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宣伝会議とは

宣伝会議が持つ、広告主・メディア・広告業の方々とのネットワーク、そし

て約60年にわたる知識やノウハウを活用し、貴社の広告・マーケティング活動

における課題解決のお手伝いをいたします。雑誌とのクロスメディアによって、

より効果的なコミュニケーション、ブランドイメージの向上、商品・サービス

理解・認知度のＵＰにつなげることができます。

広告界に根差した雑誌「宣伝会議」を発行して64年。

企業の宣伝部門、マーケティング部門の皆様に、

最近のトレンド、注目の事例、

新テクノロジーの情報などを届けています。

また、広告界のポータルサイト「AdverTimes」を中心に、日々タイムリー

な情報を発信しています。月間PV100万、Facebookでは6万5千超のいいね！

がついていて、広告界のデイリーポータルサイトになっています。素早く情報

を広告界に届けたい、といったニーズにお応えします。

さらに、広告界の大型イベントとして、年間4回の大型イベントを開催してい

ます。4月「アドタイ・デイズ(春)」、6月「インターネット・マーケティング

フォーラム」、9月「アドタイ・デイズ(秋)」、11月「宣伝会議サミット」、

各テーマの最新トレンドを知ってもらうリアルイベントとして開催しています。

具体的なリードの獲得にお役立てください。

マーケティング 販促 広報・PR

ブランディング 店頭販促 メディアリレーションズ

予算配分 訪日観光客 インナー広報

データドリブン

マーケティング

データドリブン

マーケティング

データドリブン

マーケティング
アドテクノロジー 最新技術 危機管理

クリエイティブ

動画

コピー

データドリブン

マーケティング

コミュニケーション

デザイン

◆主なテーマ

広告・マスコミ界でのブランドを

構築し、商品・サービスの理解浸透

を図るために最適です。

編集部が記事風にまとめる

タイアップ広告も好評です。

雑誌と連動した編集タイアップや

トップページバナーなど、

多彩なメニューで貴社の

Webブランディングを実現します。

マーケティング、コミュニケー

ション関連講座をはじめ、

クリエイティブ、ビジネス全般に

おける様々な講座を展開しています。

書店流通のネットワークを活かし、

企業のブランド価値、

信頼度を高めます。

アイデア募集や啓蒙活動など、

読者参加型のコンテストが可能です。

潜在顧客に直接アプローチおよび、

宣伝広告界に対する、

リーディングカンパニーとしての

ブランディングが可能です。

雑誌 Web

講座
フォーラム
セミナー

書籍・年鑑 アワード

年間

200講座

20,000人

受講

年間

28,000人

来場

宣伝会議は、「出版事業」「教育事業」「イベント」を通じ、

広告界［マーケティング・コミュニケーション］に携わる方々に対して、

企業・サービス情報を確実に、深く伝えていきます。
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メディア企画（雑誌・Web書籍）

1
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各誌の年間スケジュール

宣伝会議 販促会議
月号 発売月 特集１ 広告企画 特集１ 広告企画

2019年

1月号 12/1 広告投資の説明責任 顧客シフト戦略

2019年

２月号 12/29 事業変革とマーケティング デジタル時代のマーケター特集 未来のスーパーマーケット

2019年

3月号
2/1

ブランド戦略の論点 /

宣伝部の業務効率化
求人企画 ショッパーマーケティング

2019年

4月号 3/1
データエクスチェンジ /

ミッドファネルマーケティング 企画書
Book in Book 企画

交通・OOH特集

2019年

5月号 4/1
メディア活用 /

現代「宣伝部門」の仕事

Book in Book 企画

注目のマーケティングソリューション 銀座 「販促コンペ」課題発表

2019年

6月号 5/1 エリアマーケティング ミレニアル世代 販促の平成史

2019年

7月号 6/1
商品開発 /

MR(Mixed Reality：複合現実) 宣伝部長特集 実店舗 × ネット

2019年

8月号 7/1 サブスクリプションモデル 採用・キャリア コラボ販促

2019年

9月号 8/1 パーソナライゼーション ブランドマネージャー特集 ダイレクトマーケティング

2019年

10月号 8/31
共感マーケティング /

アジアのインフルエンサー

「宣伝会議賞」課題発表 /

コンテンツマーケティング スポーツ × 販促

2019年

11月号 10/1
リサーチ /

チームづくり・マネジメント

「宣伝会議賞」オリエン発表 /

マーケティング投資の最適化 個客データ活用

2019年

12月号 11/1
人生100年時代のマーケティング /

RPA(Robotic Process Automation) 新しいインフルエンサー 消費者トレンド

2020年

1月号 11/30
広告×メディア×クリエイティブの

未来構想 BtoBマーケティング チャネル改革

2020年

2月号 12/28
総合広告会社のビジネス変革 /

消費者のコスパ感覚 デジタルマーケター特集 ポスト2020 販促の論点
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広報会議 ブレーン
月号 発売月 特集１ 広告企画 特集１ 広告企画

2019年

1月号 12/1 危機管理広報 ブレーン広告グランプリ2018

2019年

２月号 12/29 広報部アンケート PRイベントランキング 企画書・プレゼン

2019年

3月号
2/1 ブランディングと言葉

コーポレートブランディング

カンファレンスレポート
空間クリエイティブ

2019年

4月号 3/1
防災・風評被害対策 /

CSR 日本クリエイティブ史 求人特集

2019年

5月号 4/1
広報チーム /

専門広報・技術広報 アートディレクション
Book in Book 企画

Brand Brains

2019年

6月号 5/1
オウンドメディア /

ウェブ効果測定 キャラクター

2019年

7月号 6/1 危機管理広報史 商品・ブランド開発

2019年

8月号 7/1 インターナルブランディング 地域 × クリエイティブ

2019年

9月号 8/1 マーケティング × PR PR会社リスト 世界の広告

2019年

10月号 8/31 SDGs クリエイティブディレクターの仕事

2019年

11月号 10/1 地域ブランディング 映像表現 「BOVA」課題発表

2019年

12月号 11/1 スポーツとPR 新聞広告

2020年

1月号 11/30 危機管理広報 ブレーン広告グランプリ2019

2020年

2月号 12/28 広報部アンケート 企画書・プレゼン



掲載面 表4 表2見開き 表3 目次・グラビア対向 記事中見開き 記事中1P 記事中1/3P 編集タイアップ2P 編集タイアップ1P

価格 ¥1,050,000 ¥1,600,000 ¥850,000 ¥850,000 ¥1,350,000 ¥750,000 ¥430,000 ¥2,000,000 ¥1,200,000

色数 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー）

ページ数 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ

サイズ

(天地×左右)
260mm×197mm 277mm×420mm 277mm×210mm 277mm×210mm 277mm×420mm 277mm×210mm 242mm×54mm（枠付） 制作費込 制作費込

6

マーケティング・コミュニケーションの最新事例・トレンドを広告主企業に届ける月刊誌

創 刊：1954年

発 行：月刊（毎月1回）

定 価：1,300円（税込）

判 型：A4変形・160ページ

部 数：55,000部

販 売：全国有力書店ならびに電子書店、定期購読

領 域 広告・マーケティング担当者が求めるサービス

価格表

読 者 役職者が半数以上

宣伝会議は、1954年（昭和29年）の創刊以来、日本

の広告・マーケティング、クリエイティブの総合ビジ

ネス誌として発行しています。

宣伝・広告は、企業や商品の価値を高める／売上を向

上させるためのマーケティング施策として、時代とと

もに変化しています。宣伝会議は、マーケティング実

務の知識と情報を毎月お届けし、多くの読者の仕事に

活用されています。

メーカーやサービス、流通小売など広告主企業の広告・マーケティング業

務に携わるキーパーソンがメイン読者です。中心年齢は33歳。読者の半数

以上が役職につき、業務の意思決定をしています。

データドリブンマーケティング コーズリレーテッドマーケティング 広告予算配分の適正化

スマホ活用マーケティング コンテンツマーケティング カスタマーエクスペリエンス

ウェアラブルデバイス、IoT トリプルメディア戦略 ライフ・タイム・バリュー

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティングCSV、共創マーケティング 広告の効果測定 世界・地域のマーケティング



