
Media Guide
【媒体資料】

大手から自治体・ベンチャーまで、
すべての広報担当者の実務に役立つ
企業広報・PR・リスクの専門誌

宣伝会議は「出版事業」「教育事業」「イベント」を通して、
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。



広報会議とは メディア・教育講座・イベントを通した広報担当者への支援

企業・商品広報、リスク、IRの専門誌
生活者・株主・得意先など、ステークホルダーへのコミュニケーションが企業のブランドを形成し、ビジネスの根幹を築くことが理解さ

れているなかで、企業内で広報部門の重要性が増しています。

そして、広報部が担当する業務領域もメディアリレーションのみならず社内広報やリスクマネジメントなど多岐に渡っています。 宣伝会議の教育講座は年間1万5000名以上の方に利用いただいています。

広報担当者向けの講座は最も受講者数が伸びており、受講者数の全体の4分の

1以上を占めています。

担当する業務領域が広がっている一方、自社がもつリソースやノウハウだけで全てをカバーできるという企業はごくわずかです。

また、営業部門のように他社との接触機会が多くないため、他の企業がどのような広報活動を実施し効果を上げているのかを把

握できていないという課題をもつ広報担当者も少なくありません。

広報担当者が必要といている情報を提供するために、広報会議では2005年の創刊以来、数多くの広報担当者や有識者に取

材し、広報がいま注目すべきテーマや事例を紹介。

担当者の情報収集と,攻めの広報実践のためのケーススタディを学ぶ機会を提供しています。

■記者発表・プレスイベント
■ソーシャルメディア運用・管理
■グローバル広報
■メディアリレーションズ全般
■IR（投資家との関係性構築）

■プレスキット・ツール制作
■マーケティングPR
■採用広報
■リリース制作・発信
■リスクマネジメント・有事対応

■コーポレートサイト構築・運用
■CSR
■社内・グループ内広報の制作
■メディアトレーニング
■企業理念の浸透・トップとの連携

など

広報部門が担当する主な業務

■広報担当者養成講座
■PR基礎講座　地域PRコース
■デジタル広報基礎講座
■ニュースリリース作成講座
■危機管理広報講座
■SNS運用担当者養成講座
■トップ広報講座

■企業のための定期勉強会広報コース
■コーポレートブランディング推進講座
■メディアリレーションズ実践講座
■コーポレートサイト一日強化セミナー
■メディアトレーニング実践講座
■IRコミュニケーション講座

