2015年（第14回）全国社内報企画コンペティション 入賞作品一覧
社内報や広報誌の企画をご応募いただき、優秀な企画を表彰する「全国社内誌企画コンペティション」（主催：ナナ総合コミュニケーション研究所）。今年も全国から総数
523企画が集まり、厳正な審査を行った結果、入賞企画が決定いたしました。その内容をご紹介いたします。

■特集・単発企画部門 ８ページ以上 企画部門 （応募企画数96企画）
ゴールド企画賞（18企画）
順位
企画名
1 中途入社社員という、もう一つのダイバーシティ キャリアをチカラに。
1 特集：「自ら考え、挑み続ける人」増えてます。
1 輝ける旬の女性たち
4 「メイテックエンジニアの働き方」をなんという？
4 連載を書く
6 特集：覗いてみました、ノムラのグローバル・マーケッツ
■2014年12月号 特集究極のエコカー燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」誕生」
7
■2015年3月号 特集燃料電池自動車「ＭＩＲＡＩ」第2弾水素社会の実現に向けて
7 特集 トヨタの競争力の源泉 「技能」を高めよう！伝えよう！
7 特集Ⅰ長期戦略・中期事業計画
7 進化する働き方
7 台湾 鹿島の伝統とブランドが息づく地
7 自然災害と鹿島～阪神・淡路大震災から20年～
13 創業60周年記念特集
13 TOSHIBA in ASEAN 多様性の中で力強く成長する市場とともに
13 みんなのキャリア
13 北米拠点最前線を行く
13 明日への期待 DreamLabo
13 ACTしていますか？

会社名
株式会社ワコールホールディングス
野村ホールディングス株式会社
鹿島建設株式会社
株式会社 メイテック
朝日新聞社
野村ホールディングス株式会社

誌名
『知己』
『社友』
月報KAJIMA
季刊誌 SYORYU
エー・ダッシュ
『社友』

トヨタ自動車株式会社

TOYOTAクリエイション

トヨタ自動車株式会社
西武鉄道株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社東芝
株式会社VSN
豊田合成株式会社
キヤノン株式会社
株式会社日立ハイテクフィールディング

TOYOTAクリエイション
社内報「せいぶ」
こちらのレジで
月報KAJIMA
月報KAJIMA
グループ報「なごみ」
TOSHIBA LIFE
＋YOU
TG TIMES
キヤノンライフ
『IN FIELD（イン フィールド）』（紙版）

会社名
ＴＯＴＯ株式会社
株式会社シーエックスカーゴ
アルプス電気株式会社
東京急行電鉄株式会社
株式会社 ＩＨＩ
グリー株式会社
株式会社長谷工コーポレーション
株式会社ワークスアプリケーションズ
株式会社 リクルートキャリア
株式会社リクルートホールディングス
参天製薬株式会社
株式会社リクルートホールディングス
豊田合成株式会社
株式会社 メイテック
アルプス電気株式会社
キヤノン株式会社
朝日新聞社
鹿島建設株式会社
濱田重工株式会社
株式会社 リクルートキャリア
朝日新聞社
豊田通商株式会社
鹿島建設株式会社

誌名
グループ報「陶友」
Smile
グループ報「アルプス」
清和
あい・えいち・あい
ジーマガ
SHIN
COMPANISTA
はたらぼ
『月刊かもめ』
「ビ・ザ・ビ」
『月刊かもめ』
TG TIMES
SYORYU
グループ報「アルプス」
キヤノンライフ
エー・ダッシュ
月報KAJIMA
はまゆう
はたらぼ
エー・ダッシュ
Toyotsu News
月報KAJIMA