誌面事例
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社会で話題になっている事象や、これからやってくると予測される出来事などに関連させ

て、専門誌の切り口でマーケティングの今や未来を紹介。めまぐるしく変わりゆくマーケ

ティング・コミュニケーション分野のトレンドをつくる特集です。メディア情報や、デジ

タル・IT関連サービスを中心に、事例や対談企画など、最新情報をお届けします。

◆特集

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。

広告が読者にとっての重要な情報源になっています。

◆純広告

編集部が貴社のサービスや事例を取材。お客様事例や商品・サービスのレポート、貴社

のトップへのインタビューなど、読者に伝わるように魅力的にまとめます。誌面を抜き

刷りとして印刷し、貴社の営業ツールとしても活用できます。（別途オプション）

◆編集タイアップ広告

特集に合わせて、多ページでのプロモーション展開も可能です。

◆特集ジャック

エブリー

GIFMAGAZINE

日本経済新聞社

simpleshow Japan

楽天 電通 博報堂 アサツー ディ・ケイ
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店頭販売・プロモーションなど、販売現場の成功事例を紹介

掲載面 表4 表2見開き 表3 目次・グラビア対向 記事中見開き 記事中1P 記事中1/3P 編集タイアップ2P 編集タイアップ1P

価格 ¥1,050,000 ¥1,600,000 ¥850,000 ¥850,000 ¥1,350,000 ¥750,000 ¥430,000 ¥2,000,000 ¥1,200,000

色数 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー）

ページ数 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ

サイズ

(天地×左右)
260mm×197mm 277mm×420mm 277mm×210mm 277mm×210mm 277mm×420mm 277mm×210mm 242mm×54mm（枠付） 制作費込 制作費込

創 刊：1997年

発 行：月刊（毎月1回）

定 価：1,300円（税込）

判 型：A4変形・約160ページ

部 数：50,000部

販 売：全国有力書店ならびに電子書店、定期購読

領 域 「商品を売る」「人を集める」担当者が求めるサービス

価格表

読 者 ビジネスシーンで重要なプレゼンを行うことが多い層

企業のマーケティング活動において投資対効果に対す

る意識が高まり、「いかに販売に結び付けるか」とい

う販売促進への期待も高まっています。メーカーから

大手流通、小売店にいたるまで、豊富な事例をベース

に、通常は表に出てこない 成功のポイントを徹底分

析。日本で唯一の「販売促進」専門誌として、販売促

進にかかわる読者へのアプローチの機会を提供します。

日本で唯一の「販売促進」専門誌として、読者層が明確。GMSやSM、ド

ラッグストアのマーケティング本部、メーカー、製造小売業の販売促進部

門、小売店の店長など幅広い読者を抱えています。

オムニチャネル キャラクタータイアップ

シニア向けプロモーション 交通・OOH広告 プレミアムノベルティ

訪日観光客向けプロモーション データ活用 スマート決済

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング店頭ツール DM・チラシ 世界・地域のプロモーション

体験型イベント



誌面事例
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話題のテーマを深く掘り下げる

話題のキャンペーンから、消費者の動向まで、時宜にかなったテーマで特集を組みます。

現場で役立つノウハウや最新手法など、すぐに使えるヒントを掲載します。

◆特集

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。

広告が読者にとっての重要な情報源になっています。

◆純広告

編集部が貴社のサービスや事例を取材。お客様事例や商品・サービスのレポート、貴社のトップへの

インタビューなど、読者に伝わるように魅力的にまとめます。誌面を抜き刷りとして印刷し、貴社の

営業ツールとしても活用できます。（別途オプション）

◆編集タイアップ広告

NKB theStandard カルネコ サナギ新宿

三井住友カードアマゾンギフトカード カルネコ ユミルリンク ワイダープラネット
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広報・IR担当者の必読書

掲載面 表4 表2見開き 表3 目次・グラビア対向 記事中見開き 記事中1P 記事中1/3P 編集タイアップ2P 編集タイアップ1P

価格 ¥1,050,000 ¥1,600,000 ¥850,000 ¥850,000 ¥1,350,000 ¥750,000 ¥430,000 ¥2,000,000 ¥1,200,000

色数 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー）

ページ数 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ

サイズ

(天地×左右)
260mm×197mm 277mm×420mm 277mm×210mm 277mm×210mm 277mm×420mm 277mm×210mm 242mm×54mm（枠付） 制作費込 制作費込

創 刊：2005年

発 行：月刊（毎月1回）

定 価：1,300円（税込）

判 型：A4変形・144ページ

部 数：50,000部

販 売：全国有力書店ならびに電子書店、定期購読

領 域 経営・ブランド構築に欠かせない「広報」

価格表

読 者 経営企画室や宣伝・マーケティング関連部署、経営トップも

メディアリレーションズのみならず、社内広報からリ

スクマネジメントまで、幅広い業務を広報部が担当し

ています。企業のブランドを形成し、ビジネスの根幹

を築くコミュニケーションを担う広報部門の重要性は

増しています。企業・商品広報、リスク、IRなど実務

に役立つ広報の専門誌として最新の情報を提供します。

“企業は広報力で差がつきます”

大手から中小企業、大学、自治体、経営者から現場の担当者まで、経営や

ブランド構築、マーケティング活動に「広報」が欠かせなくなっています。

メディアリレーションズ マーケティングPR インナーコミュニケーション

記者発表・プレスリリース作成 コーポレートサイト運営 リスクマネジメント

コーポレートブランディング デジタル・ソーシャルPR 社内報・イントラネット

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング広報活動の効果測定 ネット上の炎上対応 IR



誌面事例
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時流に合うテーマを深掘りする

企業経営や組織活性化に寄与する広報、企業価値を高める広報ツール、商品を売

る戦略PR、ブランドを守るリスクマネジメント、ステークホルダーとの関係を強

化するイベントなど、大手企業や自治体、個人まで役立つ最新情報を提供します。

◆特集

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。

広告が読者にとっての重要な情報源になっています。

◆純広告

編集部が貴社のサービスや事例を取材。お客様事例や商品・サービスのレポート、

貴社のトップへのインタビューなど、読者に伝わるように魅力的にまとめます。

誌面を抜き刷りとして印刷し、貴社の営業ツールとしても活用できます。

（別途オプション）

◆編集タイアップ広告

ゼロイン 電通パブリック

リレーションズ

エレクトロニック

・ライブラリー

エレクトロニック

・ライブラリー

IDコンサルティング PR TIMES アクティオ onde

年間を通じて、貴社の社名・サービスをプロモーションしていきます。

編集部が取材先の広報担当から「どこに相談すればいいのか」と聞かれた際に、見せている

ページです。

価格：50万円（12か月）

◆広報会議「PRパートナー」

PRパートナー

※広報会議「PRパートナー」一覧

（2017年1月号掲載企業）

電通パブリックリレーションズ

ソーシャルワイヤー

カーツメディアワークス

ビルコム

Meltwater Japan

レクシスネクシス・ジャパン

エレクトロニック・ライブラリー

共同通信デジタル
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クリエイティブで企業課題を解決するための総合専門誌

掲載面 表4 表2見開き 表3 目次・グラビア対向 記事中見開き 記事中1P 記事中1/3P 編集タイアップ2P 編集タイアップ1P

価格 ¥1,050,000 ¥1,600,000 ¥850,000 ¥850,000 ¥1,350,000 ¥750,000 ¥430,000 ¥2,000,000 ¥1,200,000

色数 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー） 4C（カラー）

ページ数 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ

サイズ

(天地×左右)
260mm×197mm 277mm×420mm 277mm×210mm 277mm×210mm 277mm×420mm 277mm×210mm 242mm×54mm（枠付） 制作費込 制作費込

