
アドタイデイズ2019

HOPE 新たなる希望

広告界の新しい希望を議論する2日間

2019年4月23日(火)、24日(水) 会場：東京国際フォーラム
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HOPE 新たなる希望 はじめに

ここ数年、広告・マーケティングの世界では、数多くの課題が浮き彫りになってきました。
浸透するデジタルへの対応、それに合わせた広告業のビジネスモデルの転換や、働き方改革の問題、
さらにはネット広告の取引の透明化など、数え上げればきりがないほど次々と課題が出てきます。

当然、業界が健全かつ永続的に発展するためには、課題は解決し、乗り越えていかなければなりません。
そして、困難な課題に立ち向かうからこそ、未来に向けたアイデアも生まれます。
そしてそのアイデアが広告・マーケティング界を進化させる原動力になっているとも言えるでしょう。

しかしここ数年、課題にばかり目が行き、未来に向けた明るい、そして新しい希望について議論をする機会が
あまりにも少なくなっているということはないでしょうか。

7回目を迎えた、アドタイデイズのテーマはずばり「HOPE」。

目の前の課題に向き合う日々の仕事から、少し視線を上げる。
そしてゼロベースで未来を見つめ、そこに新しい希望を見つけることができないか、
広告・マーケティング界を牽引する皆様方と2日間に渡り、議論をしてまいります。

人が資産の広告・マーケティング業界だからこそ、一人ひとりの気持ちが少しでも前向きになれば、それだけで業界全体の大
きな活性化につながります。登壇される方も、そしてイベントに参加をされる方々も、皆さんにとって新しい「HOPE」との
出会いのきっかけとなるイベントを目指してまいります。
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AdverTimesDAYS（アドタイ・デイズ）は宣伝会議の創刊60周年を期に「アドタイ・デイズ」はスタートいたしました。
広告主の今と未来について、業種業態・部門の垣根を超えて、また年代の壁を超えて、日々抱える課題と向き合い、本音で語りつくすイベントです。
コンテンツは広告主のパネルディスカッションを中心に構成され、各セッションとも企業のマーケティング、宣伝、広報、販促、経営企画、制作に携
わるリーダーが登壇します。宣伝会議はじめ販促会議、広報会議、ブレーンの編集長が司会進行、議論をつくします。本イベントを通じて、日本の元
気につながる広告・マーケティング界の未来の姿を構想し、知識と元気を提供いたします。

名 称 ： アドタイデイズ2019
日 時 ： 2019年4月23日(火)、24日(水) 
会 場 ： 東京国際フォーラム
来場人数 ： 約10,000名（2日間）
主 催 ： 宣伝会議

来場対象：
企業のマーケティング責任者・企画担当者
企業の宣伝、販促、広報、Web責任者・企画担当者
広告会社、制作会社、マーケティング関連会社

ほか

実施概要
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想定講演テーマ

2 ブランドと顧客の創造

需要創造 新商品

ビジネスモデル ブルーオーシャン

3 トランスフォーメーション

働き方 デジタル、IoT

モチベーション 社内コミュニケーション

1 顧客の時代・体験

感動体験 顧客接点

カスタマージャーニー カスタマーサポート

4

クリティブ・アイデア 伝え方

コミュニケーションデザイン 地域活性

コミュニケーションとクリエイティブ
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協賛メリット

見込み顧客の顕在化、ブランド向上にお役立てください。

広告主企業をはじめとした
参加者とのビジネスマッチングの場を提供いたします。

１ ２ターゲティングされたリードの獲得 ブランド構築でのご活用

来場者は広告主を中心とし、約6割が役職者。
成果をあげたい、課題を解決したい、業務の効率化
をはかりたいなど、目的意識を持った来場者です。
また、貴社のサービスに興味を持った方が聴講するため、
効果的なマッチングを実現します。

講演中心のフォーラムが、貴社のブランドを作ります。
サービスの深い理解、業界の大手企業であり、サービス
の信頼感を育てます。

3 ４ブースで見込顧客と対面 メディアと連動した広いリーチの活用

講演を聞いた方には具体的な商品説明を、立ち寄った
方には名刺交換と課題のヒアリングができます。商品や
サービスの説明を通して具体的な見込み顧客のリアルな
声をヒアリングし、商談につなげることができます。