会社名
株式会社 メイテック
矢崎総業株式会社
象印マホービン株式会社
セイコーエプソン株式会社
株式会社Mizkan Holdings
日本発条株式会社
三菱重工業株式会社
株式会社VSN
株式会社 ＩＨＩ
朝日新聞社
東京地下鉄株式会社
濱田重工株式会社
株式会社Mizkan Holdings
株式会社カネカ
独立行政法人都市再生機構
株式会社 ＩＨＩ
キヤノン株式会社
株式会社ワークスアプリケーションズ
ホクレン農業協同組合連合会
三菱重工業株式会社
東京急行電鉄株式会社
株式会社アデランス
株式会社ダイエー
株式会社ダイエー
東京地下鉄株式会社

誌名
SYORYU
矢崎ニュース
ＩＮＴＥＲ ＬＩＮＫ（インターリンク）
Epson Group Journal Harmony
WIZ
ニッパツai
Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｃｈ
＋YOU
あい・えいち・あい
エー・ダッシュ
東京メトログループ情報誌めとろはーと
はまゆう
WIZ
カネカニュース
まち・ルネッサンス
あい・えいち・あい
キヤノンライフ
COMPANISTA
ほくれん四季
Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｃｈ
清和
絆（きずな）
「ｄａｉ好き」
「ｄａｉ好き」
東京メトログループ情報誌めとろはーと

シルバー企画賞（23企画）
順位
企画名
19 今、誰のために、どう備えるか。～進化するTOTOグループの防災体制～
19 巻頭特集「笑顔」×「感謝」ようこそ感謝祭へ！
19 巻頭特集 アルプス博士とアルペン君が行く ALPS SHOW 2014
19 スタートから３年、着実に歩みを進めるベトナム・ビンズン省新都市の開発
19 斎藤社長×外国籍従業員 座談会
19 10th Anniversary Special Feature「History of GREE」2004-2014 ARCHIVES
25 ついに発見！新大陸newborn HASEKOの巻 ～新中期経営計画「newborn HASEKO」徹底解説～
25 HUE特集
25 ｷｬﾘｱｶﾝﾊﾟﾆｰの心に沁みる８つの話
25 顧客接点力を問う リクルートグループ営業白書2014
25 アジアNo.1に向けた歩み
30 リクルートの社会的価値（後編）期待の声への９つの挑戦
30 クルマの安全技術 交通事故の被害者を限りなくゼロへ
32 ベストパートナーについて考える （上）お客さまの声に何を見るか（下）お客さまにとっての「ベストパートナー」とは
32 巻頭特集アルプス史への招待
32 2050年の世界
32 信頼される新聞をめざして
32 3環状道路 〜東京そして首都圏が変わる〜
37 教える方も教えられる方も成長
37 期待ってなんだろう？
37 東日本大震災から３年
37 巻頭特集 破殻・共創で拓く
37 せとうちアート建設ツーリズム

奨励賞（25企画）
順位
企画名
42 エンジニア人生を聞こう、話そう
42 GOOD JOB
42 特集『変わる！象印のCS～次も象印を選んでいただくために～』
42 特集人々の暮らしを守るためにエプソンが提供する安心・安全
46 北米事業の今を探る～なぜブランド事業に注力するのか～
46 激論！熱きものづくりの心－懸架ばね編
46 きのうの自分を超えていく～社員が語る“超えてきた”エピソード～
46 じぶんブランド
46 国内・海外のご当地イチオシ情報と、Ｈｉｎｔ！に番外編
46 私を作った本
46 特集「みんなのめとは」
53 同じ日本でもこんなに違う？社員の出身地・体験談を聞きました
53 「日本＋アジア」で取り組む米飯品質向上
53 ホンネを語ろう！～上司と部下、それぞれの思いとは？～
53 東日本大震災から４年 人と人がつながる復興へ
53 ＩＨＩ Ｗｏｍａｎ
53 仕事がすすむ会話力
59 WAP Global Now
59 子どもが見たホクレン 子ども参観日
59 変わらねば、三菱重工。
59 拡大版特別企画「HAPPY NEW YEAR」－みなさんの「●●」聞かせてくださ～い―
59 特集「アデランスのプロ論」
59 新生ダイエー１周年企画「商品編」「売場編」「従業員・風土編」
59 「成長エンジンとなる新たな業態開発に向けて」
59 特集「東京メトロファンのつくり方」