創 刊：1961年

発 行：月刊（毎月1回）

定 価：1,300円（税込）

判 型：A4変形・約144ページ

部 数：50,000部

販 売：全国有力書店ならびに電子書店、定期購読

領 域 広告コミュニケーションをベースとしたクリエイティブ全般

価格表

読 者 クリエイティブに携わるすべての人

創刊から55年。広告・デザインをはじめ、プロダク

ト、テクノロジー、アートなど、現代のマーケティン

グ・コミュニケーションに関わるあらゆるクリエイ

ティブのアイデアと考え方、その事例を紹介していま

す。読者はクリエイターを中心に、ジャンルを問わず

クリエイティブの仕事に携わる人たち。企業とクリエ

イターのコラボレーション企画も多数展開し、好評を

得ています。

「ブレーン」の読者は、世の中のトレンドやカルチャーに敏感な人たち。

仕事だけではなく、ライフスタイルにこだわりを持つ「クリエイティブ・

クラス」層です。

ブランデッドコンテンツ Webデザイン 企画書・プランニング

グラフィックデザイン デジタルインスタレーション コミュニケーションデザイン

プロダクトデザイン 映像（CM、オンライン動画） ソーシャルデザイン

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング空間デザイン コピーライティング 世界・地域のクリエイティブ



大阪コピーライターズクラブイースピリット YKK AP 求人広告

誌面事例
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最新のクリエイティブを徹底取材し、デザイン・広告の最先端と未来を予測する

編集構成

◆特集

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。

広告が読者にとっての重要な情報源になっています。

◆純広告

編集部が貴社のサービスや事例を取材。お客様事例や商品・サービスのレポート、

貴社のトップへのインタビューなど、読者に伝わるように魅力的にまとめます。

誌面を抜き刷りとして印刷し、貴社の営業ツールとしても活用できます。

（別途オプション）

◆編集タイアップ広告

テー・オー・ダブリュー ナナメ

雑誌への挟み込みの実施やオリジナルペー

ジ作成など、貴社ならではの企画を誌面で

実現します。詳細については商品企画担当

がお打合せさせていただきます。

◆カスタム企画

企業が課題テーマを出し、テーマ

に対するクリエイティブ作品を、

複数のクリエイターが持ち回りで

制作します。各クリエイターの感

性を元に、新たなクリエイティブ

が生まれます。

◆クリエイティブリレー

デザインフィル
竹尾（はさみ込み）

三井化学モンデリーズ・ジャパン
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マーケティング＆ITで企業の成長エンジンを起動させる！

創 刊：2014年

発 行：季刊

定 価：1,300円（税込）

判 型：A4変形判

部 数：50,000部

販 売：全国有力書店、定期購読

誌面事例

日本では、「マーケティング」＝「広告」と同義で捉

えられることが多く、広告に積極的ではない中小規模

の企業やBtoB企業では、「マーケティング」は自分た

ちに関係のない活動と捉えられることも多くありまし

た。しかし、そうした企業が現状抱える「売上不振」

の理由について話を聞くと、「人的営業に依拠したビ

ジネスモデルが行き詰っている」「既存顧客の離脱が

多く、新規開拓だけではカバーしきれない」など、ま

さにマーケティングが解決し得る課題が多く見つかり

ます。日本の約430万社に対し、 企業規模を問わ

ず、”マーケティング的思考”の裾野を広げ、多くの企

業の方々に役立てていただける実践ノウハウを紹介い

たします。

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。

広告が読者に とっての重要な情報源になっています。

領 域 中堅・中小企業に必要な「売れる仕組み」の作り方

売上拡大 ブランディング 顧客管理

パッケージ Webサイト リピーター創出

コンテンツ制作 新商品開発 アップセル／クロスセル

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング営業支援システム SPツール イベント出展

100万社のマーケティング

◆純広告

今、取り入れるべきシステム・サービスを、読者にわかりやすく伝える記

事を作成します。

◆編集タイアップ広告

吉村 大和広告

スペース サイズ（天地×左右・mm） 価格

表4 4C1P 260×197 ¥1,050,000-

表2見開き 4C2P 277×420 ¥1,600,000-

表3 4C1P 277×210 ¥850,000-

目次・巻頭グラビア対向 4C1P 277×210 ¥850,000-

記事中 4C2P 277×420 ¥1,350,000-

記事中 4C1P 277×210 ¥750,000-

フラクタ Faber CompanyGMOリサーチ

価格表

100万社のマーケティン

グ特別企画として4誌連

載企画や特集ジャック企

画なども実施可能です。

詳しくは担当営業までお

声かけください。
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今、マーケティング領域で求められる「編集力」とは？編集会議

創 刊：2000年

発 行：季刊

定 価：1,300円（税込）

判 型：A4変形判

部 数：30,000部

販 売：全国有力書店、定期購読

誌面事例

マーケターであり表現者であるWeb・雑誌の編集長

は、いま何を考えどんな取り組みをしているのか。ど

んなメディアやサービスが価値を生み出していくのか。

Webと出版のこれからをお伝えします。編集者・ラ

イターは業種業界をこえて、Webメディア・オウン

ドメディアなどでの活躍が求められる職種です。編集

会議は、Webと出版のこれから、更には編集力と

マーケティングのこれからをお伝えしていきます。

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。

広告が読者にとっての重要な情報源になっています。

領 域 専門スキルと思われがちな「編集力」をマーケティングに生かす

コンテンツマーケティング 編集 ライティング

メディア インサイト PR×コンテンツ

コンテンツ制作 インフォグラフィック オウンドメディア

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティングインフルエンサー 校正・校閲 企画力

◆編集タイアップ広告

スペース サイズ（天地×左右・mm） 価格

表4 4C1P 260×197 ¥900,000-

表2見開き 4C2P 277×420 ¥1,450,000-

表3 4C1P 277×210 ¥700,000-

目次・巻頭グラビア対向 4C1P 277×210 ¥700,000-

記事中 4C2P 277×420 ¥1,200,000-

記事中 4C1P 277×210 ¥600,000-

日本SPセンター

価格表

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン

ターゲットに向けた認知・関心の向上、

ブランディングに。

◆純広告

ライター・編集者の採用にご活用

ください。

◆求人広告

日本SPセンター

螢光E.T.



純広告 ホワイトペーパーダウンロード 記事広告

掲載面 スプレッドバナー ダブルレクタングル レクタングル 主・業選定(無) 主・業選定(有) 編集タイアップ

価格 ¥400,000 ¥650,000 ¥450,000 ¥700,000 ¥300,000 ¥480,000 ¥10,000／件 ¥20,000／件 ¥900,000

掲載方法 ローテーション ― ―

掲載期間 2週間 4週間 2週間 4週間 2週間 4週間 契約件数完了まで 誘導1か月

想定imp 16万 32万 9万 18万 9万 18万 500PV 1,000-3,000PV

サイズ(px) w1080×h100 w300×h600 w300×h520 別途規定 編集部制作
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マーケティング・コミュニケーションの最新情報を届けるWebメディア

公 開：2010年

更 新：毎日

PV 1,260,689／月 UU 365,103／月

価格表

読 者

AdverTimes（アドタイ）は、2010年11月にマーケティ

ング・コミュニケーション界のニュースサイトとして公開

しました。広告・マーケティング・コミュニケーションに

おける新サービスや人の動き、企業のキャンペーン事例や

新着CM情報、デジタルメディアの動向などを平日、毎日

更新しており、マーケターにとって欠かせないメディアと

なっています。また、マーケティング・コミュニケーショ

ン界のキーパーソンによる強力な執筆陣がコラムをアップ

し、読者からの好評を得ています。サイトはTwitter

（33,521人がフォロー）やFacebook（65,483人がいい

ね）などソーシャルメディアと連動して情報発信。それら

を通じて、読者の関心をつかみ、議論の場としても発展し

ています。

企業のコミュニケーション活動を担う、マーケティング、宣伝、販売促進、

広報、経営企画などの部門が読者。ターゲティングされた読者に対して情

報を発信しています。企業のコミュニケーション活動に携わる現場から決

裁権者までを読者として獲得。特に、モバイル（スマートフォン）からの

アクセスが伸びています。

データドリブンマーケティング コーズリレーテッドマーケティング 広告予算配分の適正化

スマホ活用マーケティング コンテンツマーケティング カスタマーエクスペリエンス

ウェアラブルデバイス、IoT トリプルメディア戦略 ライフ・タイム・バリュー

データドリブンマーケティング データドリブンマーケティング データドリブンマーケティングCSV、共創マーケティング 広告の効果測定 世界・地域のマーケティング

領 域 広告・マーケティング担当者が求めるサービス

企業のコミュニケーション領域に強いマーケターがメイン読者



誌面事例
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アドタイのバナー広告です。アドタイから広告掲載企業に誘導します。