おかげさまで宣伝会議は63年を迎えました。
「宣伝会議」「販促会議」「ブレーン」「広報会議」の
雑誌メディア、デジタルメディアの「AdverTimes（ア
ドタイ）」に掲載する集客告知やレポート記事を通して、
幅広く広告界に情報を届けます。
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宣伝会議は、雑誌「宣伝会議」をはじめとして「販促会議」、「ブレーン」、「広報会議」を毎月発行。加えて「編集会議」
「100万社ノマーケティングフォーラム」など、定期発行物に多くの読者がいます。また、「アドバタイムズ」では広告界の
ニュースをデイリーで更新。人気コラムニストとともに最新情報を提供しさらにその情報をフォロワーが拡散させる仕組みを
つくっています。企業の課題を解決するビジネスメディアとして、広告界のステークホルダーの皆様に知識と情報を提供して
いるネットワークを通じた情報拡散・集客を行います。
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集客プロモーション

専門誌の強み

取材先

定期

購読者

セミナー

参加者

講座

受講生

雑誌のデジタル版やアドバタイムズなどの
記事コンテンツがＳNSでさらに情報拡散

年間200講座20,000名の輩出

PV：1,390,407 /月
UU： 415,028 /月

約53,000/いいね
約25,000/フォロワー

各誌年間1,000名以上

年間4大フォーラムで
20,000名の来場

デジタル

メディア
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前回実績 来場者10,609名
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1. 講演者

