8点……トロフィー、賞金５万円、 企画賞／若干………トロフィー、賞金10万円

　　　　※企画賞は「マルチ」「変形」「小型」「特殊」など、新聞の使い方が優れていると認められた作品に贈られます。
　　　　※「毎日新聞社特別賞」は、毎日新聞社が推薦し、審査員の承認を得て選ばれます。
　　　　※入賞作品は毎日新聞紙面、毎日新聞デジタルのほか、本賞ウェブサイト、入賞作品集、本賞を取り上げる他媒体などで紹介する予定です。
　　　　※入賞通知後、作品の入稿データをご用意いただきます（epsまたはpdf）。

【作品ご提出締め切り】

　　随時受け付けます。　　随時受け付けます。
　　最終締め切りは、2022年１月11日（火）。　　最終締め切りは、2022年１月11日（火）。

（２）薬品・家庭用品
（４）自動車・産業
（６）旅行・運輸・流通・サービス
（８）官公庁・団体・教育

エントリー方法
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第88回〈最高賞〉
学校法人近畿大学

「学園ブランド広告／近大の輪
いけす

です。」
15段カラー

CD、AD＝高橋俊臣、AD＝大松敬和
C＝重泉祐也、D＝苅田哲平
D＝小河裕樹、P＝別所隆弘

AcPr＝中原弘二、C＝世耕石弘
C＝加藤公代

② 毎日新聞に掲載した広告を
 　「作品」としてエントリーしてください。



年間スケジュール

コピーライター

アートディレクター

アートディレクター

グラフィックデザイナー

グラフィックデザイナー

建築家

一 倉  　 宏
葛 西  　 薫
永 井  一 史
中 村  至 男
原 　  研 哉
堀 部  安 嗣
毎日新聞社社内審査員

浅 葉  克 己
大 貫  卓 也
操 上  和 美
仲 畑  貴 志
服 部  一 成
森 本  千 絵

アートディレクター

アートディレクター

写真家

コピーライター

アートディレクター

アートディレクター

第89回毎日広告デザイン賞 審査員
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９月 24日：課題提出締切

１月 11日：募集締切 １月 11日：エントリー最終締切

（敬称略）

告知開始

作品受付開始
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昨年度の課題一覧

課題をまとめて新聞紙上に掲載します。



一般公募用の貴社広告の制作課題について下欄ご記入ください（入賞発表時などに使用いたします）

貴社名
「株式会社」などを含む正式表記

「株式会社」などを省略した表記

課題

　　　　　　　　　商品点数は何点でも構いません。／商品名、サービス名、キャンペーン名を簡潔に。

基本コンセプト

上記課題を制作するにあたって、貴社からの希望やねらい、注意すべき点など。

訴求対象

上記課題広告の訴求対象として、年齢層や性別など希望があればご記入ください。未記入の場合は「一般」とさせていただきます。

作品のスペース

その他

ホームページURL
(商品・企業紹介)

ロゴマーク・商品写真
など制作用素材を

ご提供ください
※ご提供いただく素材はカラー（4c）データでお願いいたします

事務局より課題や素材に関するお問い合わせ先

貴社名

ご担当部署名

ご担当者氏名

電話番号

ファックス番号

メールアドレス
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※この指定用紙は毎日広告デザイン賞HPからダウンロードできます。 https://macs.mainichi.co.jp/design/

課題指定用紙

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　②　企業広告　／　③　自由

①　　　　　　　　点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　②　無
うちわけ

①　自  由　　／　②　　　　　　段　　／　　③　その他
全

半



昨年度の毎日広告デザイン賞発表紙面

「一般公募・広告主課題の部」「広告主参加作品の部」とも新聞紙上で受賞作を発表します。
（2021 年６月 30 日付朝刊）
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（ 

切
り
取
る
か
コ
ピ
ー
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い 

）

広告主名

※正式名称でご記入ください

掲載内容

商品名

キャッチ
コピー

単　独

・

シリーズ

1 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

2 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

3 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

4 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

5 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

6 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

7 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

8 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

9 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

10 2021 年　　　月　　　日付 ・東京  ・西部  ・北海道
・大阪  ・中部　  ・全国

朝刊
夕刊 　　　　段

カラー
モノクロ

備考

※本票は入賞の際、入賞作品集などへ掲載するための大切なデータとなります。正確に記入してください。

扱い広告会社

社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

主体となった
制作会社

社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

本票
記入者

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名・所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

■1点につき1枚ずつご提出ください／シリーズは1点と数えます／最終提出締め切り日＝2022年1月11日（火）

広告主参加作品の部

受付原票〈作品添付用〉

受付
番号



課題の提出、広告のエントリーは

毎日広告デザイン賞に関するお問い合わせは

営業総本部　東京営業本部　　03-3212-0321
　　　　　　大阪営業本部　　06-6345-1551
　　　　　　西部営業本部　　093-541-3131
　　　　　　中部営業部　　　052-564-1402
　　　　　　北海道営業部　　0570-064-988

毎日新聞社東京営業本部 企画業務部
　　　　　　　　　　　　　　03-3212-0850
毎日企画サービス　　　　　　03-6265-6807

https://macs.mainichi.co.jp/design/