◆バナー広告

貴社の特設ページをアドタイ上に制作。アドタイのタイアップ記事をまとめながら、

貴社コンテンツに誘導する企画です。

※詳細は担当までお問い合わせください。

◆特設ページ制作

記事として貴社の情報を紹介します。デスクトップ版だけでなくスマートフォン版にも

掲載されるほか、一般の記事と同様にソーシャルメディアやメールマガジンに掲載し、

情報を拡散させます。

◆編集タイアップ広告

エブリ―

AMD インテージ CRITEO MimiTV

アマゾンジャパン



周年・記念ブック インナーブック
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カスタム書籍

マーケティングコミュニケーション領域に強い宣伝会議が、

ターゲットを絞り込んだ専門書籍で、貴社の課題を解決します。

宣伝会議は63年間、マーケティングコミュニケーション領域の専門誌を発行してきました。

マーケティング、クリエイティブ、広報、販売促進の専門誌の編集や、年間15,000人が受

講する教育講座の企画にて、ターゲットの課題を解決するプロです。このような宣伝会議

のマーケティングノウハウで、貴社オリジナル書籍を発行し、「新しい顧客の獲得」、

「業界においての地位向上」、「自社の理念浸透」といった課題解決につなげます。

ブランド強化ブック

提唱したい新概念を

まとめて、専門性を

高める

深い理解を与える書

籍の特性を生かした

営業支援

単なる社史ではなく、

読まれ、理解される

記念書籍

インナーブランデ

ィング、社内啓蒙

のための冊子

商品・サービス紹介ブック

経営者の想い、ブランドのストーリー、企業の歴史を編集することで、

読み物として興味深く伝えることができます。

社史、ブランドブックなど。

マーケティング、クリエイティブの歴史を熟知しており、マーケティングコ

ミュニケーションの領域ではどこよりも体系だってまとめることができます。

— 宣伝会議の強み —

1. 営業ツール型

●多くの事例を一冊にまとめられる

●自社発信ではなく第三者の有料媒体という信頼感

企画書＜パンフレット＜抜き刷り＜書籍

広告業界に精通し、広告主にも強いパイプがあるため、

伝えたいことと伝えるべきことを、より効果的に編集できます。

— 宣伝会議の強み —

2. ブランディング型

第一人者になるには書籍が必須でありかつ効果的。

あるキーワードで調べたとき、書籍を出しているかで

その信頼性が判断されます。

業界人はもちろん影響力を持つインフルエンサー、トレンドメーカーに深く

アプローチしつつ、さらに自社メディアでトレンド化を推進できます。

— 宣伝会議の強み —

3. 周年・記念、インナー型
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全体で8～10ヶ月ほどで発行

◆スケジュール

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ヒアリング

企画提案

実施案作成

取材・原稿執筆

校正紙チェック

原稿・デザイン・タイトル確認

入稿・印刷

納品

プロモーション

約2週間

約2週間

約3週間

約2～3ヶ月間

約1ヶ月間

約1ヶ月間

約2週間

◆カスタム書籍のポイント

書籍という媒体は、パンフレットとは異なる特徴があります

ひとことでは言い表しにくい、きちんと伝えたい情報を届ける。それは、書籍の得意分野です。貴社

の魅力を1冊にまとめることは、自社らしさを体系的に整理し、事業の本質や原点を見直す、絶好の

チャンスでもあります。書籍を出したことで、取材や講演が増えたという著者も少なくありません。

保存性が高い。

１冊全体で、読み手の深い理解が得られる。

著者が書籍テーマにおける「先生」「第一人者」として

受けとめられやすい。

書籍の使い途は、多岐にわたります

書店での流通はもちろん、戦略的な配布で、見込み客の獲得やロイヤルティ向上につなげます。書籍

が世の中に流通することは、社会から認められたという証拠。ネットでの発信では追いつけない特別

な「価値」が、書籍にはあります。

既存顧客への配布。

見込み顧客への戦略的な献本。

社員・株主への配布などができます。
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年鑑

TCC コピー年鑑 ACC CM年鑑 マーケティング会社年鑑

◆主な読者層

広告制作・クリエイティブ分野におけるキーマンが

購読者

スペース サイズ（天地×左右・mm） 価格

4C・1P 270×180 ¥350,000-

1C・1P 270×180 ¥180,000-

1C・1/2P 132×180 ¥95,000-

◆メディアの特長

その年の広告・CMの優秀作を収録した企業の宣伝部をは

じめ広告会社、制作会社など、広告クリエイティブに携

わる関係者の皆さまに毎年購入頂いているメディアです。

◆媒体データ

発 行：毎年11月予定

部 数：10,000部

定 価：21,600円（税込）

判 型：A4判・ケース入り

販 売：全国有力書店

◆主な読者層

企業の宣伝部をはじめ、広告会社、CM制作会社、ポスト

プロダクション、テレビ局、ラジオ局など、映像・CMの

仕事に携わる関係者

◆メディアの特長

企業の宣伝部をはじめ、広告会社、CM制作会社、ポスト

プロダクション、テレビ局、ラジオ局など、映像・CMの

仕事に携わる関係者に、毎年ご購読いただいています。

◆媒体データ

発 行：毎年3月予定

部 数：10,000部

定 価：17,280円（税込）

判 型：A4判・ケース入り

販 売：全国有力書店

◆主な読者層

企業・官公庁の宣伝・広報担当者、広告会社

◆メディアの特長

広告関連会社データベースの書籍版。約2500社のデータ

を収録。パートナーを検索する機能を強化しました。

◆媒体データ

発 行：毎年6月予定

部 数：10,000部

定 価：16,200円（税込）

判 型：B5判・約1,000ページ

販 売：全国

価格表

スペース サイズ（天地×左右・mm） 価格

4C・1P 180×270（枠付） ¥300,000-

1C・1P 180×270（枠付） ¥200,000-

1C・1/2P 180×132（枠付） ¥150,000-

1C・1/4P 87×132（枠付） ¥80,000-

価格表

スペース サイズ（天地×左右・mm） 価格

広告企画（1C・1P） 本文スペースに準じます。 ¥500,000-

純広告（4C・1P） 230×154 ¥600,000-

純広告（1C・1P） 230×154 ¥400,000-

純広告（1C・1/2P） 112×154 ¥200,000-

純広告（1C・1/4P） 112×74 ¥100,000-

価格表



スペース 価格

純広告（4C・1P） ¥500,000-

純広告（1C・1P） ¥300,000-

純広告（1C・1/2P） ¥160,000-

表2見開き ¥750,000-

表3 ¥600,000-
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ブレーン広告年鑑 マスコミ電話帳

