販 売 促 進 の 成 功 事 例 を 総 力 取 材、
店頭・イベント・キャンペーン・ECの専門月刊誌！

媒体資料

「 商 品 を 売 る」
「人を 集 め る」
実践に役立つ販売促進の専門雑誌

ヤマト運輸「宅急便コンパクト」
「ネコポス」

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が高まっています。
「販促会議」は、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かった成功のポイントを徹底分
析します。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。

アディダス ジャパン 「Choose Your Color」

サンスター「G・U・M CUBE」

WALPA store GINZA

コカコーラ「ハッピーをあげよう。
」

アサヒビール「アサヒスーパードライ スペシャルパッケージ」
日本生命 × 渋谷ヒカリエ「ピンクリボンプロジェクト Ready to go!」

有楽製菓「ブラックサンダー」義理チョコを配る自動販売機

ゴディバジャパン「GODIVA Surprise Messenger」

全日本空輸「Enjoy! Photo Park 2020 Presented by ANA」

カインズ「CAINZ LiveGreen STORE」

ニューヨーカー銀座店
「販促会議」で紹介された事例写真

店頭、インターネット、イベント、各種ツールなど販売促進にかかわる多様な領域をカバー
・FSP
・会員向け冊子
・シニア向け施策
・ダイレクトメール
・ポイントサービス
・POP、店頭ツール

・O2O
・環境貢献型キャンペーン
・ネットスーパー
・店頭スタッフの接客・販促
・価格戦略
・イベントホール、イベントスペース

・会員サービス、メールマガジン
・顧客向けセミナー、販売会
・スマートフォンアプリ活用
・ビッグデータ活用
・店頭販売員など人的販促
・電子メディア（タブレット、デジタルサイネージ）

・デモンストレーション
・ECサイトのユーザビリティー向上
・ソーシャルメディア活用
・展示会・催事
・交通広告、OOH
・ポスティング、折込広告

・店頭行動分析
・コンタクトセンターセンター活用
・クーポンによる来店促進
・サンプリング、体験会
・購買意欲の喚起（プレミアム、ノベルティ）
・クロスMD、POSデータ活用

・RFID活用
・動画活用
・販促ツールのクリエイティブ
・イベントツール（入場管理、イベント演出）
・フリーペーパー、フリーマガジン
・企画書作成、プレゼン手法

メディアデータ

誌面内容

媒体概要
創刊：1997 年 発行 月刊（毎月１日発行）
定価：1,300 円（税込） 発行部数：50,000 部
判型：A4 変型（271× 210mm）
・ 無線とじ・約 160 ページ
販売方法：全国有力書店ならびに定期購読 編集・発行：宣伝会議

印刷
Web・モバイル関連

4.6%

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、

「特集」－話題のテーマを深く掘り下げる

「連載」－注目事例やノウハウを解説

小売店の店長など幅広い読者を抱えています。

話題のキャンペーンから、消費者の動向まで、時宜にか
なったテーマで組む特集です。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。

小売・流通企業トップへのインタビューから、話題
のお店の内装、業界別のプロモーション事例など、
毎号さまざまな切り口で紹介します。

【最近の特集】

【最近の連載内容】

G M S 、S M 、ドラッグ
ストア、流 通・小売、商
社、通信販売、EC ほか

その他
5.4%

7.5%

・販促の実務家 100人のアイデア会議

・トップの現場力

・検証! エヴァンゲリオン起用プロモーション

・今月のひとめぼれプロモーション！

・事例＆海外潮流に学ぶ

・ヒットの仕掛人に聞く！

成功するネット×リアルの集客・販促

Close View

その他
5.4%

We bマーケティング会
社、Webメディア ほか

流通
21.5%

広告業
35.0%
広告・SP
22.9%

定期購読者層
メーカー
20.6%

59.6%

総合広告 会 社、S P 会 社、
制 作 会 社 、ダイレクトマー
ケティング会社、イベント企
画・実施会社 ほか

サービス
17.5%

飲 食 店、ホテル、旅 行 会
社、通信、銀行、保険、金
融、不動産 ほか
その他 3.4%

20代前半

7.7%

22.2%

宣伝 4.6%

24.1%

マーケティング
6.1%

年齢

20代後半
22.1%

バイヤー
9.7%

32.2%

現場で活躍している
30代前後が読者の中心

10.2%

9.6%

10.2%

地域

関東
49.7%

営業

経営者・役員
30代

中部

九州・沖縄

職種
19.3%
企画

関西
21.3%

16.2%

広告・販促のプランナー、
流通・メーカーの販促担当者が読者

「ニュース」－いま押さえるべきトピックス

ビジネスの最前線で活躍する「プロ」の企画書を
公開。プランニングのコツ、プレゼンテーションの
テクニックを紹介。

話題のキャンペーンやイベントからプロモーション
のヒントにあるアイデアとテクニックを抜き出した
「アイデア＆テクニックス」や、販売促進に関わる
新商品や業界動向を紹介する「SP EXPRESS」。