など

広報部門を対象とした教育講座

2005年4月創刊 2009年2月リニューアル 2017年4月創刊100号

教育講座

多岐に渡る業務・ニーズに対応

毎月、広報会議の読者を対象とした勉強会「朝活」を実施しています。

「広報効果測定」、「メディアリレーション」など、広報会議の読者の関心の高いト

ピックをもとに本誌で紹介した企業や執筆者が登壇し、学びの場と広報担当者同

士で横のつながりを広げる機会を提供しています。

平日ながら、意欲の高い広報担当者が毎月60名以上集まり、朝の時間を有効活

用しています。

勉強会

広報担当者同士の交流の場を提供

2017年4月、広報・コミュニケーション分野の大学院として、「社会情報大学院大

学」が開学します。

2年間のカリキュラムの中で、課題を発見する分析力、5年10年先を見据えられる

思考力、想像力を身につけ、広報のプロフェッショナルを育成します。

大学院

広報の未来を探求する大学院

広報
28%

クリエイティブ
25%

販売促進
22%

宣伝
25%

分野別の受講生割合
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広報会議の読者について

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、業界・トップダウン問わず、経営・ブランド構築におい

て「広報」が重要になっています。

広報会議も「広報」という役割を横串に、あらゆる業界・役職

に読まれています。

保存性

2年以上保存
30.4%

1年以上保存
32.8%

興味のある
号は保存
18.7%

保存しない
10.1%

その他
8.0%

約6割の読者が

1年以上にわたり保
存

10代  2.7%

20代
29.8%

30代
33.6%

40代
20.6%

50代
10.1%

60代  3.2%

20代から50代まで、

幅広い年齢層が支持

年齢

読者層の約4割が

広報・IRの担当者

その他 5.1%
経営・役員 4.3%

宣伝
6.8%

マーケティング
9.8%

総務・人事
10.6% 経営企画・

CSR・社長室
17.4%

広報・IR
38.7%

職種

営業・販売
7.3%

メーカー
29.6%

サービス
20.2%

広告・PR業
19.7%

流通
7.7%

教育・
研究機関
7.1%

行政・自治体
6.4%

メディア 5.8% その他 3.5%

業種 『月刊広報会議』

発行部数 ： 5万部

発行元 ： 社会情報大学院大学 出版部

発売元 ： 株式会社宣伝会議

①プロフェッショナル・ベテラン層

②広報部門が整っている大手企業層

③若手広報担当者層

④新しく広報組織を立ち上げたい層

誌面を通した情報発信・ブランディング

攻めの広報実践のための知見、事例の紹介

広報の諸業務の基礎・応用の知識

広報部の役割、重要とされる背景の解説

読者層ごとに広報会議が提供する価値

特集で取り上げられた内容は読者の実務にも役立っています。

「リスクマネジメント 特集」
1年間に起きた不祥事などを総まとめし、広報としてとるべき対応などについて、ケーススタディ

を通して学ぶことができる特集です。

「編集長100人 インタビュー特集」
雑誌・Webメディアなど、広報担当者が注目すべきメディアの編集長100人に登場いただく特

集です。情報が氾濫しメディアも増えていく中でそれぞれの強みを分かりやすくまとめています。

今後の特集予定

月号 発売日 特集企画
2017年3月号 2月1日 法務・コンプライアンス
2017年4月号 3月1日 著作権とクリッピング
2017年5月号 4月1日 創刊100号記念号
2017年6月号 5月1日 グローバルサイト
2017年7月号 6月1日 リリースの書き方
2017年8月号 7月1日 社内向け広報ノウハウ
2017年9月号 8月1日 PR会社活用
2017年10月号 9月1日 制作会社への発注
2017年11月号 10月1日 広報効果測定
2017年12月号 11月1日 Webマネジメント
2018年1月号 12月1日 危機管理広報
2018年2月号 12月28日 PRイベント年間ランキング
2018年3月号 2月1日 統合報告書

※コメントはそれぞれ広報会議編集部宛に寄せられたご感想を抜粋しています。

リスクマネジメントはどうしても後回しにしがちで、広報室からア

クションしようとしても経営陣含め腰が重いのが現状ですが、実

際に起こった事例をまとめてあるので大変参考になりますし、経

営陣・社内への説得材料になります。

記載されている雑誌編集部の編集長宛に、郵送やメールでア

プローチし、早速、ある有名雑誌の編集長から返信いただき、

商品の紹介をさせていただきました。 
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広告事例 広告メニュー

編集タイアップ カスタムセミナー

▼ゼロイン様　クライアント事例紹介 ▼リンクイベントプロデュース様　トップインタビュー

カスタムセミナー

▼産業編集センター様 インターナルコミュニケーションプロジェクトセミナー開催の様子と誌面掲載のレポート

広報パートナー企画

年間を通じ広報会議の誌面で掲載されることにより、継続

的に広報担当者へ訴求します。

デジタルの戦略立案ができる、ヘルスケア領域に強いなど、

強みを端的に表すことでそのジャンルのプロとして見せること

が可能です。

情報感度の高い広報担当者へセミナーを実施！

カスタムセミナー
【集客（60名）、当日運営、広報会議へレポート掲載】
250万円（税抜）

タイアップ

広報部へ伝わりやすく、編集部が取材し記事を制作します

編集タイアップ2ページ
200万円（税抜） ※記事制作費込み

編集タイアップ1ページ
120万円（税抜） ※記事制作費込み

純広告・パートナー企画

定期購読者など、広報部への継続的な情報提供に活用

記事中 純広告　1ページ
75万円（税抜） サイズ:277mm×210mm［天地×左右］

広報パートナー企画　年間掲載（デジタル版転載）
50万円（税抜）

編集タイアップは、Webメディア「AdverTimes」、
広報会議デジタル版、電子版にも転載されます。

※上記以外の特殊面などへの出稿については営業担当にお問い合わせください。
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