◆主な読者層

広告制作・クリエイティブ分野におけるキーマンが

購読者

◆メディアの特長

『ブレーン』で1年間に掲載した事例が一冊の年鑑に。

プランニングのヒントに、スタッフィングの資料にと

幅広くご活用いただけます。

◆媒体データ

発 行：毎年12月予定

定 価：4,104円（税込）

判 型：A4変形・約352ページ

販 売：全国有力書店

◆主な読者層

総合広告会社、大手SP会社、イベント会社、

企業の宣伝部、販促部 ほか

◆メディアの特長

急な依頼をすることが多い広告・マスコミ業

界でパートナー探しに活用されています。ビ

ジネスに役立つ厳選した約20,000件の企業

データを掲載しています。

◆媒体データ

発 行：毎年3月中旬予定

部 数：55,000部

定 価：2,000円（税込）

判 型：B6判

販 売：全国有力書店

価格表

スペース 色 サイズ（天地×左右・mm） 価格

表4 4C 158×108 ¥1,400,000-

表2 4C 160×110＜182×127断切も可＞ ¥1,100,000-

表2対向 4C 160×110＜182×127断切も可＞ ¥900,000-

表3 4C 160×110＜182×127断切も可＞ ¥1,050,000-

前付1P 4C 160×110＜182×127断切も可＞ ¥600,000-

前付2P 4C 160×238＜182×254断切も可＞ ¥1,100,000-

記事中1P 1C 160×105＜枠付＞ ¥350,000-

記事中1/2P 1C 80×105＜枠付＞ ¥200,000-

記事中1/4P 1C 40×105＜枠付＞ ¥100,000-

目次下【10社限定】 1C 40×105＜枠付＞ ¥200,000-

巻頭・記事風広告 ¥500,000-

価格表
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creator 広告界就職ガイド

「学生の広告界へのファーストコンタクト＝貴社」となる1冊。

これから広告界を研究する学生にとって、最初に読む本が就職ガ

イドです。大手広告会社と肩を並べて、貴社の魅力をアピールす

る絶好の機会です。

クリエイティブパートナー発見マガジン 広告界に特化した唯一の就職ガイド本

国内外の「効果があった」広告・コミュニケーション事例の紹

介や、先進的な取り組みを行う企業へのインタビューを通じて、

広告・コミュニケーションにおける「成果につながるクリエイ

ティブ」の重要性を読者に訴求するとともに、その実現のため

に必要なクリエイティブパートナーの情報をお届けします。

◆出稿のメリット

貴社の制作実績を、発注担当者に直接訴求します。

◆出稿のメリット

広告界に特化した唯一の就活本である本誌で貴社の情報を伝えることで競合他社との

差異化が可能です。

Webで無料の情報が手に入る時代に、

有料でも情報を得ようとする本気度の高い人材が集まります。
1.

広告界の情報が入りにくい学生にとって、

高い確率で貴社とのファーストコンタクトになるメディアです。
2.

広告界を目指す学生のため、将来、貴社へ仕事を発注する立場になるかもしれ

ない人も多数。そうした層へ貴社ブランドの向上に役立ちます。
3.

編集タイアップを活用することで、貴社の業務内容や特色をいま以上に

分かりやすく、親近感をもって伝えることができます。
4.

広告界就職講座、コピーライター養成講座にて本を配布したり、

掲載企業の紹介もしています。
5.

ターゲットへダイレクトに訴求できます。

→読者は広告主企業および広告会社の実務従事者の方々です。
1.

アンケート取材先など、1000社の有力広告主に勤呈します。

→確実にターゲットとなる企業に行き届きます。
2.

会社の強みとともに、実績を多数ご紹介します。

→読者はパートナー選びの際に実績を重要視します。
3.

すぐには捨てられず、長期間保存され、繰り返し読まれます。

→1年1度の資料性が高いメディアです。
4.

スペース 色 サイズ（天地×左右・mm） 価格

2ページ（見開き） 1C 本文スペースに準じます。 ¥1,500,000-

1ページ 4C 本文スペースに準じます。 ¥750,000-

2ページ（見開き） 1C 本文スペースに準じます。 ¥1,000,000-

1ページ 1C 本文スペースに準じます。 ¥500,000-

価格表

1ページ 4C 210×148/190×128（ブリード版/枠付） ¥600,000-

1ページ 1C 210×148/190×128（ブリード版/枠付） ¥350,000-

1/2ページ 1C 90×128（枠付） ¥250,000-

編集タイアップ広告

純 広 告

スペース 色 サイズ（天地×左右・mm） 価格

2ページ（見開き） 4C 本文スペースに準じます。 ¥200,000-

4ページ（見開き） 4C 本文スペースに準じます。 ¥380,000-

価格表

抜き刷り（1,000部） 4C 本文スペースに準じます。 ¥150,000-

ライティング 4C 本文スペースに準じます。 ¥50,000-

レイアウト 1C 本文スペースに準じます。 ¥50,000-

イベント お問い合わせください。 ¥400,000～

記事体広告

オプション

※記事体広告の入稿は完全データでお願いいたします。
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イベント・セミナー企画

2
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イベント年間スケジュール

50名規模

10,000名規模

2019年2月18日（月）

来場人数：150名規模

対象：スポーツを自社のマーケティン

グに活用したい企業のマーケティング、

宣伝、販促、Web責任者・企画担当者

スポーツマーケティング

コレクション2019 2019年5月23日（木）、24日（金）

来場人数：200名規模

対象：シティプロモーションに取り組

む自治体の企画課、広報課、観光課の

責任者・担当者の集客に特化。

自治体マーケティング

広報フォーラム

【アドタイ・デイズ2019(春)】

2019年4月23日（火）、24日（水）

来場人数：10000名規模

対象：『宣伝会議』『販促会議』『広報

会議』『ブレーン』4媒体を統合した

宣伝会議の幅広いステークホルダー。

【インターネット・マーケティング

フォーラム(SIMC)2019】

2019年6月4日（火）、5日（水）

来場人数：6000名規模

対象：企業のWeb、デジタル、マーケ

ティング、販促部門の責任者・担当者な

どデジタルマーケターの集客に特化。

【SIMC2019大阪】

2019年7月11日（木）

来場人数：500名規模

対象：大阪・関西地域のデジタルマー

ケターの集客に特化。

東京 2019年1月24日（木）

札幌 2019年1月29日（火）

大阪 2019年2月8日（金）

名古屋 2019年2月15日（金）

金沢 2019年2月22日（金）

福岡 2019年3月1日（金）

来場人数：30～200名規模

対象：企業のWeb、デジタル、マーケ

ティング部門の責任者・担当者など。

デジタルマーケティング

カンファレンス2019

1 2 3 4 5 6 7 82019
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9 10 11 12 1 2 3 42020

東京 2020年1月24日（金）

※予備 1月23日（木）

名古屋 2020年1月31日（金）

大阪 2020年2月7日（金）

札幌 2020年2月14日（金）

金沢 2020年2月21日（金）

福岡 2020年2月28日（金）

来場人数：30～200名規模

対象：企業のWeb、デジタル、マーケ

ティング部門の責任者・担当者など。

デジタルマーケティング

カンファレンス2020

【SIMC2019福岡】

2019年10月11日（金）

来場人数：500名規模

対象：福岡・九州地域のデジタルマー

ケターの集客に特化。

【SIMC2019名古屋】

2019年10月25日（金）

来場人数：500名規模

対象：名古屋・東海地域のデジタル

マーケターの集客に特化。

【宣伝会議サミット2019】

2019年11月12日（火）、13日（水）

来場人数：5000名規模

対象：企業のCMO、ブランドマネー

ジャー、事業部責任者、宣伝部長、販促

部門長、Web責任者など、ブランド広告

主のエグゼクティブ層の集客に特化。

【宣伝会議サミット2019大阪】

2019年12月10日（火）

来場人数：3000名規模

対象：大阪・関西地域のブランド広告

主のエグゼクティブ層の集客に特化。

【アドタイ・デイズ2019(秋)】

2019年9月4日（水）、5日（木）

来場人数：10000名規模

対象：『宣伝会議』『販促会議』『広報

会議』『ブレーン』4媒体を統合した

宣伝会議の幅広いステークホルダー。

【アドタイ・デイズ2020(春)】

来場人数：10000名規模

対象：『宣伝会議』『販促会議』『広報

会議』『ブレーン』4媒体を統合した

宣伝会議の幅広いステークホルダー。
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AdverTimes Days Spring アドタイ・デイズ（春）

