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宣伝会議が提供する価値

広告界のキーマンとのネットワークを通して、セミナーを成功に導きます。

宣伝会議2015年6月号
「有力企業80社宣伝部長の戦略」

宣伝会議2015年2月号
「デジタル時代のマーケター50人のビジョン」

宣伝会議2014年9月号
「ヒット商品を手掛ける
30人ブランドマネージャーの戦略」

販促会議0215年5月号
「販促の実務家100人のアイデア会議」

広報会議2015年2月号
「広報という仕事」
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宣伝会議のネットワーク

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」を毎月発行しており定期購読者を中心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

年間100講座10,000名の輩出

各誌年間1,000名以上

年間4大フォーラムで
1万5,000名の来場

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

デジタル

メディア
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

PV：1,280,000/月
UU：355,503 /月

51,907 /いいね！
25,505 /フォロー
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共同セミナー開催のメリット

見込み顧客の顕在化、ブランド向上にお役立てください。

1. ターゲティングされたリードの獲得ができます。来場者はセグメントが可能です。
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。

2. ブランド構築にお役立てください。
講演を通して貴社のブランドを作ります。
サービスの深い理解を促し、業界のリーディングカンパニーであるいということを印象付け、サービスの信頼感を育てます。

宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ
おかげさまで宣伝会議は昨年創刊60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「アドバタイムズ」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。

3.

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ご提供します
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セミナー開催事例

様々な企業・団体のセミナーをサポートしています。

■産業編集センター

■日経メディアマーケティング ■AdNear

■フリークアウト

■Google

■国境なき医師団
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開催テーマ例

ソーシャル
メディア

効果測定
Facebook
活用

WEBメディア マスメディア
WEB

構築・運営

アプリ

コミュニケーション
デザイン

ＥＣサイト構築 グローバル広報 オウンドメディア
リサーチ

アクセス解析

O2O 戦略PR
動画配信
サービス

位置情報
マーケティング

貴社が訴求したいテーマにあわせてセミナーを開催いたします。
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具体的なフロー

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

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

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
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青山通り

表参道
A4出口

至 六本木

至 渋谷

至 原宿

至 外苑前

新社屋

宣伝会議は2015年5月「新青山東急ビル」に移転いたしました。
移転に合わせ、170名収容、100名収容の、新しいセミナールームを併設。

青山の立地で、貴社との共同セミナーを開催いたします！

宣伝会議本社ビル新社屋に移転



新セミナールーム

最高の立地。
最高の環境。
最高の設備。



告知・レポートについて

■ウエブマーケティングサービス

■カスタマージャーニー

■デジタルマーケティング

■動画

雑誌の特性に合わせて読者への告知、セミナー開催後は、講演者の紹介やプレゼンテーションの内容をレポートの形で紹介し、
企業やサービスに対する読者の関心を高めます。
また、実際に営業活動で誌面を紹介しながら商談を進めるケースもあり、保存性も高く、さまざまな活用方法があります。

セミナーのテーマに応じて、メインとなる雑誌を選定。
告知、レポートを雑誌を通して広告界に伝えていきます。

■レポート■雑誌の特徴

宣伝部、マーケティング部
にリーチ

販促部、小売流通
にリーチ

デザイン部門、クリエイター
にリーチ

広報部にリーチ

■告知
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アドバタイムズ活用特別プラン

■メニュー
【告 知】アドバタイムズレクタングルバナー

セミナー特設ページの解説（バナー掲載）
【セミナー】プランに応じた人数集客
【レポート】①セミナー当日 アドバタイムズのニュースとして当日実施簡易レポート掲載

②約2週間後 アドバタイムズの記事コンテンツとして詳細レポート掲載

告知・レポートをアドバタイムズのみで完結させる特別プラン。

PR

※PR企画の表記が入ります。

※Pick Upから誘導

レポートセミナー告知

※アドタイ内にセミナー告知ページ解説

※レクタングルバナーにセミナー情報告知

プランに応じて集客・運営していきます
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メニュー

Aプラン 120名：350万円 Bプラン 60名：220万円

セミナー企画

タイトル・構成企画:2部

800,000

タイトル・構成企画:2部

400,000

出演者 出演者

会場費（170名セミナールーム） 会場費（100名セミナールーム）

スケジュール管理 スケジュール管理

セミナー告知

誌面1ページ 600,000 誌面1ページ 600,000

宣伝会議HP受付サイト

1,200,000

宣伝会議HP受付サイト

600,000メール集客 メール集客

セミナー運営 当日進行 当日進行

アドタイメルマガ 2回配信（1週間） 100,000

レポート 誌面1ページ 800,000 誌面1ページ 800,000

レポートWeb転載 デジタル版・アドタイ 300,000 ※オプション

特別値引 ▲300,000 ▲200,000

※レポートデジタル版・アドタイ転載 追加：300,000
※アドバタイムズ特別プランは、Aプラン：350万円、Bプラン：250万円になります。
※150名以上の集客セミナーを希望される場合、別途営業担当にご相談ください。
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お問合せ

■カスタムセミナー メニュー

・Aプラン （120名） 350万円
・Bプラン （60名） 220万円

・集客応援パック
アドバタイムズを活用した集客施策メニューです。
短期で集客をしたい皆様にご活用頂けます。

本社 〒107-8335 東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階
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：03-3475-3010 FAX：03-3475-3075
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

■開催までのスケジュール

・3か月前にお申し込みください。
※講演者スケジュールや来場者告知などに時間がかかる場合がございます。

■その他のメニュー

・雑誌タイアップの2次利用（ツール）
雑誌に掲載したタイアップ広告誌面を抜き刷りにするサービスです。
セミナー等で配布頂けます。

※上記はあくまで目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

※150名以上の集客をご希望の場合は別途ご相談ください。
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