2. 来場者データ

3. 協賛企業
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講演者

シャープ × セガ × 東急ハンズ
企業SNS「中の人」が考えるコミュニケーション

の作法

「クリエイティブ力」を
どう生かすか？

― 日本の広告会社進化論

株式会社電通
クリエーティブ・ボード/

エグゼクティブ・クリエーティ
ブ・ディレクター
澤本嘉光氏

株式会社博報堂
取締役常務執行役員／

Worldwide Chief Creative Officer
北風勝氏

2020年に向けて、スポーツを活用した・スポー
ツと共に歩むプロモーション

シャープマーケティングジャパン
株式会社

デジタルマーケティング部
山本隆博氏

株式会社セガホールディングス
社長室 広報部 課長

山田愛氏

株式会社東急ハンズ
営業企画部営業企画グループ

グループリーダー
本田浩一氏

東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会
イノベーション推進室

エンゲージメント企画部長
天野 春果 氏

株式会社LIXIL
東京2020オリンピック・パラリン
ピック推進本部 戦略推進部長

石橋 和之 氏

NEC
東京オリンピック・パラリンピック

推進本部
集まろうぜ。グループ 部長

山本 啓一朗 氏

インスタ映えだけじゃ
ない！インスタグラム

活用法

葉山町
政策財政部政策課主任

髙野愛子氏

株式会社エイチ・アイ・エス
関東広告グループコーポレート
コミュニケーションチーム

チームリーダー
丹下陽一郎氏
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講演者

企業の未来を表現する
ブランドコミュニケー

ション

パナソニック株式会社
ブランドコミュニケーション

本部
宣伝部企業宣伝室室長

相川貴之氏

「腑に落ちた」だけ
では終わらせない。

明日からの毎日を変え
るマーケティング実

務設計

アウディジャパン株式会社
マーケティング本部

デジタル＆CRM マネー
ジャー

井上大輔氏

マーケターがグローバル
で活躍するために英語の
苦手をどう克服するか？

博報堂ケトル 代表取締役共同
CEO

博報堂 アジアパシフィック共同
チーフクリエイティブオフィ

サー 木村健太郎 氏

McCann Japan
プランニング本部長

松浦良高 氏

レピュテーション
向上を通じた

企業ブランディング

株式会社クボタ
コーポレート・コミュニケー
ション部長 細谷祥久氏

味の素株式会社
理事広報部長高橋健三郎

氏

進化する大学広報
～ROUND 2～

近畿大学
総務部総務部長
世耕石弘氏

東洋大学
総務部次長兼広報課長

榊原康貴氏

世界累計1億ダウン
ロードを突破した

「メルカリ」が追及
する「GMV」の伸び
続ける仕組みとは？

株式会社メルカリ / メルペイ
マーケティンググループ

マネージャー
山代真啓 氏
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講演者

予定通りに進まない
プロジェクトの進め

方

プロジェクトエディター
前田考歩 氏

後藤洋平 氏

よかったらその場で採用！
公開コピープレゼン道場
（映画『ラブ×ドック』
を見たくなるコピー）

放送作家
鈴木おさむ 氏

アスミック・エース株式会社
映画事業本部編成制作部 担当部

長/プロデューサー
山田雅子 氏

デジタル時代の
広告メディアプラン

ニング

資生堂ジャパン株式会社
メディア統括部長

小出誠氏

デジタルインテリジェンス
代表取締役
横山隆治 氏

あなたにもできる、
コピーライターの発
想法。伝わることばの

つくり方とは？

BORDER inc.
クリエイティブディレクター

／CMプランナー
横澤宏一郎 氏

こんな時代に完売御礼！！
「CanCam」×「レタス
クラブ」に見る、雑誌の

力
株式会社小学館

女性メディア局チーフプロデューサー
嶋野智紀 氏

株式会社KADOKAWA
ビジネス・生活文化局 生活情報
ブランド部 レタスクラブ・コ
ミックエッセイ編集課 編集長

松田紀子 氏

『社内外に眠るデー
タをどう生かすか』

の著者が語る、
「データは集めてグ
ラフ化するだけでは

意味がない」
セミナー

株式会社フォーカスマーケティ
ング

代表取締役 中小企業診断士
蛭川速氏
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講演者

湖池屋 プライド＆イノ
ベーション 新商品で行
う企業リブランディング

株式会社湖池屋
マーケティング本部
マーケティング部 部長

柴田大祐 氏

いまさら聞けない
「周年企画」の始め方

～前任者不在、その時、
周年担当者は何をしなけ

ればならないのか～

株式会社アイ・コミュ二ケーションズ
代表取締役社長
臼井弥生 氏

さあ、取り乱せ。最先端
のVR技術を用いた非日常
体験の提供はどのように

生まれたのか？

株式会社バンダイナムコアミューズメント
プロダクトビジネスカンパニー
クリエイティブフェロー

小山順一朗氏
株式会社バンダイナムコアミューズメント

プロダクトビジネスカンパニープロデュースディビ
ジョンプロデュース1部

プロデュース2課マネージャー
田宮幸春氏

グローバル時代の
BtoB企業のブランド戦略

日本マイクロソフト株式会社
業務執行役員 コーポレートコ
ミュニケーション本部 本部長

岡部一志 氏

株式会社日立製作所
ブランド・コミュニケーション

本部長
平野泰男 氏

マス広告・デジタル・イン
フルエンサー、全てのコ

ミュニケーションタッチポ