●企業の広告宣伝、販促、マーケティング責任者・実務担当者

●企業のWeb企画責任者・実務担当者、Webマスター

●企業の製品事業部責任者、ブランドマネージャー、営業部門

●広告会社、制作会社、マーケティング関連会社

◆想定来場者

マーケティング＆クリエイテビティの力で、新しい企業コミュニケーションを考える

◆前回実績 来場人数：10,609人

業 種 職 種 役 職 企業規模

アドタイ・デイズ2018出展企業（一部）

アイ・エム・ジェイ アドビ システムズ Inmagine123RF

ウフル オーリーズ KIRINZ 幻冬舎ウェブマ

コミックスマート コンテンツワークス サイカ SATORI

産業編集センター GIFMAGAZINE スパイスボックス

SENSY たき工房 TVISION INSIGHTS 東京カメラ部

トレジャーデータ 凸版印刷 ナビタイムジャパン 日本郵便

ニューズピックス ハルメク PR TIMES ビービット

BitStar フェイスブック ジャパン プラップジャパン

PECO ヤプリ ユミルリンク ライトパブリシティ

LITALICO ワンメディア

会 期：2019年4月23日(火)、24日(水)

会 場：東京国際フォーラム

料 金：展示 50万円～200万円（予定）

講演 90万円～400万円（予定）
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インターネット・マーケティングフォーラム

デジタルマーケティング領域における広告・マーケティング・クリエイティブの総合フォーラム

◆前回実績 来場人数：4,594人

業 種 職 種 役 職 企業規模

●企業のWebマーケティング責任者・企画担当者

●企業の宣伝、販促、マーケティング責任者・企画担当者

●広告会社、制作会社、マーケティング関連会社

◆想定来場者

会 期：2019年6月4日(火)、5日(水)

会 場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

料 金：講演 130万円～600万円（予定）

インターネット・マーケティングフォーラム2018出展企業

UNCOVER TRUTH トライベック・ストラテジー

ビービット アユダンテ GIFMAGAZINE

ソネット・メディア・ネットワークス 電通デジタル

handy Japan Viibar 日立ソリューションズ BitStar

ブライトコーブ フラクタ プレイド Macbee Planet

ユーザーローカル ユニークビジョン ゆめみ

アンダーワークス GumGum Japan ストロボ

ティーリアムジャパン プラスアルファ・コンサルティング

富士通 ヤプリ アイアクト アクティブコア ウフル

オーリーズ サムライト JION ZETA ブレインパッド

メディックス リスティングプラス wwwaap
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AdverTimes Days Autumn アドタイ・デイズ（秋）

1万人来場のイベント「アドタイ・デイズ」が秋に初開催

◆アドタイ・デイズ2018実績

業 種 職 種 役 職 企業規模

●企業の広告宣伝、販促、マーケティング責任者・実務担当者

●企業のWeb企画責任者・実務担当者、Webマスター

●企業の製品事業部責任者、ブランドマネージャー、営業部門

●広告会社、制作会社、マーケティング関連会社

◆想定来場者

来場人数：10,609人

アドタイ・デイズ2018出展企業（一部）

アイ・エム・ジェイ アドビ システムズ Inmagine123RF

ウフル オーリーズ KIRINZ 幻冬舎ウェブマ

コミックスマート コンテンツワークス サイカ SATORI

産業編集センター GIFMAGAZINE スパイスボックス

SENSY たき工房 TVISION INSIGHTS 東京カメラ部

トレジャーデータ 凸版印刷 ナビタイムジャパン 日本郵便

ニューズピックス ハルメク PR TIMES ビービット

BitStar フェイスブック ジャパン プラップジャパン

PECO ヤプリ ユミルリンク ライトパブリシティ

LITALICO ワンメディア

会 期：2019年9月4日(水)、5日(木)

会 場：ベルサール高田馬場

料 金：展示 50万円～200万円（予定）

講演 90万円～1200万円（予定）



宣伝会議サミット2018出展企業

グーグル合同会社 YouTube プロダクトマーケティング

スリーエム ジャパン フロムスクラッチ IRIS アイリッジ

エムスリー クラスメソッド

ソネット・メディア・ネットワークス Dropbox Japan

日本アイ・ビー・エム Viibar フラクタ プレイド

popIn ユーザーローカル ユニークビジョン オーリーズ

クロスフィニティ Group IMD コニカミノルタ

CCCマーケティング 日本郵便 BitStar ビモクリ

VNNニュースチャンネル 富士通 ブレインパッド

ブレインパッド ヤプリ Repl-AI wwwaap

●企業の宣伝、販促、マーケティング責任者・企画担当者

※役職者が中心

●企業のWebマーケティング責任者・企画担当者

●広告会社、制作会社、マーケティング関連会社

◆想定来場者

29

宣伝会議サミット

マーケティング責任者が数多く来場 広告主企業から高く支持されるイベント

会 期：2019年11月12日(火)、13日(水)

会 場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

料 金：講演 180万円～650万円（予定）

◆前回実績

業 種 職 種 役 職 企業規模

来場人数：5,543人
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カンファレンス・コレクション

デジタルマーケティングカンファレンス コーポレートブランディングカンファレンス

先を見据えたコーポレートブランディングを実践していく中で必要となる知識、

ノウハウ、パートナー企業の情報などをケーススタディも交えてお伝えします。

◆想定来場者

メーカー、サービス業の

・広報部門 ・経営企画部門

・コーポレートコミュニケーション部門

・マーケティング担当者

Girls Marketing CollectionSports Marketing Collection

デジタルマーケティングに共に取り組むパートナーを紹介する場として、

東京に加えて札幌・大阪・名古屋・福岡・金沢の全国6都市で開催します。

◆想定来場者

企業のWeb、マーケティング担当・

責任者など

スポーツ協賛やスポーツマーケティングに興味関心のある企業の責任者・

担当者が、ジャンル・テーマ別にマーケティングのあり方について議論します。

◆想定来場者

スポーツを自社のマーケティングに活用したい

・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、Web責任者・企画担当者

・自治体のスポーツ事業関連責任者・担当者

女性向けの商品・サービスを扱う企業の責任者・担当者が、業種・カテゴリー

別にマーケティングのあり方について議論します。

◆想定来場者

女性向けサービス、商品を扱う

・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、Web責任者・企画担当者

◆出展料金

講演 40万円～130万円（予定）

◆出展料金

講演 90万円～230万円（予定）

◆出展料金

講演 120万円～200万円（予定）

◆出展料金

講演 40万円～520万円（予定）
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自治体との取り組み

全国から、自治体のプロモーション・PR担当者が集まり、シティプロモーショ

ンに関する「知」を集約する場です。

全国シティプロモーションサミット2018 in 佐賀 自治体マーケティング広報フォーラム

講演やブース展示での交流を通じてまちの特色を活かした創意工夫や経験を共

有し、課題の解決に向けて意見交換を行います。

◆来場者

自治体の企画課、観光課、広報課など

シティプロモーションに関わる部署の方

◆出展料金

講演 100万円～230万円

展示 35万円

◆想定来場者

自治体の企画課、観光課、広報課など

シティプロモーションに関わる部署の方

◆出展料金

講演 160万円～310万円（予定）

＜武雄市＞ 武雄ブランド構築事業＜宮崎市＞ ソーシャルビジネス実践講座

地域で働く・暮らすイメージと知識を身につけ

るソーシャルビジネス実践講座を開講。首都圏

在住で今後宮崎への移住やUターンをお考えの

方等を対象に、地域ビジネスの企画立案や実践

手法について、実際に宮崎を題材にしながらプ

ロの講師陣から学びます。

ワークショップ、公募型コンテストを通じ、武雄の魅力や目指すまちの姿を分

かりやすく表現した「ブランドイメージ」や「ロゴ」を制作します。

◆来場者

首都圏在住で宮崎県へのUターンや移住、

または地域で働く・暮らすことに興味がある方
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実施のメリット

