
企業の広報担当者に対して、
メディア向けイベントのパートナー

として貴社をアピールすることができます！

広告企画

・イベントの露出を増やすメディアとリレーションを持っているPR会社
・企画から実施、効果測定までクライアントのサポートをするイベント支援会社
・イベントの様子をアーカイブ・コンテンツ化できる、 動画サービスを持っている企業
・会議室や広間など企業向けのイベント会場を持っている企業
・企業やイベントのテーマに適したタレントのアサインをするキャスティング会社
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このような企業様におすすめです



「月刊広報会議」について

経営企画室や宣伝・マーケティング関連部署、経営トップも
“企業は広報力で差がつきます” 。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、経営やブランド構゙
築、マーケティング活動に「広報」が欠かせなくなってます。

読者

創 刊：2005年
発 行：月刊（毎月1回）
定 価：1,300円（税込）
判 型：A4変形・160ページ
部 数：50,000部
販 売：全国有力書店ならびにデジタルブッ
ク、定期購読

メディアリレーションのみならず、社内広報
からリスクマネジメントまで、幅広い業務を
広報部が担当しています。企業のブランドを
形成し、ビジネスの根幹を築くコミュニケー
ション を担う広報部門の重要性は増していま
す。企業・商品広報、リスク、IRなど実務に
役立つ広報の専門誌として最新の情報を提供
します。

商品広報、リスク、IRなど実務に役立つ
広報の専門誌として最新の情報を提供します。

誌面事例

エレクトロニック・ライブラリー電通パブリックリレーションズゼロイン

幅広い業種が
広報に注目

読者層の約4割が
広報・IRの担当者

20代から50代まで
幅広い年齢層が支持

約6割の読者が
1年以上にわたり保存



企画実施の背景

多くの広報担当者にとって、メディアリレーション
は欠かせない業務であると同時に、イベント開催の
際に、どれだけの数のメディアを呼べるかは業務の
評価指標の一つとなっています。しかし、各生活者
が触れるメディアの多様化が進み、マスメディアの
記者を呼ぶだけでは、世の中での広がりをつくるこ
とは難しくなってきています。呼んだメディアの数
だけではない成功の形が求められています。

多くのメディアを呼ぶだけではない
メディア向けイベント成功の形が変化

また広報担当者の大きな課題の一つとして、自らが
行ってきた広報活動の成果を可視化し説明するとい
うミッションがあります。メディア向けイベントに
ついても例に漏れず、様々な形でその費用に見合う
成果を出すこと、可視化すること、説明することが
求められます。しかし、従来通りのやり方の踏襲で
は成果が上がりづらいのは明白で、広報担当者が次
なる打ち手に迷うケースは少なくありません。

広報担当者にも説明責任が求められる中
成功のためのパートナーを探すように

メディア向けイベントは「打ち上げ花火」から

多面的な展開ができる「コンテンツ」へ
メディア向けのイベントは、タレントを呼ぶような外向きのイベントから、業種に特化した記者向けの勉強
会のようなクローズドな場まで幅広くあります。その中でも共通する課題として、短期で見れば露出は増え
るものの、中長期な視点での計画性に欠けるという点があります。だからこそ、メディア向けイベントには
記者との関係をより深めたり、SNSでの拡散を狙ったり、動画でアーカイブをするなどのワンコンテンツマ
ルチユースの考え方が求められています。そこで、『広報会議』ではデジタル時代のメディア向けイベント
についてのノウハウを詰め込んだ「メディアイベント実践ガイド」特集を実施します。

企業事例 専門家の解説 広告記事

他社の成功事例を知る 知識を身に付ける 打ち手を見つける

想定読者

BtoBメーカー
IR・広報部門担当者

メディア向けイベントの企画が
マンネリ化し、集客も良くない…

毎年慣例的にイベントを行っている
が、企画が同じような内容になり、
集客が悪い……。メディアに引きの
あるコンテンツを企画・実施したい。

PRイベントに予算をかけたのに
話題にならずに終わってしまった

イベントの様子を動画化して、オウ
ンドメディアにリンクを貼るも再生
回数が伸びず無駄になっている。

ITベンチャー企業
経営企画室広報担当者

動画による広報活動を開始。
制作→拡散のノウハウが欲しい

タレントも用意して、ポップアップ
スペースにてイベントを実施したが、
その時限りの反応を追ってしまい、
単発の施策に終わってしまっている。

大手飲料メーカー
広告・宣伝部門担当者



「PRイベント」企画プラン：１

パートナー・タイアップ

編集部取材の広告記事に加えて、貴社担当者に専門家として寄稿
をいただく企画です。 記事全体の構成として、編集部取材の企業
事例も交えることで多くの読者に注目してもらえます。
メディア向けイベントをテーマとした記事内で貴社の魅力をア
ピールします。