イントを横軸でみるIMCの

導入及びリステリンの
最新事例

ジョンソン・エンド・ジョンソン
株式会社

コンシューマーカンパニー マーケティ
ング本部 メディア＆デジタルマーケティ

ング マネジャー
趙恩淳氏

いまマーケターは、
何を起点にブランド
を変革すればよいの

か？

株式会社博報堂
ブランド・イノベーションデザイン局

ソーシャルデザイン部部長
軽部拓氏
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講演者

午後の紅茶×ポッ
キー のコラボはなぜ
うまくいったのか？
新刊書籍『ブランド

の
コラボは何をもたら
すか』出版記念特別

セッション

CMOもシェアリング！？
会社に縛られない新しい

マーケターの働き方

人を動かす隠れた心
理「インサイト」の
見つけ方 ～マーケ

ターに求められる「人
間」を理解する力～
株式会社OFFICE MASA
代表 伊東正明 氏

株式会社デコム
代表取締役 大松孝弘 氏

「ググる」よりも「＃タ
グる」なインスタ世代に
マーケターはどう向き合
うべきか？（「シェアし
たがる心理」著者特別セ

ミナー）

株式会社電通 電通メディアイ
ノベーションラボ

副主任研究員 天野 彬氏

株式会社電通
コピーライター/インタラクティ

ブ・アートディレクター
坂本弥光 氏

株式会社電通
コピーライター/

コミュニケーション・プランナー
石本藍子 氏

キリンビバレッジ株式会社
マーケティング本部 マーケティン

グ部商品担当 主任
二宮倫子 氏

江崎グリコ株式会社
マーケティング本部 チョコレート
マーケティング部ポッキー企画グ

ループ 金澤 結衣氏

株式会社クー・マーケティング・カンパニー
代表取締役
音部大輔 氏

Strategy Partners/代表取締役社長
SmartNews

執行役員シニアバイスプレジデント
西口一希氏

オイシックスドット大地株式会社
執行役員 統合マーケティング部 部長

Chief Omni-Channel Officer
奥谷孝司氏
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来場者データ

1兆円以上

9.5%
5001億～9999億円

3.1%

1001億～5000億円

11.0%

501億～1000億円

7.2%

101億～500億円

17.3%51億～100億円

9.0%

11億～50億円

12.3%

10億円未満

18.5%

非会社組織・その

他

12.09%

経営者・役員クラ

ス

6.7%

本部長・部長クラ

ス

12.0%

課長クラス

16.1%

主任・係長クラス

16.5%

一般社員クラス

43.0%

その他

5.7%

マーケティング

30.0%

営業・営業企画

17.6%宣伝・広告

12.7%

広報・IR

9.2%

販売促進

5.9%

経営企画

1.9%

クリエイティブ

8.0%

ウェブ

4.0%

役員・取締役

2.8%

その他

7.9%

マーケティング
従事者

約4割が
課長以上

大企業
中心

一般企業

52.5%広告・マーケティング

38.1%

メディア

8.5%

その他

0.8%

5割が
広告主

業 種

役 職

職 種

年間売上
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協賛企業

66社協賛

一般社団法人 ISD個性心理学協会
大阪中央☆Astellas支部 株式会社キッズスター株式会社オーリーズ株式会社ウフル株式会社ウィルゲートInmagine123RF株式会社

株式会社Insight Tech
（不満買取センター運営）

アドビ システムズ
株式会社

コミックスマート株式会社
株式会社Core

株式会社幻冬舎ウェブマCrevo株式会社株式会社KIRINZ株式会社CUVEYES株式会社キャンバス株式会社ギフティ

Tunnel株式会社 トレジャーデータ株式会社／ 株式会社アイ・エム・ジェイ／ AppsFlyer／ SATORI株式会社
／凸版印刷株式会社／ 株式会社 PLAN-B／株式会社ブログウォッチャー／ 株式会社YUIDEA（共同出展）

株式会社ニューズピックス
日本郵便株式会社株式会社ナビタイムジャパン 株式会社ハルメク株式会社ネオマーケティング handy Japan株式会社 株式会社PR TIMES

株式会社ビービット MIL株式会社
ママ友チャンネル

株式会社PECO

株式会社
プラップジャパン

株式会社ビモクリ
株式会社

Faber Company
株式会社Bitstar フェイスブック ジャパン

株式会社

ユミルリンク株式会社株式会社
ユーザーローカル株式会社ヤプリ 株式会社

ライトパブリシティ ワンメディア株式会社株式会社LITALICO株式会社ラクス

ユニークビジョン
株式会社

株式会社ZEALS株式会社産業編集センター株式会社サイカコンテンツワークス株式会社 スマートシェア株式会社
株式会社

スパイスボックス
株式会社JUBILEE WORKS株式会社GIFMAGAZINE

SENSY株式会社株式会社3ミニッツ 株式会社ディー・エム広告社株式会社たき工房 東京カメラ部株式会社テクノスデータサイエンス・
エンジニアリング株式会社

TVISION INSIGHTS株式会社
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協賛メニュー
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1. 講演
• メニュー
• タイムテーブル
• オプション