・新スマートフォン発売プロモーション

中国・四国 3.1%

販売促進

マル秘公開 これがプロの企画書だ！

【最近の企画書】

北海道・東北 6.1%

12.4%

40代

食品、飲料、衣料品、化
粧品、トイレタリー、日
用品 、電 気 製 品 、自動
車、住宅 ほか

その他 5.4%
印刷 4.4%

50代

広告主

関東・関西が７割を占める

【最近のニュース】

・スマートフォン連動玩具シリーズの次期商品の提案

・車両丸ごと「真っ白」な電車広告（ライオン）

・Ｚ美術館における新規来館客の開拓を目的とした提案

・ユーチューブでCMリミックス（資生堂）
・眼鏡のドライブスルーを出店（JINS）

広告事例

営業・リード獲得支援のご紹介
「純広告」－認知拡大に貢献

宣伝会議

広告が読者にとっての重要な情報源になっています。毎号掲載することで、
ブランディングにも役立ちます。

プロモーション＆クリエイティブフォーラム

メーカーや小売流通の販促担当者、広告会社・SP会社のプランナーを中心に約6000名が来場するイベント。協
賛企業は講演やブース展示を実施でき、
自社のツールやサービスを直接アピールする場所を提供いたします。
その他 4.1%

コンサルティング 2.8%
マスコミ 3.6%

メーカー
22.9%

SP・印刷
6.9%
IT関連
8.8%

来場者業種

制作会社
10.6%

インティメート・マージャー

オリコム

日本郵便

アルプスPPS

編集部が貴社のサービスや事例を取材。読者に伝わるように魅力的にまとめます。

協賛社による講演

サービス 6.4%
金融 3.3%

広告会社
18.1%

東京国際フォーラムでの展示会

「編集タイアップ広告」－問い合わせの増加や営業活動の支援に貢献

流通
9.1%

公共・団体 1.8%
学校・教育機関 1.6%

カスタムセミナー
貴社のターゲット層を中心に60～200名を集めて、
セミナーを開催します。来場者の情報を提供するとともに、
セミ
ナーのレポート記事を
「販促会議」に掲載します。
リード獲得とブランディングが実現するプランです。

CONNECTIT

告知広告

大日本印刷

石田大成社

SP パートナー 一覧
編集部おすすめの販売促進支援企業とし
て、貴社の強みを紹介します。

「販促会議」編集部が貴社のサービスやノウハウ、
事例などをまとめた戦略書籍を制作します。

最近の広告掲載企業一覧
ディーエムソリューションズ株式会社

株式会社アマナインタラクティブ

株式会社東急エージェンシー

株式会社 NKB

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

カルビー株式会社

株式会社東具

株式会社サイバーエージェント

トッパン・フォームズ株式会社

株式会社ジェイアール東海エージェンシー

トビ―･ テクノロジー・ジャパン株式会社

株式会社昭栄美術

日本郵便株式会社

株式会社大広

株式会社マピオン

株式会社丹青社

森ビル流通システム株式会社

セミナーレポート

カスタム出版

ネオマーケティング

株式会社 AOI Pro.

告知広告

メリット

世界のダイレクトマーケティング
最前線 2012
―DMA 国際エコー賞に学ぶ

スマートフォン・マーケティング
―ブランドアプリに見る企業の
コミュニケーション戦略

１．
営業力の強化につながります
書籍を出版している企業として見られるため、取引先からの信頼度アップ
や、
ブランド向上による営業の支援になります。
２．
企業・組織の活性化につながります
出版社が発行、貴社が著者（編者）
として「書籍」に関わることで、
ステーク
ホルダー全体から評価や信頼を高められます。
３．
ブランドの大きな向上が期待できます
書店、
ネット書店を訪れる幅広い潜在顧客に対し、書店をＰＲの場として活
用できます。
さらに、
書評などメディアに取り上げられる可能性もあります。

販促会議

企画コンペティション
プロモーション企画を募集する日本最大級の
公募コンペティション
「販促会議 企画コンペティション」とは、協賛企業から商品・
サービスのプロモーションに関する課題を出していただき、その
課題に対する解決策として、応募者からのアイデアを企画書形
式で幅広く募集し、審査・贈賞を行うコンテストです。広告界の
プランナーの登竜門になっており、実際に企業に提案できるチャ
ンスとして、応募者は本賞に大きな関心を寄せています。

「宣伝会議 販促・集客＆メディアフォ
ーラム（現：プロモーション＆クリエイテ
ィブフォーラム）」での協賛企業賞・フ
ァイナリスト作品の展示の様子

キリンビール

クレハ

参天製薬

富士フイルム

「販促会議 企画コンペティション 2012」ではグランプリ作品が実際に商品化！
富士フイルムイメージングシステ
ムズは、インスタントカメラのチェ
キ「instax mini 25」の特別企画商
品として、「販促会議 企画コンペ
ティション 2012」のグランプリ
作品「365 チェキ !」の企画アイデ
アをもとにして「チェキ mini 25
BABY BOX」 を 発 売。 一 日 一 枚、
赤ちゃんの写真を撮影し、赤ちゃ
んの成長を簡単に写真に残すこと
ができるセットになっている。
『販促会議』でのグランプリ発表