想定ご出稿企業様（例）

①4C2Pタイアップ記事

・抜き刷り ・PDF提供

②デジタル版 ③アドタイ掲載

④SNS告知

www.facebook.com/kouhoukaigihensyubu/

@kouhoukaigi

価格:200万（税別）

※通常は広告ページ4C2Pで200万円
※1Pの場合は120万円（税別）

＜内容＞

＜有料オプション＞

価格:30万（税別） 価格:10万（税別）

・メディアとリレーションを持っているPR会社
・企画から実施、効果測定までサポートをするイベント支援会社
・イベントの様子をコンテンツ化できる動画サービスをお持ちの企業
・会議室や広間など企業向けのイベント会場を持っている企業
・企業やテーマに適したタレントのアサインをするキャスティング会社



「広報会議 パートナー企画」企画プラン：２

・アドタイ連動

❶問い合わせ先

・掲載期間中に一度ピックアップ企業として、事例や担当者の情報を掲載します。
(誌面イメージ❸参照)

・「食品・ヘルスケア系に強い」と記載したPR会社に、
製菓メーカーから問合せ

・医療系に強いPR会社が、国立の医療機関から広報部の
立ち上げの相談

・戦略PR会社に、ここを見た大手家電メーカーから
1000万円以上の発注

❷貴社のセールスポイント

＠Press(アットプレス)様
ニュースリリース

出稿企業 (18年1月時点)

価格:50万（税別）

※12回の年間連載プラン
※デジタル版転載費込

広報会議 パートナー一覧

・誌面イメージ

アリソン・アンド・パートナーズ様
グローバル・コミュニケーション

ELNET(イーエルネット)様
クリッピング

a2media(エー・ツー・メディア)様
IR・CSRコミュニケーション支援

ゼロメガ様
校正・校閲・DTP

Meltwater Japan様
クリッピング

スクランブル様
PR会社

❶

❷

❸

◇ご協賛企業の声

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することができます。

❸ピックアップ企業



ご興味のある方はお問い合わせフォームまでご連絡ください。

申し込み〆切 2018年2月15日(木)
取材期間 2018年2月19日(月)～2月26日(月)
校了予定日 2018年3月 9日(金)

・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。
・弊社が定める最低出稿企業数に満たない場合は、広告特集を中止する場合がござい
ます。あらかじめご了承ください。

「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。

広告料金

スケジュール

編集タイアップ 2ページ（デジタル版＋アドタイ。記事転載）
200万円（税抜）※記事制作費込み

編集タイアップ 1ページ（デジタル版＋アドタイ。記事転載）
120万円（税抜）※記事制作費込み

抜き刷り作成
参考価格 30万円（4C4P・3000部）
※頁数、部数で価格は変動しますのでお問い合わせください。

広報会議 パートナー企画（アドタイ連動）

50万円（税抜）

純広告 1ページ
75万円（税抜）

https://biz.sendenkaigi.com/other/inquiry/


営業・リード獲得支援のご紹介

宣伝会議の4大フォーラム
貴社に合わせたプランをご提案させていただきます。

よりターゲティングされたリードを獲得したい企業様へ

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。
貴社サービスに合わせたテーマ設定で、ターゲティングされたリードの獲得が可能です。

カスタムセミナー

セミナー告知 セミナー運営・来場者CSVデータご提供 レポート記事掲載

認知獲得 深い訴求・リスト獲得 ブランド醸成

Aプラン（120名） 350万円/ Bプラン（60名） 220万円（ともに会場費込み・宣伝会議セミナールーム）



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 年 月 日

『広報会議』5月号に広告を申し込みます。

ふ り が な

貴 社 名

ふ り が な

所 在 地

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）

□ 編集タイアップ2P 4C2P ￥2,000,000-

□ 編集タイアップ1P 4C1P ￥1,200,000-

□ 純広告 4C1P ￥750,000-

□ 広報会議パートナー企画 特別誌面枠 × 12回 ￥500,000-

□ 抜き刷り作成 4C4P 3000部 ￥300,000-

○広告掲載のお問い合わせ・お申し込みはお問い合わせフォームまでご連絡ください。

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

https://biz.sendenkaigi.com/other/inquiry/