■特集・単発企画部門 1～7ページ以下 企画部門 （応募企画数185企画）
ゴールド企画賞（7企画）
順位
企画名
1 『カルピス』がもっと好きになる！乳酸菌教室
1 優秀社員に学ぶ！ 接客の「一工夫」。
3 残念な社員になっていませんか？
4 妄想座談会「2025年はこうありたい」10年後の働き方と会社のぶっちゃけトーク！
4 竹鶴政孝の夢と情熱
4 働き女子の仕事術
4 技能五輪あいち大会

会社名
アサヒグループホールディングス株式会社
佐川急便株式会社（HIKYAKU）
日本ガイシ株式会社
株式会社 リクルートキャリア
アサヒグループホールディングス株式会社
凸版印刷株式会社
株式会社豊田自動織機

誌名
CIRCLE
HIKYAKU
MiZUHO（みずほ）
はたらぼ
HOP！
CONVEX
豊田自動織機社内報カレント

会社名
日産車体株式会社
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
ポラス株式会社
日本ガイシ株式会社
佐川急便株式会社（HIKYAKU）
グリー株式会社
株式会社長谷工コーポレーション
株式会社 商船三井
リンテック株式会社
リンテック株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
佐川急便株式会社（HIKYAKU）
ＴＯＴＯ株式会社
小島プレス工業株式会社
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
三菱UFJニコス株式会社
株式会社ファンケル
日本ガイシ株式会社
株式会社 丸井グループ
東京急行電鉄株式会社
洛和会ヘルスケアシステム
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社

誌名
PolePole
あゆみ
あゆみ
あゆみ
まいんど
MiZUHO（みずほ）
HIKYAKU
ジーマガ
SHIN
うなばら
コミュニケーションマガジンL I N T E C
コミュニケーションマガジンL I N T E C
みんなのＤＩＳ
みんなのＤＩＳ
HIKYAKU
グループ報「陶友」
こじま
あゆみ
奏
はぁもにぃ
MiZUHO（みずほ）
グループ報 まるごと
清和
ings（イングス）
大阪ガスグループ広報誌「がす燈」
大阪ガスグループ広報誌「がす燈」

会社名
グローリー株式会社
日産車体株式会社
小島プレス工業株式会社
西武鉄道株式会社
日本ガイシ株式会社
カルビー株式会社
リコー株式会社
グローリー株式会社
株式会社日立システムズ
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
株式会社ファンケル
象印マホービン株式会社
洛和会ヘルスケアシステム
株式会社ウィル
大阪ガス株式会社
日本製粉株式会社
株式会社高速
濱田重工株式会社
三井造船株式会社
株式会社ファミリー
アイシン・エイ・ダブリュ株式会社
東武鉄道株式会社
西武鉄道株式会社
株式会社 荏原製作所
株式会社ビジョン
株式会社クラウン・パッケージ
株式会社アートネイチャー
アサヒグループホールディングス株式会社
オムロン ヘルスケア株式会社
大日本住友製薬株式会社

誌名
EIKOH
PolePole
こじま
社内報「せいぶ」
MiZUHO（みずほ）
LOOPplus
グループ広報誌 R‘ing No373
EIKOH
SORA(ソラ)
あゆみ
あゆみ
はぁもにぃ
ＩＮＴＥＲ ＬＩＮＫ（インターリンク）
ings（イングス）
モーレツWILLs！
大阪ガスグループ広報誌「がす燈」
ニップンニュース
夢とロマン
はまゆう
MESほっと
LOTTE
あゆみ
TOBUGROUP
社内報「せいぶ」
グループ報 荏原だより
VISION通信
CROWN
Heart Nature（ハートネイチャー）
HOP！
Soleil（ソレイユ）
グリーン・プリズム