全体の流れ

カスタムセミナー

開催告知・集客、セミナー開催、レポート掲載までのパッケージ企画

貴社のサービスに合わせたテーマ設定で、ビジネスマッチングの場をご提供します。

宣伝会議では貴社のターゲットにあわせてセミナー開催を行い、ビジネス拡大をはかるオリジナル

セミナーを開催しています。開催告知・集客には60年以上にわたり構築してきた広告主、広告業の

データベースを活用するため、質の高い来場者が集まるほか、ターゲティングされたリードの獲得が

可能です。「新規リードを獲得したい」、「見込顧客を開拓したい」とお考えの方、このカスタム

セミナーをぜひご活用ください。

セミナー運営
来場者：企業のマーケティング部、宣伝部、事業部、広報部、

経営企画、デジタル戦略、広告会社 他

●当日の進行 ●受付対応

●機材セッティング ●アンケート回収

セミナー企画構成
●セミナー当日の構成決定 ●講演者の決定 ●会場の選定

●タイトルの決定 ●スケジュール管理

●雑誌の誌面にて告知 ●ターゲティングメール

●宣伝会議HP内の申込受付サイト ●DM
セミナー告知

セミナー来場者報告 ●貴社セミナーの来場者個人情報をCSVデータでご提供

セミナーレポート ●雑誌誌面もしくはAdverTimesにてレポーティング

認知獲得

深い訴求

リスト獲得

1. ターゲティングされたリードの獲得ができます。

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、

目的意識を持つ来場者のリードを獲得できます。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。

2. ブランド構築にお役立てください。

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、業界のリーディングカンパニーであるというサー

ビスの信頼感を育てます。

3. 宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ。

『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。

料 金

Aプラン（120名）

Bプラン（60名）

350万円 （会場費込み・宣伝会議セミナールーム）

220万円 （会場費込み・宣伝会議セミナールーム）

※アドタイプランは250万円

見込み顧客の顕在化、ブランド向上にお役立てください。
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研究会

意識の高い関係者（広告主・有識者）とともに議論を繰り広げる研究会。

専門家としての知見とノウハウをもとに、貴社のブランド構築をつくることが目的です。

研究会の全体像

生活者のライフスタイルや趣味趣向は日々変化しています。その生活者たちが選ぶブランドやサービスになる

ために、企業はさまざまなマーケティング戦略を立て、メディア露出や販売計画、デジタル施策、コミュニ

ケーション活動を行っています。

研究会は、メーカーの宣伝部・マーケティング部・販売促進部・営業部や、流通・小売のプロモーション部な

ど、研究会プロジェクトの会員化を通じて、企業同士のネットワークをつくり、各社の課題について議論を深

めます。

また、研究会の開催レポートを対外的にPRすることによって、貴社の潜在顧客に向けたブランディングを支

援し、その後においては、意識の高い企業の担当者を集めたセミナーの開催を通して、新規顧客の獲得、既存

個客の取引拡大をめざします。

食品 飲料

流通小売 化粧品

有識者

（大学教授など）

研究会参加企業の依頼（例） 研究会の開催 セミナーの開催

Step1.

業界キーパーソンを研究会のコアメンバーとして

召集。定例の研究会を開催し、今の施策、業界や

各社の考える課題、今後の取り組みなどを共有。

ボードメンバーを集めて

定期的に研究会を実施

Step2.

研究会の概要やセミナーの告知を行う特設Web

サイトを公開。登録者にはメールマガジン会員と

して定期的な情報配信を実施。

研究会に関心のある

意識の高い会員を募集

Step3.

メールマガジン読者を中心にセミナーに招待。

研究会のボードメンバーで話し合われた内容を

もとに、セミナー形式で発表の場をつくる。

研究成果の発表の場として

セミナーを開催

Step4.

幅広い潜在ニーズをもつ顧客層に対して、啓蒙を

狙う。専門家として貴社の信頼度を高め、営業支

援につなげる狙い。研究会への参加も促進。

セミナーレポートを掲載
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コンテスト企画

3
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公募型コンテスト

プロのクリエイター・プランナーを巻き込み、貴社の課題を解決する新しいアイデアを募集します

広告のプロが応募・審査することで

「本当に伝わる」表現が集まります。

実際に活用できる表現を募集するには、単純に「応募を

集める」、「審査を行う」だけではなく、応募作品の

“質”と、それを選ぶ審査の“目”が重要になってきます。

メッセージを伝えたい相手の目線に立った、響く表現を

実際に活用してこそ、より多くの人にメッセージを届け、

行動を促すことが可能になります。宣伝会議の公募型コ

ンテストでは、募集ターゲットから審査まで、プロのク

リエイター・プランナーを巻き込むことで、応募作品の

質を高め、その中から本当に響く表現を選ぶことができ

ます。

カスタムコンテスト事例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広告界の

専門誌で

告知を実施

・コピーライター

・プランナー

・デザイナーなど

プロが多数応募

質の高い

応募作品が

集まる

トップ

クリエイター

・プランナー

による審査

優秀作を実際の

広告として

展開が可能

ピンクリボンデザイン大賞 DASSAI DESIGN AWARDMetro Ad Creative Award MOBILE CREATIVE AWARD
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アワード

宣伝会議賞
●コピー、テレビ・ラジオCMのコンテが集まります。

●課題への応募作品は8,000～12,000作品です。

◆宣伝会議賞とは

生活者と企業をつなぐコピーを追及して半世紀。

日本最大の公募広告賞です。

糸井重里氏、林真理子氏など、言葉を生業にするプロフェッショ

ナルたちが、登竜門として参加してきた広告賞。

近年、一般生活者、学生からの応募数も急激に増加しており、

毎年最高応募作品数を更新しています。

第57回宣伝会議賞

協賛申込締切：2019年6月30日予定

◆企画のポイント

① 様々な切り口のコピーが集まります。

② 集まった切り口はリサーチデータにも活用いただけます。

③ コピーは実際の広告やプロモーションに活用いただけます。

◆主催メディア

宣伝会議

課題発表号 課題ページ

第56回 協賛企業一覧

一般部門

オージス総研 OpenStreet(HELLO CYCLING) カクイチ キッコーマン

キヤノンマーケティングジャパン 牛乳石鹼共進社 京セラ 霧島酒造 グルメ杵屋 クレディセゾン

工学院大学 構造計画研究所 さくらインターネット サマリー 沢井製薬 サンゲツ サントリー

JVCケンウッド 清水建設 ジャパンホームシールド セメダイン ソニー損害保険

大成有楽不動産販売 大同メタル工業 大和証券 大和リース 竹中工務店 チョコレートデザイン

ディーエムソリューションズ 伝統的工芸品産業振興協会 東急建設 東京ソワール 東洋紡

トクヤマデンタル 日通商事 日本ガイシ 日本触媒 日本アルコン 日本数学検定協会

日本レジストリサービス バスクリン パナソニック ハピネット PR TIMES(Jooto)

PR TIMES(PR TIMES) FIXER 富士通 三井製糖 三菱一号館美術館 明治座 メルカリ ヤフー

ロイヤリティ マーケティング(Ponta) 和田興産

中高生部門

赤城乳業 アサヒ飲料 ECC外語学院 エイベックス・アーティストアカデミー 河合塾

キョクトウ・アソシエイツ ザ・プロアクティブカンパニー ジャパンフリトレー 大修館書店

永谷園 日本アルコン 日本速脳速読協会 日本デザイン振興会 バンダイナムコアミューズメント

ブリヂストンサイクル マンダム ユニアデックス 読売中高生新聞

中高生部門 出張授業 贈賞式

第55回 グランプリ

「 現金なんて、お金の無駄づかいだ。」 課題：クレディセゾン 応募者：林 次郎 氏
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アワード

