
株式会社宣伝会議 広告申し込み締め切り2017年6月22日

以前からそんな気はしたが、
ツールが思った以上に読まれ
ていなかった...。無駄のない
企画力を身に付けたい。

作るものは決まっているけど、
どういう構成にするといちば
んよいのか。

定期発行すると、いつの間にか
はじめの目的意識が薄まり、発
行物の枠を埋めることに懸命に
なっている…

外部パートナーと上手く協業し、企業ブランドを高める

PR×クリエイティブ特集

社内で解決できない問題は弊社に相談を！
というブランディングがしたいと思いませんか？

17年9月号
2017年8月1日発売

PR動画を作ってはみたものの、
視聴数を見るだけで終わってい
る。

広報、総務、経営企画、営
業...作り手やツールによって、
ロゴやデザインの違いはまだし
も、言っていることがバラバラ。

広告企画

コーポレートサイト

オウンドメディア

会社案内 PR動画

周年ツール 広報誌・季刊誌

ライターやカメラマン、アートディレ
クターなど外部パートナーへの
ディレクションスキルを高めたい。



広報予算は増えている、でも見合ったアウトプットができていない…

餅は餅屋。外部の制作会社
の専門性を活かして、広報誌
の制作にあたっているが、毎
年発注先を見直すよう言わ
れている。社内の納得を得る、
継続するための理由がほし
い。

周年事業の年であったため、
動画作成やフェスティバルの
コンテンツなど新規の取引が
増えたが、ロゴ変更や、ビジョ
ンの浸透、グローバルへの発
信など目的が異なるので難し
い。

約30％の企業は広報予算が増加している

◇デジタル
・社長動画メッセージの開始(飲料)
・社内SNS企画、運営(食品)
・動画やWebサイトなど制作全般(エネルギー)

◇イベント・プロジェクト
・周年プロジェクト(医療・介護)

◇社内報見直し
・社内報取材の増加(電機・精密機器)
・社内報リニューアル(素材)

小売業 Aさん予算が増えた施策の内容

2017年2月号アンケート特集より

企画編

企業の広報部門には多数のファク
トが眠っており、まさにコーポ
レートストーリーやコンテンツの
宝庫です。こうしたネタを掘り起
こし編集することで、PR効果を最
大化させることができます。しか
し、世の中の関心と自社が発信し
たい情報との差が分からないため、
ニュースバリューの高め方や、企
画の立て方について悩める読者が

多くいます。

制作編

これまでのPRはプレスリリースに
まとめる文章力や、ロゴなど制作
物のクリエイティブ管理がメイン
でしたが、これからのPRには自社
サイトの企画やSNSの運営力、イ
ンフォグラフィックやPR動画を活
用したコンテンツマーケティング、
企業・商品ブランド構築に繋がる
ストーリー作りなど、それぞれの
アウトプットに適したクリエイ
ティブが必要になっています。

IT・情報通信 Bさん

建築・建設 Cさん

同じ会社に長期間依頼してい
るため、成果物がパターン化、
マンネリ化している。

メーカー 役員Dさん

外部のライターやカメラマンら
10人でチームを編成。実際に

手に取ったときに分かる質感
やデザインへのこだわりから、
あえて印刷媒体にこだわって
いる。ものづくりと向き合う企
業姿勢を感じてほしい。

広報担当者に求められる2つのクリエイティブ力とは



そこで本号では、PRの成果を高めるクリエイティブ特集を実施。
成功事例を掲載すると共に、パートナー企業への発注する価値を啓蒙します。

企画や制作物のクオリティが
マンネリ化している。

重要度はますます上がるが、
何から手をつけていいか分か

らない。

◎◎施策を再検討したい

【特集テーマの重要性を理解】
PRクリエイティブに関する悩みに対して解説

【プロフェッショナルのノウハウを公開】
基礎知識・事例を学んだうえで、
プロフェッショナル企業の価値を紹介

【案件につながるリードの獲得】
セミナー登壇によって、読者との接点をもち、
ニーズをヒアリング。熱量の高い読者に直
接訴求することで、新規の営業先の開拓

に繋げます。

成功事例の共有
有識者からの解説

タイアップ記事で紹介

セミナーでリード獲得

クリエイティブ基点のPRの専門家として
貴社のブランディング、認知獲得にお役立てください。

知る

学ぶ

頼る



国内唯一のPR・IRの専門誌
『広報会議』とは？

2017年4月
通巻100号

2009年1月
PRIRから広報会議へ

リニューアル

2005年4月PRIR創刊

→ →

雑誌を毎月5万部発行し、全国の広報担当者にご支持
いただきながら10年以上続いています。出版

年間の受講生のうち、広報の割合が最も高く、
3000名以上が学びに来ています。教育

分野別の受講生割合

読者
広報部門を立ち上げられるほどある程度規模の大きい企
業が中心。特に会社案内やWebサイトなど、制作物の発
注は広報管轄が多いことが特徴です。



過去取材先と想定テーマ

Web上で事例を調べてみても、実はあまりまとまっては出てこないんです。あったとしても、
タイアップの事例などで、実態としてどのようなことをしているのかが見えづらい。
広報会議は、テーマごとに事例が載っているし、かつ部署や担当がどのように動いて施策を
実現させたかまで載っているため分かりやすく、参考にしています。