シルバー企画賞（26企画）
順位
企画名
8 日産車体九州ベンチマーク活動 未来への扉を開こう
9 AW MOTOR SPORTS REPORT 2014 WEC FIA世界耐久選手権
10 海外赴任 行ってみたらこんな○○だった！
10 若き匠たちがものづくりの技を競う技能五輪
10 難関資格に挑戦中！
10 世界に通じるグローバル企業へ
10 あらためて胸に刻む「飛脚の精神（こころ）」伝えたいこと、受け継ぎたいこと
10 創刊特別企画 グリーのゲームができるまで SUGOROKU
16 長谷工らしいおもてなしとは？～長谷工流のB to Cを考える
16 創業１３０周年記念対談 名誉船長・画家柳原良平×武藤光一社長
16 特集：中期経営計画「LIP-2016」革新的新製品の創出を視野に研究開発の今、そして明日を語ろう
16 新春特集未(ひつじ)年のみんな集まれ！
16 DIS社員リレー！あの人の尊敬するところ
16 あの赤ちゃんはいま！
16 取り返しのつかない事故で後悔しないために今、「安全」を見つめ直す
23 ユニットバス50周年 半世紀の成長を支えたもの
23 全員が達成！ リードタイム短縮『手短』な仕事へ
23 トップ×若手社員 新春座談会 本音で語る、AWの今とこれから
23 巻頭特集 躍動！Dynamismを探して！～仕事の醍醐味、共感までの道程～
23 私たちの社会貢献活動 －おもてなしの積み重ねが企業の力に－
23 コレで大丈夫！忙しい時期を乗り切る私の秘訣
23 2015年は、こんな年！
23 東急電鉄職場コレクション
23 飛び出せ☆２年生 社会人一年目を振り返って
23 目指せＯＧＧの星
23 阪神・淡路大震災２０年 震災の経験を語り継ぐ－

奨励賞（31企画）
順位
企画名
34 第1回 グローリー検定
34 世界と戦う湘南の現場力 GK活動
34 FCV MIRAIが誕生 夢を現実に未来を開拓
34 ついに全区間の高架化が完了！ 池袋線連続立体交差事業の軌跡を追う！
34 ENJOY！ ものづくりゲンバの異文化コミュニケーション
34 3.11あの日を忘れない「防災対策」していますか？
34 Special Feature（特集） 新生リコージャパン、始動！
41 年頭挨拶2015
41 特集 「強いチームを築こう！」
41 春の交通安全スクール開講！
41 AW Next Age 次の時代を担う若手社員
41 マンガで見る新人事制度始動
41 『紹介します！私の隣の料理人』
41 ビフォーアフター写真館拡大版 あの頃も今も輝き続ける☆キラリと光る高校球児特集
41 巻頭特集 阪大・神大合格専門塾 志信館、始動。
41 都市ガス事業の基盤強化
41 NIPPN商品で作ってみました！オリジナルレシピ大公開
41 今、はじめてひらかれる手紙 ありがとう届きました
52 単身赴任・長期出張どう過ごした？ 離れていても前向きに！
52 特集 上手につかおうコミュニケーションツール
52 ロッテリア「ふるポテ（小梅風味）」発売記念 小梅女子新春座談会
52 SLIM活動のススメ コミュニケーション引き出せていますか？
52 特集 モチベーションUP! 職場を明るくする方法
52 特集 知りたい！お父さん、お母さんの会社・職場 お仕事拝見２０１４
52 PUMP、STEP、JUMP！頑張る一般職の皆さん編
52 働く女性特集 第一弾Visionは働く女性を応援します
52 海外パッケージあれこれ
52 特集！ワーク・ライフ・バランス 私らしく働き、私らしく生きる！
52 今こそ、日本を元気に！「全国のアサヒファンを増やせ」大作戦！
52 社長からの特別メッセージ
52 特集「新たな分野への挑戦」～患者さんが待ち望む新薬を～

■連載・常設部門 （応募企画数141企画）
ゴールド企画賞（10企画）
順位
企画名
1 Side Story ～新商品紹介～
1 MVP特集
3 ナゼナニ？！ 解消講座 ～気付かぬ間に･･･それもパワハラ？～
3 働くきもち
3 i-word 「i」ishikawa社長の言葉が「i]わたしの言葉になる
6 「社外に学ぶ」／OPEN YOUR EYES
7 ありがとうの詩
7 ロングセラーの裏側
7 お世話になっております。
10 WakuWaku通信

