
渋谷「大」販促会議
～最高に振り切れる街で人を動かす～

広告企画

18年5月号 2018年4月1日発売

渋谷特集

株式会社宣伝会議 広告申し込み締め切り2018年3月2日

テーマ

注目の集まる若者からインバウンド、再開発まで
情報の発信地「渋谷」で、人・モノ・売りを動かす

企業・メディア・サービスを一挙に紹介！



企画実施の背景

東京五輪も控えていることから、2020年は企業の販促・宣伝、ブランド担
当者にとって大きな節目となっています。増え続ける訪日観光客へのアプロー
チはもちろん、従来の一方的な広告発信をこの期に大きく変革しようと考えて
いる担当者は少なくありません。その際に近年注目のキーワードとして挙がっ
ているのは、外国人にも響くノンバーバルなコミュニケーションを実現する
「体験」に紐づく施策。加えて生活者間でボトムアップ的に市場を盛り上げる、
商品の認知を獲得する「PR」施策も取り組みたいと考える企業が増えてきてい
ます。そこで『販促会議』では、この２つのキーワードに関する実務に役立つ
情報を本号企画にて特集する予定となっています。

クライアント(広告主)側の声

2020年に向けて増え続ける
訪日観光客の集客/来店を促進させたいが
属性が多様化してきていてつかめない…

小売・流通
広告・宣伝部門担当者

SNSをよく利用するトレンドや
ムーブメントを創り出すような若者へ
効果的なアプローチを実施したい

飲料メーカー
マーケティング本部
ブランドマネジャー

2020年に向けて、「体験」「PR」の価値がますます高まる

今までのファン層に加えて
新規顧客の心をつかむためにも
体験の場を創り出していきたい

今、企業・ブランドが求める「場」

菓子メーカー
販売促進担当者

トレンドを創る
好感度層と

接点を持てる場
ファン化を促す
ブランド体験を
実現できる場

普段の顧客と
異なる層に
アプローチ
できる場 メディアに取り

上げられたり
話題を生み
やすい場



企画実施の背景

多くの企業が渋谷で様々な形でプロモーションを行うように

想定紙面内容(予定)

・渋谷区長
・渋谷で実店舗持っているブランドまたは小売の店長
・本社を渋谷に置いている企業の社長（Cyber、mixiなど）

・ブランドは渋谷をどう捉えているか（KDDI、日清、キリン、永谷園など）

・外国人は渋谷をどう見ているのか？
・渋谷愛を持つ企業 (タワレコ)

・渋谷のプロモーション予算
・渋谷イベント実現までのロードマップ

『販促会議』16年3月号
渋谷でスマホを一斉シェイク
商店街が訪日中国人向けに販促

『宣伝会議』17年11月号
『参加者が変顔を競い合う、
キレートレモンが渋谷で行ったサンプリングイベント
（ポッカサッポロフード&ビバレッジの事例）

『販促会議』17年12月号
飲み比べで好みの味を見つけ、ブランドのファンへ
「ジョージア ヨーロピアン アロマスタンド」が渋谷駅にオープン

(日本コカ・コーラの事例)

『宣伝会議』18年11月号
レッドブルが、渋谷を舞台に
日本発の音楽フェスを開催
（レッドブルの事例）



渋谷「大」販促会議

特別広告企画①

■9つのテーマ

■誌面構成

企業事例 広告記事(4C2P)

価格：200万（税別） 各テーマ２社限定

知識を身に付け 打ち手を見つける

編集部取材の広告記事に加えて、貴社担当者に専門家として寄稿をいただく企画です。
記事全体の構成として、編集部取材の企業事例も交えることで多くの読者に注目してもら
えると同時に、貴社サービスの紹介をします。

(編集部取材) (編集部取材)

■渋谷販促を語る９テーマ(仮)

若者・SNS

位置情報

サイネージ

インバウンド

イベントスペース
ポップアップ

テクノロジー

再開発

プランニング

会議室
オフィス



■編集部注目の「渋谷販促ソリューション」
「渋谷販促プロジェクト」

渋谷がテーマとなる今月号では、編集部が注目し、発注担当者およびプランナーに推薦
する特別企画、編集部注目の「渋谷販促ソリューション」「渋谷販促プロジェクト」を
実施いたします。その中で貴社のサービス、事例を紹介することにより、認知拡大と競
合他社の中での差別化を図ります。

＜本企画のポイント＞
写真とスペック紹介のみの枠です。
本特集内にて掲載していただくことで、
他社との差別化や発注担当者および
プランナーへの効率的な訴求が可能です。
※1Pあたり３つの枠を予定。
※フォーマットにて回答をいただきます。

＜本企画のポイント＞
編集部注目の「渋谷販促ソリュー
ション」として、貴社サービスに
フィーチャーいたします。スペッ
ク紹介と実際に使用している様子
の写真などのエビデンスとととも
に、より発注担当者やプランナー
のプライオリティがあがるよう、
事例や編集部の推薦コメントも紹
介。また、取材はせずにフォー
マットタイプにすることで、特別
価格にてご提供いたします。