なぜ今、紙媒体でマーケティングを行うのか？

貝印
グローバルでのガイドブック制作

赤城乳業
値上げお詫び動画

三井物産
佐藤可士和氏との
ブランディング施策

読者の声

■紙媒体の強み

①Webメディア、SNSでビジネスにおける情報も簡単に取得できるようになった今、競合に
勝るための施策アイデア、パートナー、事例の情報を得るために、広報会議が選ばれていま
す。

②役職者クラスの雑誌購読者に向けて、直接情報伝達ができます。上長の方から「読ん
でおくように」と、広報部内の複数名で回覧していただいています。

③紙媒体に掲載することで、営業先で雑誌を見せながら商談をすることで話が盛り上がる
とともに、クライアントからの信頼が増します。



Check① 失敗しない！PR動画の作り方タイアップ企画

トップインタビューを通して、貴社の強み、PRポイントを訴求していきます。
トップが誌面に出る事で専門家として貴社のブランディングを確立します。

・PR動画市場の今
・正しい発注先の選定と予算感
・効果測定
などについて語っていただきます。

【読者の声】

PR動画を作ってはみた
ものの、視聴数を見る
だけで終わっている。

そもそも動画って
どうなの？

WebやSNSで拡散
させたいんだけど、、、

【誌面イメージ】

インターナルやイベント、採用な
ど動画の使い分けを知りたい。

失敗しない！PR動画の作り方

自社のノウハウの図解など



Check② ベストクリエイティブパートナー企画

貴社のクライアントに登場いただき、貴社サービス、商材のポイントを紹介。
スケジュール感や打ち合わせ風景など、クライアントの声を通して伝えていきます。

・制作の過程、組んでよかった点
・発注するに至った経緯、決め手
などについて語っていただきます。

【読者の声】

何から制作すればよい
か相談したい

他にどんな業種の
どの事例を手掛け
たのか知りたい。

発注にいたった決め
手を聞きたい。

【誌面イメージ】

発注先にどうやって指示を出せ
ばいいか分からない。

制作実績紹介

クリエイティブベストパートナー企画



編集部お墨付きパートナーとして年間露出！
「クリエイティブパートナー企画」

Check③

誌面掲載イメージ

アドタイとも連動して掲載します。

◎問い合わせ

◇広報会議 パートナー一覧 メリット
・年間を通じ広報会議の誌面で掲載されることにより、継続的に広報担当者へ訴求
・SEO対策が効きにくくなっている中では効果的な施策
・ご掲載企業には年に1度、広報会議編集部と直接情報交換をできる場を設ける。

◇ご協賛企業の声
・「食品・ヘルスケア系に強い」と記載したPR会社に、製菓メーカーから問合せ
・医療系に強いPR会社が、国立の医療機関から広報部立ち上げの相談
・戦略PR会社に、ここを見た大手家電メーカーから1000万円以上の発注
強みを端的に表すことで、そのジャンルのプロとして見せることが可能です。

◎貴社のセールスポイント
◎最近手がけた実績



広報会議のブランドと集客力でリード獲得につなげる！
「カスタムセミナー」

Check④

カスタムセミナー実施のイメージ

集客促進
来場者をターゲティングします

メール
配信

■セミナー告知

お客様
【主催】

【協力】

貴社セミナーの来場者個人情報をCSVデータでご提供

・当日の進行
・機材セッティング

・受付対応
・アンケート回収

講演者の決定
集客につながる講演者を打ち合わせします

セミナーまでの準備
申込状況や進捗の確認をいたします

セミナー企画の決定
当日の構成を決定します

セミナー当日
運営は宣伝会議、サポートをいただきます

営業開始
メール、DM、テレアポなどアプローチはさまざま

1

2

3

4

カスタムセミナー ご登壇企業例

■産業編集センター様

■コンセント様

キヤノン株式会社
渉外本部 広報部 グループ社内報室長
中江 達之 氏

キッコーマン
徳光典子氏

ヤフー
稲田充志氏

資生堂
小出茉那氏

ボッシュ
下山田淳氏

※価格は集客人数や会場により変動いたします。



お問い合わせ
宣伝会議 営業支援室
TEL：03-3475-3030 MAIL：info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

申し込み〆切 2017年6月23日
タイアップ取材期間 2017年6月20日～6月30日
校了予定日 2017年7月20日

スケジュール

・タイアップ2ページ／1ページ（デジタル版転載）

200万円／120万円（税抜）※記事制作費込み

・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。

※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。

・広報パートナー企画 年間掲載（デジタル版転載）

50万円（税抜）

広告料金

月号 発売日 特集企画

2017年10月号 9月1日 PR会社活用

2017年11月号 10月1日 広報効果測定

2017年12月号 11月1日 Webマネジメント

2018年1月号 12月1日 危機管理広報

2018年2月号 12月28日 PRイベント年間ランキング

2018年3月号 2月1日 統合報告書

【広報会議 年間特集予定表】