会社名
株式会社ワコールホールディングス
株式会社ウィル
株式会社カネカ
株式会社 リクルートキャリア
株式会社クロスカンパニー
参天製薬株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
カルビー株式会社
セイコーエプソン株式会社
佐川急便株式会社（Waku-Waku）

誌名
『知己』
モーレツWILLs！
カネカニュース
はたらぼ
CROSS STYLE
「ビ・ザ・ビ」
こちらのレジで
LOOPplus
Epson Group Journal Harmony
Waku-Waku

会社名
大和ハウス工業株式会社
グリー株式会社
カルビー株式会社
野村ホールディングス株式会社
株式会社 メイテック
株式会社ノティオ
株式会社ワコールホールディングス
株式会社 リクルートキャリア
株式会社ウィル
株式会社日立ハイテクフィールディング
株式会社豊田自動織機
日産車体株式会社
大和リース株式会社
株式会社東芝
野村ホールディングス株式会社
アサヒグループホールディングス株式会社

誌名
グループ報「なごみ」
ジーマガ
LOOPplus
『社友』
SYORYU
WOW
『知己』
はたらぼ
モーレツWILLs！
『IN FIELD（イン フィールド）』（紙版）
豊田自動織機社内報カレント
PolePole
社内報あゆみ
TOSHIBA LIFE
『社友』
CIRCLE

シルバー企画賞（18企画）
順位
企画名
11 D’s WORLD PＲESS
11 The Number is
13 私の流儀
13 広報部長の企業訪問
15 MEITECだよ！！ ○○さん集合！！
15 広告について学ぶ
15 Future Frontier
15 社会のためにできること
15 知ってる？パブリック・リレーションズ
15 （ウソつかない！）数字でみるHFD
15 一隅ヲ照ラス
22 （社長・常務）さんの雑記帖
22 トップメッセージ
22 てくのろじぃ解体新書
22 支店紹介
22 事業場発見伝
22 ものづくりの現場力
22 拝啓 若者たちへ

セイコーエプソン株式会社

Epson Group Journal Harmony

凸版印刷株式会社

CONVEX

会社名
日産車体株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社ファンケル
株式会社 荏原製作所
ヒダ株式会社
株式会社アートネイチャー
株式会社東芝
リコー株式会社
株式会社毛髪クリニックリーブ２１
ポラス株式会社
株式会社 商船三井
アサヒグループホールディングス株式会社
DACグループ
中外製薬株式会社
東武鉄道株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社ワコールホールディングス
三菱重工業株式会社
株式会社ジュピターテレコム
株式会社ジュピターテレコム
株式会社VSN
参天製薬株式会社
日本郵政株式会社

誌名
PolePole
TOYOTAクリエイション
はぁもにぃ
グループ報 荏原だより
HIDA GROUP
Heart Nature（ハートネイチャー）
TOSHIBA LIFE
R’ing （リング）
すっぽんかん
まいんど
うなばら
HOP！
DACネットワーク通信
Chugai
TOBUGROUP
グループ報「なごみ」
グループ報「なごみ」
『知己』
Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｃｈ
「WOW!NEWS」
「WOW!NEWS」
＋YOU
「ビ・ザ・ビ」
「郵政」

会社名
株式会社ウィル
株式会社東芝
野村ホールディングス株式会社

誌名
モーレツWILLs！
TOSHIBA LIFE
『社友』

株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部

部内報『ホンカツ』

会社名
ツネイシホールディングス株式会社
豊田合成株式会社
参天製薬株式会社
グリー株式会社
株式会社 商船三井
佐川急便株式会社（Waku-Waku）
株式会社豊田自動織機