価格：60万（税別）
※通常は4C1P75万円（定価）

価格：30万（税別）

体験
写真

スペック
紹介

写真
事例
紹介

紹介文
編集部
コメント

※誌面イメージ

企業名 企画名

ポイント
紹介

見出し
リード文

■ 1.実際の写真やサービスの詳細などをビジュアルと共に紹介

■ 2.注目ソリューション（小枠企画）※12枠限定

渋谷「大」販促会議

特別広告企画②



出稿のポイント

渋谷などのスポットでの販促プレイヤーとしてのポジショニングを読者に印
象づけられます。自社のブランディングを図れます。

PV:1,440,552 Facebook:53,511いいね 記事転載イメージ

アドバタイムズ（Web）に記事転載することでバズを生みます。
月間PV：100万超、Facebookいいね数：5万いいね
マーケターにとって欠かせないニュースメディアになっている
アドタイにて記事を転載していくことでバズを生み出します。

取材企業全社に対して献本していきます。
取材先企業に対して情報伝達するための取り組みです。

ｖ

ｖ

01

02

03

創 刊：1997年
発 売 日：毎月1日発売
発行部数：5万部
定 価：1300円



「渋谷における販促」に興味が出たり、困った際に、バックナンバーまで
読まれることが想定できる、保存性の高い月号になっています。



プロモーションフォーラム



お問い合わせ
宣伝会議 営業支援室
TEL：03-3475-7666 MAIL：info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

申し込み〆切 2018年3月2日
取材期間 2018年2月19日～3月9日
校了予定日 2017年3月14日

・弊社広告掲載審査基準に基づき、掲載をお受けできない場合があります。
・表紙2、3、4、目次対向以外の本文中の掲載ページのご指定はできません。
・タイアップ広告制作に際し、遠方取材、著名人出演など、
そのほかの経費かかる場合には別途ご請求申し上げます。

「宣伝会議広告掲載審査基準」
１ 他を誹謗、中傷したり、差別するなどの個人の尊厳を損なうおそれのあるもの。
２ 健全な社会秩序の形成を損なうおそれのあるもの。
３ 各種業界が自主的に明示している規約や規則に反するもの。
４ 肖像権や知的所有権を侵害するおそれのあるもの。
５ 事実に反する誇大表現や、不明確な広告表現、読者に誤認を与えるような表現などで、読者に不利益を与えるおそれのあるもの。
６ 広告の責任の所在が曖昧で広告表現上の明瞭性や相当性を欠くもの。
７ 広告の内容について、広告主が責任を持ちえないもの。
８ 根拠なく商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示。

ただし、当該表示内容を裏付ける合理的根拠をあらかじめ有している場合はその限りではない。
９ 編集記事面をも含めた誌紙面、WEBサイト全体の品位、調和を損ねる表現のもの。

事実に反して、弊社が広告主を支持し、その商品、役務、意見などを推薦、または保証しているかのような表現のもの。
10 読者が不快感をもつもの、またはそのおそれのあるもの。
11 本誌紙、WEBサイトの編集記事を訂正または否定する表現のもの。

ただし、弊社が事実を確認し、妥当と判断したものはこの限りではない。
12 弊社の事業分野と競合する、またはそのおそれのある企業・商品・サービスの広告。

ただし、弊社が妥当と判断したものはこの限りではない。

広告料金

スケジュール

※上記以外の特殊面などへの出稿については
営業担当にお問い合わせください。

・特別広告企画「渋谷販促を語る9テーマ」
・編集タイアップ 4C2P（デジタル版＋アドタイ記事転載）

200万円（税抜）※記事制作費込み

・編集部注目の「渋谷販促ソリューション」
「渋谷販促プロジェクト」

4C1P 60万円（税抜）

・純広告（デジタル版転載）

4C1P 75万円（税抜）サイズ：277mm×210mm[天地×左右]

・編集部の「注目ソリューション」
4C1/3P 30万円（税抜）



このままFAXにてお申し込みください。FAX：03-3475-7676

広告掲載申込書
お申込日：平成 年 月 日

『販促会議』5月号に広告を申し込みます。

ふ り が な

貴 社 名

ふ り が な

所 在 地

責任者

担 当 者

〒 -

TEL. ( )

印

印

部署・役職名 氏 名

部署・役職名 氏 名

支払規定 毎月 日締 月 日払 請求日 月 日 入金日 月 日

プラン 内 容 料 金（税別）

□ 渋谷販促を語る9テーマ 編集タイアップ4C2P ￥2,000,000-

□ 編集部注目の
渋谷販促ソリューション

4C1P ￥600,000-

□ 編集部の
「注目ソリューション」

4C1/3P ￥300,000-

□ 純広告メニュー 4C1P 純広告 ￥750,000-

□ 販促パートナー一覧 誌面+アドタイ ￥500,000-

○広告掲載のお問い合わせ・お申し込みは

本社 〒107-8550 港区南青山3-11-13
北海道本部 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西4-1-2
東北本部 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1
中部本部 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
関西本部 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31
中四国本部 〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル
九州本部 〒810-0041 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル

電話：03-3475-7666 FAX：03-3475-7676
電話：011-222-6000 FAX：011-222-6670 
電話：022-266-6981 FAX:022-266-6986
電話：052-952-0311 FAX：052-952-0312
電話：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944
電話：082-545-7312
電話：092-731-3331 FAX：092-731-3151

担

当

■e-mail info-koukoku@sendenkaigi.co.jp
■URL http://biz.sendenkaigi.com/

E-mail


