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株式会社宣伝会議 広告申し込み締め切り 2015年8月5日

広告企画

地域にはキラリと光るクリエイティブ制作会社がある。
場所に依存しない働き方を考える

特集：Uターン・Iターンクリエイター採用特集

優秀なクリエイターがオリジナリティを発揮して、
活躍できる環境があるということを伝えます。
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中途の募集をかけても、
なかなか東京のクリエイターから

応募が無い。

最先端のスキル、
感度の高いセンスを持った
クリエイターを採用したい。

地域で本当に活躍
できるかどうか心配

地元に戻りたいけど、
どんな会社があるかわからない



テクノロジーの進化にともない、
クリエイターは場所の制約から解放された。

ブレーン編集部が注目する地域の制作会社として
紹介される企画です。

POINT1

Uターン・Iターンでの働き方を考えるクリエイターに、
貴社認知を拡大するチャンスです。

POINT2

と沖で仕事が注目されている会社として、
仕事とクリエイターが紐づいた認知をひろげます。

POINT3

各地域で活躍する制作会社としてブランディングしていただくとともに、
東京で働くクリエイターに向けて、Uターン・Iターンをして、地域で働くことの魅力と
意義をお伝えしていきます。

PCメインでのクリエイティブワーク、通信の発達により、クリエイターの働き方は場所に依存する必要
がなくなっています。
実際、クラウドソーシングにおいて生計を立て、活躍するクリエイターも多く存在します。

場所の制約が無いからこそ、生活をする土地柄、文化、人との交流が、クリエイターの仕事にいい
化学反応をおこすと考えています。

本特集では、地域で活躍する制作会社の皆さんに焦点を当て、仕事、社風、チームを紹介して
いきます。

地域でクリエイティブワークをすることの価値は？

雄大な環境が
はぐくむクリエイティブがある。



本企画のポイント
貴社の魅力を一番伝わる誌面を作ります

働く環境と仕事

Check

・貴社での働き方やチーム、オフィス
にフォーカスを当てる切り口です。
・事例だけを見ていると分からない御
社での働き方も、画像を文面と共
に誌面で展開することで「貴社だか
らこそ、この仕事ができた」という理
解を促進します。
・社内の環境などにフォーカスを当て
ることで、「こういう環境で働きたい」
という気持ちを醸成します。

貴社の社員チームや
オフィス環境

チームで取り組んだ
仕事の事例紹介

社内での働き方、
求める能力

活躍する人材と仕事

Check

・貴社の中でも特に活躍している人材や
代表などにフォーカスを当てる、人を立
てた切り口です。
・その人が、どのような働き方で活躍をし
ているのかをブレーンで取り上げることで、
業界内でも有名な、会社の顔となる
人材となります。
・人にフォーカスを当てることで、個人とし
てのスキルアップのイメージを付けたり、
その人と一緒に働きたい、という気持ち
を醸成します。

活躍している社員の写
真を掲載します

どのような働き方で活躍
をしているのか、スキル
アップをしているのかを取

り上げます。



本企画のポイント
貴社の魅力を一番伝わる誌面を作ります

会社のビジョンとコンセプト

誌面の連動と拡散

Check

・代表の考えや貴社の方針、コンセプト
についてフォーカスを当てる切り口です。
・企業としてどのような成長イメージを
持っているのか、仕事の進め方や働き
方を取り上げることで、今後の方針や
知られていない側面を訴求することが
できます。
・ビジョン・コンセプトにフォーカスを当てる
ことでミスマッチを起こさず、共に会社を
発展させることができる人材に訴求す
ることができます。

こだわりを持って
取り組んだ仕事の事
例を紹介します。

企業としてどのような成長イメージを
持っているのか、仕事の進め方や働き
方を取り上げます。

記事ページと求人ページを連動します

誌面での展開 デジタル版での展開

■Twitter & Facebook 
ブレーン：Twitter + Facebook 21,115フォロワー
アドタイ：Twitter + Facebook 65,022フォロワー



本企画特別プラン

カラー2ページの記事 求人1ページ
デジタル版
への転載 キャリナビ＆

ソーシャルメディア

通常235万円（税別） 130万円（税別）

人材紹介会社を使った採用活動に必要な経費で
ブランディングと求人ができる企画です

Check
広告・宣伝・Web・マーケ人のための転職・求人サイト【宣伝会議
キャリアナビ（キャリナビ）】を活用して、情報の拡散と誘導を図ります。

人材紹介会社経由で年収400万の人を採用すると平均で120万の費用がかかります。
今回、特集企画を組むことで、普段ではできないボリューム感と価格を両立しています。
また、人材紹介業のマスメディアンも、転職希望者との面談でブレーンの本企画の誌面を見せながら紹介しています。
誌面で会社情報が詳しくわかることで、ミスマッチが格段に減ります。
ブレーンで求人広告を出すことで貴社で活躍する人材募集をしつつ、会社のブランディングにもつながります。



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

申し込み〆切 2015年8月5日
タイアップ取材期間 2015年7月20日～8月20日
校了予定日 2015年9月15日

広告料金

スケジュール

・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。

（標準）

Aプラン
通常235万円（税別） 130万円（税別）

Bプラン 95万円（税別）

求人1ページ
キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア

カラー2ページの記事 求人1ページ
デジタル版
への転載 キャリナビ＆

ソーシャルメディア

1ページの記事

Cプラン 35万円（税別）

求人1ページ
キャリナビ（標準）＆
ソーシャルメディア



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27年 月 日

ブレーン11月号「クリエイターのU・I特集」に広告を申し込みます。

ふ り が な

貴 社 名

ふ り が な

所 在 地

人事責任者

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）

□ Aプラン 編集タイアップ2P+求人1P+WEB ￥1,300,000-

□ Bプラン 編集タイアップ1P+求人1P+WEB ￥950,000-

□ Cプラン 求人1/2P+キャリナビ ￥350,000-

○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




