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雑誌を作るスキルだけが
編集だと思っていませんか？

いま企業のあらゆる情報発信に編集が求められている！
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編集物

広告料金

純広告

260mm×197mm
277mm×420mm（断ち切り版）
277mm×210mm（断ち切り版）
277mm×210mm（断ち切り版）
277mm×420mm（断ち切り版） 
277mm×210mm（断ち切り版）

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

※記事体広告は、1ページあたり￥50,000-（税別）プラスとなり、「PR」の文字を規定の位置にお入れいたします

●広告原稿の入稿形態は、編集タイアップ以外はすべて、完全データでお願いいたします。　●広告料金は前金とさせていただきます。　
●広告の体裁、内容などにつき、当誌に不適当と思われる内容は、掲載をお断りすることがあります。　●消費税は別途となります。

スケジュール

発売日の35日前／
掲載スペースに限りがあります。
お早めにお申し込みください。

発売日の25日前／
掲載原稿の内容は事前に編集部がチェックし、
表現を変更していただく場合もございます。

お申し込み
（スペース
ご確認）

01 02 03
原稿ご入稿 掲載

www.sendekaigi.com/media-info
特集内容の企画書はWEBサイトよりダウンロードできます

表4
表2見開き
表3
目次・巻頭グラビア対向
記事中
記事中

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに
原稿寸法（天地×左右）スペース 料金（税別）色数掲載面

編集タイアップ

本文スペースに準じます
本文スペースに準じます

2P
1P

4C（カラー）
4C（カラー）

※編集部にて取材し、原稿を制作いたします。上記金額は制作費1ページあたり￥200,000-（税別）を含んだ価格となっております。
※追加取材や地方出張に伴う交通費、宿泊費など、別途料金が発生する場合がございます。ご相談ください。

記事中
記事中

¥1,600,000（制作費¥400,000込み）
¥800,000（制作費¥200,000込み）

より詳細に伝えたい商品やサービスの理解浸透に
原稿寸法（天地×左右）スペース 料金（税別）色数掲載面

求人広告

253mm×174mm
115mm×174mm 

1P
1/2P

2C
2C

求人広告+WEB情報１ヵ月間
求人広告+WEB情報１ヵ月間

¥350,000
¥250,000

即戦力となる人材の募集に

本社 〒107-8550 港区南青山 5-2-1 TEL：03-6418-3331 FAX：03-6418-3339
 北海道本部 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西4-1-2 TEL：011-222-6000 FAX：01 1-222-6670
東北本部 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1 TEL：022-266-6981 FAX：022-266-6986
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 TEL：052-952-0311 FAX：052-952-0312
関西本部 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31 TEL：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944
中国四国本部 〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル TEL：082-545-7311
九州本部 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル7Ｆ TEL：092-731-3331 FAX：092-731-3151

問い合わせ先

原稿寸法（天地×左右）スペース 料金（税別）色数掲載面

1P
2P
1P
1P
2P
1P

¥900,000
¥1,450,000
¥700,000
¥700,000
¥1,200,000
¥600,000



1
POINT

「編集会議」の4つの特徴とつよみ
読者は編集者やライターだけでなく、
それぞれの立場でコンテンツの発注を行うクライアント担当者

これまでの広告、販促、広報の各活動の限界を突破する。
コンテンツの企画と発注のノウハウを事例を交えて紹介

コンテンツはネタづくりからデリバリーまですべてが編集。
クライアント担当者が抱える三大課題を解消

ブランディングからリード獲得まで。
目的に応じた『編集会議』の活用と組み合わせ

媒体概要

2000年（平成13年）

「編集会議」とは

2
POINT

3
POINT

4
POINT

●創刊

不定期刊●発行

1,200円（税別）●定価

A4変型判　約144ページ●判型

30,000部●発行部数

全国有力書店、ならびに弊社教育講座●販売

編集が雑誌の編集者やライターの専門スキルだったのは昔のこと。今や企業の宣伝、販促、広報、Web
の担当者も自社の施策を編集の視点で見直すスキルが求められています。入手できる情報量が爆発的
に増えたことで、いまや知りたいことだけ検索すればそれで生活者は意思決定を行うことができます。
それゆえに企業側としてコミュニケーションを取るためには、まるで雑誌の編集者のように生活者の関
心をもとにした情報発信が求められるようになってきています。そこで編集会議ではこれまで目的に応
じて各誌毎にご紹介していたものをコンテンツという横串に通してノウハウや事例をお伝えする編集会
議を刊行いたします。

読者は編集者やライターだけでなく、

それぞれの立場でコンテンツの発注を行うクライアント担当者。1
POINT

いま、求められるのはいま、求められるのは

繰り返し見たくなるコンテンツ。
コンテンツそのものの力でバズるクリエイティブ。

宣伝や販促、Webなどで
予算を取りあっており、

物を買う、ファンを増やすための
ロジックが知りたい。

企業発信では話題が拡散しにくい。
クリエイティブの質によって
結果が左右されてしまう。

「攻めの広報」の一環として
Facebookに取り組んでいるが、
取り上げるネタがワンパターンで

マンネリ化している。

認知してもいまの生活者は
買わないので、

生活の中に自然とブランドが
出ていくことを狙いたい。

商品そのものを伝える広告とは違う！
企業の担当者は企画や社内調整に悩んでいる。

発注する前に くじける前に

ロングセラーブランドのため
若年層の取り込みが

課題となっているが老人の
ブランドだと思われている。

本当ならお金をつぎ込んで
雑誌やテレビもやりたいが
予算的にほとんどできない。
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コンテンツはネタづくりからデリバリーまですべてが編集。

