
ニュースリリース作成＆配信編

広告申し込み締め切り2017年4月21日

広告企画

現地のPRエージェンシーに
依頼をしたいものの、小規
模スタートのため費用面の
折り合いがつかない（広告･
メディア･報道機関）

プレスリリースの配信件数や掲載件数、広告換算費など
を数字情報として参考にしているが、それだけでは
「メッセージを伝えることができたか」というポイントで見切
れない。新たに報道分析も含めて効果測定できるような
仕組みを模索している（IT・情報通信）

ウェブ媒体に力を入れていきたいが、
キュレーションサイトも含めて数が多く、
新しい媒体も増えているのでキャッチ
アップが難しい。（IT・情報通信）

多言語での
リリース配信を
実施している
企業は4割弱
(広報会議調査)

業務にありがちな悩みを解決する特集

「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7月号
2017年6月1日発売



広報会議【国内唯一のPR、リスク、IRの専門誌】

生活者・株主・得意先など、ステークホルダーへのコミュニケーションが企業のブランドを形成し、
ビジネスの根幹を築くことが理解されているなかで、企業内で広報部門の重要性が増しています。

そして、広報部が担当する業務領域もメディアリレーションのみならず社内広報や
リスクマネジメントなど多岐に渡っています。

担当する業務領域が広がっている一方、自社がもつリソースやノウハウだけで全てをカバーできるという企業はごくわ
ずかです。

また、営業部門のように他社との接触機会が多くないため、他の企業がどのような広報活動を実施し効果を上げ
ているのかを把握できていないという課題をもつ広報担当者も少なくありません。

広報担当者が必要といている情報を提供するために、広報会議では2005年の創刊以来、数多くの広報担当
者や有識者に取材し、広報がいま注目すべきテーマや事例を紹介。
担当者の情報収集と,攻めの広報実践のためのケーススタディを学ぶ機会を提供しています。

また、4月1日から開学する、広報のプロフェッショナルを育成する社会情報大学院大学とも連携を強め、広報に
携わる皆様へより広く深く知識を発信してまいります。

2017年4月
通巻100号

2009年1月
【広報会議第1号】

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学んでいただき
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

広報効果測定
１日セミナー

デジタルPR
基礎講座

グローバル
広報講座

ニュースリリース
作成講座



リリース作成・配信は、どの企業・組織にも欠かせない。
でも、成果を出すことより発信ばかりに時間が取られている……

97%の広報部は
プレスリリースの配信が一番の仕事

企画出し、リリース作成、配信、掲載後フォロー…
欠かせない仕事のわりに成功法がない。

自分の経験だけでは解決できない悩みばかり…

経営陣、営業、商品企画担
当の言いたいことに合わせて
リリースを作成している。社
内の人間はある程度満足し
ているが、肝心の取材依頼
はあまりきていない…

リリースのフォーマットが決
まっていて、前回配信したリ
リースを上書きして使ってい
る。内心、いつの間にか枠を
埋めることに懸命になってし
まい、ニュース性を高める工
夫ができていないと感じる。

念願の媒体に掲載された！

でも、意図したものとは内容
が違った…

どう伝えれば、もっとうまく記
事にしてもらえたのか。

掲載されたい、媒体・特集は
あるのだけど、メディアの担
当者の連絡先が分からない
ので、売込みができない…

リリース配信はほとんどの広報担当者が関わる業
務で、広報に配属されたばかりの担当者が担う
ことも多い業務です。基本的な業務ですが、社
内での情報収集、メディアごとのニーズを把握し
た企画、適切な人に届けるメディアリレーション、
と簡単なようで、とても難しい仕事です。

90%の広報部は
ウェブメディアにも配信している

リリース配信はほとんどの広報担当者が関わる業
務で、広報に配属されたばかりの担当者が担う
ことも多い業務です。基本的な業務ですが、社
内での情報収集、メディアごとのニーズを把握し
た企画、適切な人に届けるメディアリレーション、
と簡単なようで、とても難しい仕事です。



そのため本誌では、リリース業務に関して基礎知識の学習、
ノウハウの公開、パートナー企業を活用する価値を啓発します

配信後の効果測定が
わからない？

リリース作成業務が
作業になってしまっている

海外メディアなど、取材実績のない
メディアにも取り上げられたい・・・

【特集テーマの重要性を理解】
リリース配信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、

ニーズを直接ヒアリング

有識者からの解説

タイアップ記事での紹介

セミナーによるリード獲得

ニュースリリース業務の専門家として
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



Point1 メッセージ別
成功するタイアップ例

[サービス紹介]
広報会議の編集部が取材をして、
商品やサービスを広く読者に伝えます。
宣伝会議のメディアとしての視点から
御社を選ぶ理由を提供します。

[クライアント取材]
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。

[トップインタビュー]
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ていきます。

成功するための鉄板コンテンツ例！

・ビジョンを語る
例）広報の未来像、提供価値、

・経験を語る
例）唯一無二の実務実績・経験

・教育を語る
例）社員教育、クライアントのレベルアップ

成功するための鉄板コンテンツ例！

・悩みを語る
例）広報体制上の問題

・数字を語る
例）過去との対比での成果・結果

・満足度を語る
例）来年以降も継続

成功するための鉄板コンテンツ例！

・強みを語る
例）実績、業界比較

・普遍性を語る
例）これがあればずっと困りません

・新規性を語る
例）これまでの悩みを解決します

そのほか、成功事例も多数ございます。
ご希望でしたら、宣伝会議の広告問い合わせからお申し付けくださいませ。

【宣伝会議 営業支援室】info-koukoku@sendenkaigi.co.jp



事業内容、実績などをより詳しく訴求！
広報パートナー Pick UP! プラン

Point3

・広報パートナー Pick UP １P
+次号以降継続掲載(１P掲載1回+1/6P 11ヶ月延長)

→150万円

通常 1/6P 
事例・写真なども入れて
1Pでたっぷり紹介します！

掲載のメリット
・広報担当者は外部パートナーを常に探しています
・定期購読者が多いため、継続的な露出により
ターゲットに対して会社・サービス情報を記憶してもらえます。
・広報担当者養成講座など、広報担当者が参加する講座にも
掲載資料を配布します。



セグメントされたターゲットに、編集部お墨付き
パートナーとして年間露出！「パートナー企画」

Point2

誌面掲載イメージ

アドタイとも連動して掲載します。◎貴社のセールスポイント
◎最近手がけた実績

◎問い合わせ

◇広報会議 パートナー一覧
・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。

・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）

◇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。



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4月21日
タイアップ取材期間 2017年4月17日～5月4日
校了予定日 2017年5月19日

広告料金

スケジュール

・タイアップ2ページ（デジタル版転載）

200万円（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。

・誌面タイアップ２ページ
＋

・カスタムセミナー(広報中心に60名集客)  
420万円（税抜）

月号 発売日 特集企画

2017年7月号 6月1日 ニュースリリース作成&配信特集

2017年8月号 7月1日 社内向け広報ノウハウ

2017年9月号 8月1日 PR会社活用

2017年10月号 9月1日 制作会社への発注

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】