2. 展示
• メニュー
• レイアウト
• イメージ
• オプション

3. 特別オプション・注意事項
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講演（メニュー）

2日間 1日間

プラン 講演S 講演A 講演B 講演C 講演S 講演A 講演B 講演C

来場人数 180人×2 140人×2 90人×2 60人×2 180人 140人 90人 60人

講演時間 40分

講演回数 2回（両日1回ずつ） 1回（講演日を選択いただきます）

社数 5社 5社 5社 5社 10社 10社 10社 10社

定価 価格についてはフォームよりお問い合わせください

講演枠 ※申し込み優先

展示ブース ブースC（1コマ） なし（オプション：ブースC35万円）

パンフレット 講演情報・ロゴ

公式Web 講演情報・ロゴ

アドタイ 事前告知

VIPパス 50人 40人 30人 20人 50人 40人 30人 20人

https://www.sendenkaigi.biz/other/inquiry/?r=r-mail
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講演（タイムテーブル）

S会場［180人］ A会場［140人］ B会場［90人］ C会場［60人］

S1 09:30 ～ 10:10 主催者企画 A1 09:30 ～ 10:10 主催者企画 B1 9:35-10:15 主催者企画 C1 9:35-10:15 主催者企画

S2 10:25 ～ 11:05 協賛企業講演 A2 10:25 ～ 11:05 協賛企業講演 B2 10:30-11:10 協賛企業講演 C2 10:45-11:25 協賛企業講演

S3 11:20 ～ 12:00 協賛企業講演 A3 11:20 ～ 12:00 協賛企業講演 B3 11:25-12:05 協賛企業講演 C3 11:40-12:20 協賛企業講演

S4 12:15 ～ 12:55 主催者企画 A4 12:15 ～ 12:55 主催者企画 B4 12:20-13:00 主催者企画 C4 12:40-13:20 主催者企画

S5 13:10 ～ 13:50 協賛企業講演 A5 13:10 ～ 13:50 協賛企業講演 B5 13:15-14:05 協賛企業講演 C5 13:40-14:20 協賛企業講演

S6 14:05 ～ 14:45 主催者企画 A6 14:05 ～ 14:45 主催者企画 B6 14:20-15:00 主催者企画 C6 14:40-15:20 主催者企画

S7 15:00 ～ 15:40 協賛企業講演 A7 15:00 ～ 15:40 協賛企業講演 B7 15:15-16:00 協賛企業講演 C7 15:40-16:20 協賛企業講演

S8 15:55 ～ 16:35 主催者企画 A8 15:55 ～ 16:35 主催者企画 B8 16:20-17:00 主催者企画 C8 16:40-17:20 主催者企画

S9 16:50 ～ 17:30 協賛企業講演 A9 16:50 ～ 17:30 協賛企業講演 B9 15:20-16:00 協賛企業講演 C9 15:40-16:20 協賛企業講演
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講演（オプション）

アドタイデイズ終了後、貴社のセミナーが受講できなかった方、
さらに詳しい話が聞きたいという参加者向けに
貴社単独のセミナーを別途開催いたします。

アフターフォローセミナー

来場者報告 ●来場者登録情報をCSVデータでご提供

レポート ●セミナーの内容は雑誌誌面にてレポーティング

企画構成
●セミナー当日の構成決定 ●講演者の決定
●タイトルの決定 ●スケジュール管理

今求められている
テーマを一緒に考えます！

告 知
●申込者へのメール ●申込受付サイト
●ターゲティングメール 貴社セミナー申込み者を

中心に集めます！

運 営
●当日の進行●受付対応
●機材セッティング ●アンケート回収 宣伝会議のセミナールーム

で開催

誌面は営業ツールに
Webは情報発信に



HOPE 新たなる希望

18

展示（メニュー）

プラン 展示S4 展示SS 展示AA 展示A 展示B 展示CC 展示C

コマ数 ４コマ 2連コマ 2連コマ １コマ １コマ 2連コマ １コマ

ブースゾーン S（入口正面） A（入口両脇） B（角コマ） C

定価 価格についてはフォームよりお問い合わせください

ブース
位置調整

※申し込み優先

パンフレット 展示情報・ロゴ

公式Web 展示情報・ロゴ

アドタイ 事前告知

VIPパス 50人 40人 40人 30人 30人 30人 30人

https://www.sendenkaigi.biz/other/inquiry/?r=r-mail
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展示（レイアウト）