クライアント担当者が抱える三大課題を解消

課 題 機能するコンテンツを定期的に発信できない1

自社の商品やサービスに関する情報はごまんと
あるのに、それをコンテンツに変えるノウハウが
ない。コンテンツ化できるネタが本当はあるの
に、社内のリソースが足りないと感じている担当
者は少なくありません。先進的な企業では予算
などに制約があるからこそ、生活者側にコンテ
ンツをつくらせるなどの工夫をしている企業も
あります。そこで編集会議では目的に応じたコ
ンテンツの切り口の見つけ方をご紹介します。

コンテンツはテレビ広告やチラシのように、投資
すればすぐに売上になる施策ではありません。だ
からといって効果の見えやすい施策ばかりに投資
し続けていては、新規の顧客層を動かせないこと
もクライアントは理解しています。それゆえにクラ
イアントは高い関心を抱くものの、効果が出るま
での期間が長さから経営層や社内の理解がなか
なか得ることが出来ていません。そこで編集会議
では既に実施している企業がどのように実現にこ
ぎつけたのかをご紹介します。

課 題 潜在層までリーチできるコンテンツがつくれない2

課 題 社内に費用対効果を説明できない3

3
POINT

これまでの広告、販促、広報の各活動の限界を突破する。

コンテンツの企画と発注のノウハウを事例を交えて紹介2
POINT

商材をいじってよい場合

■ビジネスゴールのKGI

商材をいじりにくい場合

A.商材へのアプローチ

1.ストレート出演
2.パロディ
3.疑似体験
4.見える化
5.アート化
6.対処法
7.間接キーワード

シンプルに作る

リッチに作る

B.表現方法

1.写真
2.イラスト・図解
3.アニメGIF
4.キャラクター
5.文章
6.生放送
7.動画・音楽

作りやすさ
C.制作方法 機能する

コンテンツ
1.スタジオ撮影
2.ロケ撮影
3.モノづくり
4.スポット取材・体験
5.インタビュー・対談
6.座談会・調査
7.ユーザー投稿

× × =

①ひとり客専用の
　カラオケボックス

②カップひとつだけが載る
　コーヒーメーカー

③旅行代理店の
　ひとり向けツアー

⑥マンガ喫茶の
　流行

社会記号

＝

おひとりさま

④一人焼肉の専門店⑤コンビニの個食サイズの
　パウチ惣菜

コンテンツの切り口に落とし込む

コンテンツを作っても、既存顧客や顕在顧客までしかリー
チしない。いわばコンテンツ自体の魅力で人から人へと拡
がっていくコンテンツが作れていないことに課題を抱える
クライアントは少なくありません。将来的に主要顧客となる
ような潜在層に対して、時代の鮮度を取り入れたコンテン
ツでアプローチする。そのヒントをクライアントは求めてい
ます。そこで編集会議では拡がるコンテンツのノウハウと
事例をご紹介します。

Webサイト SNS カタログの
特集ページ イベント ニュースレター

etc…

これまで各誌毎の目的に応じて紹介していたコンテンツを、
編集会議では横串に通してそのノウハウをお伝えします。

戦略設計 企画立案 企画実施 実施後

課題抽出 コンテンツ戦略 チューニング ブランド構築
への活用

ブランド資産
の発見

情報の
流通設計

社内の連携
効果の算出

方向性の決定 プラットフォーム
更新作業

ポジショニング 運営方針

従来は広告を掲載するメディアを扱う広告会社や印刷物を刷る印刷会社に発注をし、その発注先が中心

となってコンテンツの企画と制作を進めてきました。しかしWebやSNSがインフラとなった今、そうした

媒体や印刷物がは必要なくともコンテンツそのものが必要な場面が増えています。その際に発注先はど

のように選べば良いのか。そしてどう進めれば低予算でも効果的なコンテンツに仕上げられるのか。これ

までの目的に縛られることのないコンテンツの企画や発注のノウハウとその事例が求められています。そ

こで編集会議ではこれまでの各誌毎の目的に捉われず、コンテンツという軸で横串に通してご紹介いた

します。

3 4
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広く一度に伝えたいとき ・
企業としての信頼性を高めたいとき

刊行 部数

30,000部

PV

1,070,942／月
UU

370,083／月

ブランディングからリード獲得まで。

目的に応じた『編集会議』の活用と組み合わせ4
POINT

ピンポイントでクライアントを
獲得したいとき

セミナー

カンファレンス

50名
1社限定セミナー

60名～200名

研究会

10名
対談企画

1社～3社

編集会議はクライアントがコンテンツの企画や
発注で困った際に、辞書のように使われること
を想定した雑誌です。しかしそこでの認知やブ
ランディングに留まらず、セミナーと組み合わせ
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※Web掲載のみのプランも
あります。詳しくはお問い
合わせ下さい。
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