誌名
グループ報つねいし
TG TIMES
「ビ・ザ・ビ」
ジーマガ
うなばら
Waku-Waku
豊田自動織機社内報カレント

奨励賞（24企画）
順位
企画名
29 ルーツを知ろう
29 エンジョイ！カーライフ
29 ファンケル・プライド～進化の形～
29 エバラタイムズ
29 We are “Partners”!!お取引先さまに質問 「担当者のイイとこ！教えてくださ～い」
29 店舗大奮闘日記
29 情熱時代
29 RICOH Walker(リコーウォーカー）
37 企画名 キラリ光るスタッフ
37 浦和レッズとともに
37 Looking Back 130Years of MOL History
37 ここに“感動”あり。○○の舞台裏。
37 セブンサミットプロジェクト
42 中外への期待
42 グループ通信員が行く！ 気になる会社のここが聞きたい！
42 60周年を盛り上げる特別企画
42 徹底調査
42 役員だって 最初はみんな一(イチ)社員
42 ものづくりの流儀
42 連載 「My Style On ＆ off」
42 連載 「特派員Watch」
42 どっちのペンでショー！
42 わたしたちの輪「わたしの尊敬する人」
42 「手紙の輪」

■表紙部門 （応募企画数47企画）
ゴールド企画賞（4企画）
順位
1 表紙
2 表紙
2 表紙

企画名

4 表紙

シルバー企画賞（7企画）
順位
5 表紙～トップインタビュー
5 表紙
5 「ビ・ザ・ビ」フォトクラブ
8 表紙
9 時代の超越
9 表紙
9 表紙

企画名

■表紙部門 （応募企画数47企画）
奨励賞（7企画）
順位
12 表紙
12 表紙
14 表紙
14 130周年記念企画 表紙
14 表紙写真大募集！！
14 表紙・表２（数字で知るＩＨＩ）
18 『私たちのＮｅｘｔ宣言！』

企画名

会社名
矢崎総業株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
株式会社ノティオ
三菱重工業株式会社
カルビー株式会社
株式会社 ＩＨＩ
象印マホービン株式会社

誌名
矢崎ニュース
こちらのレジで
WOW
Ｇｌｏｂａｌ Ａｒｃｈ
LOOPplus
あい・えいち・あい
ＩＮＴＥＲ ＬＩＮＫ（インターリンク）

会社名
株式会社クロスカンパニー WEB
セイコーエプソン株式会社 WEB
株式会社 ＩＨＩ WEB
株式会社クロスカンパニー WEB

クロカンTV
Harmony Online
あいネット
クロカンTV

■Web社内報部門 （応募企画数43企画）
ゴールド企画賞（4企画）
順位
企画名
1 The SHOP 「松井美織」～退職者ゼロ、売り上げ伸び率1位を果たした理由～
2 リーダーに聞く ～事業最前線～
3 明星電気 POTEKA ～天気予報は「当たる」時代へ～
4 速報！BOC2014

Web名

シルバー企画賞（10企画）
順位
企画名
5 世界一楽しい社員名簿
6 ファンケルのIRとは－
7 何を読み解き、どう活かす？2015年トレンド予測 生活実態座談会
7 IR便り
9 40周年記念プロジェクト
9 カルビトカレンダー
9 広報G部長 宮尾文也の得意分野
9 請負トップ営業マンインタビュー「凄腕」 42期3Q累計
9 マネジメントが訊く
9 2014年エイプリルフール企画「グリースウィーツ株式会社の設立」

会社名
株式会社クロスカンパニー アプリ
株式会社ファンケル WEB

Web名
amily
社内見て歩き！
株式会社リクルートホールディングス グループ報 『Recruit Group Times』
グリー株式会社 WEB
GREE Lightning News
株式会社 メイテック WEB
SYORYU online
カルビー株式会社 WEB
LOOPplusWEB
株式会社レオパレス21
Leoleo
株式会社レオパレス21
Leoleo
グリー株式会社 WEB
GREE Lightning News
グリー株式会社 WEB
GREE Lightning News