※協賛社数により、レイアウトが
一部変更になる場合がございます。
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展示（イメージ）

■4コマブース

4m×4m展示

4コマブースは、
スペースでのお渡しになります。
電気容量2Kw設置いたします
※コンセントは4口設置

■基礎ブース使用：１小間＝１小間＝間口1,980ｍｍ×奥行き1,980ｍｍ×高さ2,700ｍｍ
・ブースパラペット、社名板（統一書体、規定色）
・設営は前日13時～17時までの4時間となります。
・会場内の展示（基礎小間設営）は事務局が一括して行います。

・インターネット回線や照明などは別途料金となります。
・隣接する出展者との境界には、システムパネル（黒）とパラペットによる間仕切りを設置します。
・基礎小間以外の設備は出展者負担となります。尚、料金のお支払いに関しては、運営事務局より請求書を発行いたします。
・各種装飾や什器設置は別途料金でのご用意、もしくは貴社お持ち込みとなります。

■2コマブース
4m×2ｍ展示
※コンセントは4口設置
※電気容量2Kw設置いたします

1980

3960

2
4
0
0

2
7
0
0

■1コマブース
2m×2m展示

※コンセントは2口設置
※電気容量1Kw設置いたします
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展示（オプション）

販促物など

実物展示したい

企業向け。

ブース内で具体的な

商談をしたい企業様向け。

ムービーをお持ちの

企業様向け。

モニタープラン ひな壇プラン テーブル・椅子設置プラン

バーコードリーダー

名刺交換ではなく、来場者パスにあるバーコードリーダー
を読み取っての情報取得が可能になります。
効率的なリード獲得を目指す出展者様にお勧めです。

バーコードリーダー 2台 貸与
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特別オプション・注意事項

ストラップスポンサー

来場者に配布する公式バッグへのロゴ印字、
バッグ内に貴社資料を同梱します。(A4 1枚)

バックスポンサー

来場者に配布する公式バッグに
貴社資料を同梱します。(A4 1枚)

資料配布スポンサー

ロゴが入ります。ロゴが入ります。ロゴが入ります。ロゴが入ります。

来場者に配布し、場内で首から下げる
ストラップに企業ロゴを印字します。

基本的に飲食物のノベルティ配布はできません
東京国際フォーラムでは、基本的に飲食物（缶・ビン・ペットボト
ル含む）に関して、ノベルティで配布することが禁止されています。
お菓子・飴なども同様で、衛生管理の都合上の理由で、会場側から
持ち込みNGを通達されています。飲食物を配布したい場合は、東京
国際フォーラム指定業者に発注する形で事前申請が必要となります。
営業担当に事前にご相談ください。

運営方針などで飲食物を配布したい場合
東京国際フォーラム側の手配でケータリングサービスがございます。
そちらに発注いただければコーヒーなどの提供が可能になります。
※東京国際フォーラム側での手配になります。

ご希望の場合、運営事務局より会場の担当者へ連絡の後、
担当者 をご紹介させていただきます。

■注意事項
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お問い合わせ

告知
PR

WEB
メール

全体

■お申し込み締め切り

空き枠や料金、実績などは
こちらのフォームよりお問い合わせください。

■お問い合わせ

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

ア
ド
タ
イ
デ
イ
ズ

開
催

4月23・24日

1月初旬
申し込みサイ

ト
OPEN

12月14日
一次締切

1月1日~
アドタイ

Web・新聞

2018年12月14日（金）
※各スポンサー社数が規定数に達し次第、締切となります。

※来場者の方に最適なフォーラムを企画するためにセミナー内容・
テーマの重複などを調整させていただく場合がございます。

https://www.sendenkaigi.biz/other/inquiry/?r=r-mail