●販促・プロモーションアイデアが、

企画書で集まります。

●1課題への応募作品は60～120作品です。

第11回販促コンペ
協賛申込締切

2019年2月28日予定

◆企画のポイント

① プロ・アマ問わず、斬新なアプローチでコミュニケーション課題を解決するための

アイデアが集まります。

② 応募された企画アイデアを、実際に活用してプロモーション企画、キャンペーン展開、

商品開発などに活用いただけます。

③ 広告・SP分野での新規発注先の開拓も可能です。

◆主催メディア

販促会議

課題ページ課題発表号

●オンライン動画作品が集まります。

●1課題への応募作品は20～40作品です。

◆企画のポイント

① プロが考え抜いたオンラインリードの「アイデア」と「動画」が集まります。

② 優れたアイデアは実際に使用することもできます。

③ 企画・クリエイティブ分野での新規発注先の開拓も可能です。

◆主催メディア

ブレーン

課題発表号 課題ページ

第7回BOVA
協賛申込締切

2019年7月31日予定

アイ・トピア 青山商事 アサヒビール(生ビール) アサヒビール(焼酎)

アスカネット 池田模範堂 ウェルネスフロンティア 大関 カルビー

キングジム クラシエホームプロダクツ コニカミノルタプラネタリウム

サンリオエンターテイメント スタジオアリス 住友化学園芸

セブン-イレブン・ジャパン 中部国際空港 東京海上日動あんしん生命

日本グッドイヤー 日本航空 日本農産工業 はくばく

B-R サーティワン アイスクリーム 不二家 渕上ファインズ(Dress the Life)

ミルボン 八重洲地下街 有楽製菓 ロイヤリティ マーケティング(Ponta)

ローランド

第10回 協賛企業一覧

アットホーム カンロ ジョルダン デンソー ナプラ

パイロットコーポレーション ピクテ投信投資顧問 富士フイルム

渕上ファインズ(Dress the Life) フラグスポート(マニフレックス)

三井ホーム 三越伊勢丹 森永製菓 ヤマハ

第6回 協賛企業一覧
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マーケティング企画

4



費用：年間150万円
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スタートアッププラン

アドタイ・デイズ パートナー企画アドタイ メルマガ広告

宣伝会議の中でも一番来場人数の多いアドタイデイズへ

のブース出展は、初めて宣伝会議と取引を行う企業様に

「宣伝会議のネットワーク」を知っていただくためにも

お勧めしております。来場する、情報感度の高いマーケ

ターたちに、ブースにて貴社の商品・サービスのプロ

モーションを実施します。また、名刺交換をすることで、

具体的なリードを獲得します。

「アドタイ」では、毎朝メルマガ会員向けに前日の注目

コンテンツを紹介するメールマガジンを配信しています。

メルマガ内に広告を掲載することで、新着情報を求めて

いる読者に情報訴求をすることが可能です。「自社セミ

ナーの告知」、「コンテスト企画への応募促進」など、

締め切りが迫ってくる企画への情報訴求には効果的に活

用いただけます。もちろん、サービス訴求で活用いただ

くことも可能です。

宣伝会議・販促会議・広報会議で、各誌がお勧めする企

業として掲載します。1年間、継続して誌面に露出を確保

することができ、また、編集部が取材の際に「どこかお

勧めの企業はありませんか？」と質問を受けた際にお見

せするページなので、問合せ効果が期待できます。

セミナー集客

PRパートナー
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リード獲得＆潜在顧客発掘プラン

イベント2回出展 パートナー企画アドタイ オリジナルページ作成

年に2回、イベントに出展をすることで、継続的にリード

を創出していきます。貴社の商品・サービスに合わせて、

展示・講演のお勧めを弊社担当からご提案させていただ

きます。

マーケター必読である「アドバタイムズ」に、貴社のオ

リジナルページを作成します。特設ページにセットに

なっているタイアップ記事以外に、アドタイコンテンツ

になった記事も、特設ページ内に格納。宣伝会議・販促

会議・広報会議・ブレーンに出稿いただいた、タイアッ

プ記事のアドタイ転載記事の格納。さらには、純粋記事

として貴社の記事が掲載された場合は、その記事コンテ

ンツも格納していきます。

宣伝会議・販促会議・広報会議で、各誌がお勧めする企

業として掲載します。1年間、継続して誌面に露出を確保

することができ、また、編集部が取材の際に「どこかお

勧めの企業はありませんか？」と質問を受けた際にお見

せするページなので、問合せ効果が期待できます。

PRパートナー

費用：年間1200万円



費用：年間6000万円
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リード獲得＆ブランディング＆人材戦略 トータルプラン

イベント4回出展 カスタムセミナー雑誌 年間出稿 人材教育・採用

年に4回、宣伝会議の主催する4大イベン

トに出展をすることで、継続的にリードを

創出していきます。貴社の商品・サービス

に合わせて、展示・講演のお勧めを弊社担

当からご提案させていただきます。

編集タイアップ、もしくは純広告の形で年

間出稿をする企画です。継続的に誌面に登

場することで、業界内でのご出稿企業様の

ポジションを確立していきます。連載形式

で、貴社サービスについての深い理解を訴

求することができます。また、クライアン

トとの登壇形式で貴社サービスのメリット

を訴求することも可能です。

貴社のサービスに合わせたテーマ設定で、

ビジネスマッチングの場をご提供します。

宣伝会議が蓄積してきたデータベースを活

用するため、質の高い来場者が集まるほか、

ターゲティングされたリードの獲得が可能

です。「新規リードを獲得したい」、「見

込顧客を開拓したい」というニーズにお応

えします。講演内容やタイトルについては、

専属の企画担当がつき、サポートをいたし

ます。

宣伝広告・マーケティング業界では「人」

こそが企業の成長に不可欠です。即戦力を

獲得するためには宣伝会議グループで広告

業界特化型人材紹介会社のマスメディアン

がサポートいたします。また、人材の育成

に関しては、マーケティング・クリエイ

ティブ領域の教育事業を手掛ける宣伝会議

が、貴社に合った研修プログラムをご提案

いたします。
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会社概要

会社名

創刊

所在地

事業内容

URL

株式会社宣伝会議

1954年4月 月刊「宣伝会議」

東京（本社）

札幌・仙台・名古屋・金沢・大阪・広島・福岡

■出版事業

月刊「宣伝会議」「販促会議」「ブレーン」「広報会議」

季刊「編集会議」「100万社のマーケティング」

マーケティング&クリエイティブのニュースサイト「AdverTimes」

Web 「日本の広告会社」「デジタルマーケティングナビ」「宣伝会議キャリアナビ」

書籍 年鑑・年刊書籍の発行

専門/一般書籍の編集・出版 など

■教育事業

マーケティングコミュニケーションに関する講座、教育研修

各種研修・セミナーの企画・実施

■イベント事業

「AdverTimes Days」「インターネット・マーケティングフォーラム」

「宣伝会議サミット」の企画・運営

http://www.sendenkaigi.com/
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拠点一覧

東京本部

北陸本部

北海道本部

東北本部

中部本部

九州本部

関西本部

中四国本部

〒107-8550

東京都港区南青山3-11-13

新青山東急ビル9階

Tel. 03-3475-3010

〒060-0001

北海道札幌市中央区北一条西4-1-2

武田りそなビル6階

Tel.011-222-6000

〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1

仙台ファーストタワー11階

Tel.022-266-6981

〒920-0853

石川県金沢市本町1丁目5-2

リファーレ10階

Tel. 076-224-3010（代表）

〒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6階

Tel. 052-952-0311（代表）

〒530-0003

大阪府大阪市北区堂島2-1-31

京阪堂島ビル5階

Tel. 06-6347-8900（代表）

〒730-0051

広島県広島市中区大手町2-11-10

NHK広島放送センタービル13階

Tel.082-545-7311

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2-14-8

福岡天神センタービル7階

Tel. 092-731-3331（代表）



お問い合わせ

株式会社宣伝会議

法人様窓口

Tel : 03-3475-3010

Mail : houjin@sendenkaigi.com