奨励賞（13企画）
順位
企画名
15 連載！社員わくわくリレーエッセイ
15 Nomura News
15 都心に橋を架ける ～IHIインフラシステム
15 特集「Refactoring GREE」
19 動画
19 世の中への発信を強化 リクルートグループをどう自己紹介する？
19 特集「東日本大震災から四年、更なる復興・発展に向けて」
22 『第28回技能グランプリ』にて1名が銀賞！2名が敢闘賞を受賞!!
23 当社が取り組む震災復興活動について
23 成功事例や“思い”を共有 ～「MADOショップ SUCCESS 2014」開催
23 日本最大級の再開発工事に挑む ～IIS鶴田ダム
23 今日はホテルレオパレス札幌 開業25周年！
23 シリーズ「自分超え宣言 ON＆OFF」

会社名
富士ソフト株式会社
野村ホールディングス株式会社 WEB
株式会社 ＩＨＩ WEB
グリー株式会社 WEB

Web名
ひのきONLINE
ノムラ・グループ・イントラネット
あいネット
GREE Lightning News
株式会社シーエックスカーゴ WEB 「Smile」（動画） smile 「Sumado」
株式会社リクルートホールディングス グループ報 『Recruit Group Times』
朝日生命保険相互会社
Web社内報「はあとぼいす」
ポラス株式会社
＠まいんど
株式会社日立システムズ
SORA*Station(ソラ*ステーション)
YKK AP株式会社
「ＡＰ-Ｌｉｎｋ」
株式会社 ＩＨＩ WEB
あいネット
株式会社レオパレス21
Leoleo
朝日生命保険相互会社
Web社内報「はあとぼいす」

■特別部門：周年誌・記念誌 他（応募企画数11誌）
シルバー企画賞（5企画）
順位
1

企画名
『Beyond Yourself！ 今を超える挑戦者たれ！』ダイキンタイムス 273号
創業90周年記念号

1 ４０周年記念誌
3 社員ハンドブック
4 321の132（ミツイのヒミツ）
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES(CEBU),Inc.
5 celebrates its 20th anniversary Challenges and Changes

会社名

誌名
『Beyond Yourself！ 今を超える挑戦
ダイキン工業株式会社
者たれ！』ダイキンタイムス 273号
創業90周年記念号
株式会社 メイテック 記念誌
つながりの力 the power of relation
株式会社シーエックスカーゴ（特別）
Cargo-Book
三井不動産レジデンシャル株式会社
こちらのレジで
TSUNEISHI HEAVY
INDUSTRIES(CEBU),Inc.
celebrates its 20th anniversary
TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES(CEBU),Inc. Challenges and Changes

奨励賞（2企画）
順位
6 ８０周年記念
7 アルプス中国展開２０年史

企画名

会社名
ＹＫＫ株式会社
アルプス電気株式会社 特別

誌名
ＹＫＫ80 年史 挑戦の軌跡-そして未来へ

アルプス中国展開２０年史

努力賞（3社）
株式会社TDEC「FOCUS」
サンデンホールディングス株式会社「MY BOSS」
エームサービス株式会社「事業所PICKUP」
■第１4回全国社内報企画コンペティション審査概要
○応募条件：2014年4月～2015年3月に発行された社内誌、Web社内報、周年誌・記念誌・社外広報誌・PR誌
○審査部門：特集・単発企画部門（①８頁以上企画部門、②1頁以上7頁以下企画部門）、連載・常設部門、表紙部門、Web社内報部門、特別部門
○応募数：523企画
○審査日程：2015年2月～5月応募受付、5月～7月審査（１次、２次、最終）。7月25日最終審査会を開催（各賞を決定）
○審査方法：１次、２次は各25点、最終50点の合計100点満点で採点（1企画につき、３名の審査員が評価）。
○賞：ゴールド企画賞、シルバー企画賞、奨励賞、努力賞
※2015年には、「第14回全国社内誌企画コンペティション」を開催する予定です。
詳細は、http://www.commu-suppo.net/でお知らせいたします。

