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広告企画

特集：リスクマネジメントと危機管理 完全マニュアル
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予期せぬ炎上だけでなく、炎上後の対応1つがさらに油を注ぐ今、
2017年の傾向と対策



本来はトップになる前からでも必要な「危機管理」と「メディアトレーニング」

メディアトレーニング
実施企業27.9％

○宣伝会議にも相談が増加
化学メーカー様や、産業用機械
メーカー様から相談を受け、実際
に企業の危機管理研修を実施。

『広報会議』2016年2月号
広報部第アンケート特集より
(n=111)

炎上後の対応
マニュアルあり
26.1％

リスク研修実施
36.0％

帝人 鈴木社長のインタビューより

『広報会議』2016年10月号より

そうは言ってもリスク対策の現状はまだまだ進んでいない

危機発生時と平時のコミュ
ニケーションは違う。

記者の皆さんに質問され
て、頭の中で整理して、ど
こまで話すかを瞬時に判
断するにはシミュレーション
が重要

役員は全員メディアトレー
ニングが必須。CEOになっ
てからでは遅い。

トレーニングなしに新聞にコ
メントが載るのはまずいん
じゃないの？

ちゃんと予算を投じる企業もあるが、
リスク対策はほとんどがこれから。
読者には外部パートナーが必要。

危機管理には外部パートナーが必要

〇担当者向けに初のトレーニング
初めて広報をはじめとする担当者
ベースのメディアトレーニングを実施
し、外部専門会社によるマニュアル
の整備に着手した（医療・介護)



提案するときこんなことにお悩みではないですか？

貴社は危機管理と言ったらこの会社！と、想起されますか？

相次ぐ企業の不祥事や謝
罪会見で、クライアントも重
要なのはわかっているが、優
先度が低く予算を取っても
らえない。

〇トレーニングの優先度が低く、予算確保が難しい。
危機管理の必要性は全社で認識しているが、メディアトレーニングの必要性についての温度は
高くないのが実情。予算の取り付けなど社内交渉はなかなかハードルが高い（外食）

メディアトレーニングはどこで
やっても同じだと思われてし
まい、価格以外で選ばれる
理由がない。

若手営業が自社の強みを
上手く説明できない。

危機管理のパートナー会
社と想起してほしいが、ク
ライアントの中にイメージが
ない。

実際に読者アンケートを取ると

危機管理を
どこにお願い
しよう？

⇒貴社

コンサル会社Ａ
PR会社B

弁護士事務所C
・
・
・
・



広報会議に掲載するメリット

今号の特集内容(仮)

●読者が選ぶ2016年ワースト記者会見
※毎年実施している恒例企画。
過去には日経新聞に掲載され、朝のワイドショーから編集長が取材を受けるなど話題に。
●有識者が広報の視点で総括。2016年の企業不祥事
●検証 信頼回復後の企業コミュニケーション
●過去3年、世間を騒がせた不祥事とその後の対応、沈静化までを報道や論調、
ソーシャルメディアのデータから検証する企画。
●2016年 文春編集長が選ぶベストオブ危機管理対応、ワーストはこれだ
●トップインタビュー 信頼回復への道程
●匿名広報会議「わが社が危機管理を強化した理由」
※近年、危機管理を強化した企業３～４社で座談会

この特集を読むことで、危機管理の必要性を改めて感じ、ニーズが高まった状態で
御社の情報を伝えることができます。

◇そもそも読者(クライアント)は受け取る情報が多すぎる。

『広報会議』とは、広報のために必要な情報を取捨選択して実務に役立つ形に編集し発信し
ている専門誌。だから定期購読をされ、広報に関わる情報はここから得ようとしている。

広報会議

読者

読者

◇さらに編集部の視点から、危機管理にもお金を払うという意識を高めます。

=御社

１、予算をかけてでも危機管理対策をやるべきことだと読者に認識してもらう。
２、「危機管理と言ったら御社」と真っ先にイメージしてもらうために御社を打ち出していく。
今回の広告特集でこれらを実現します。

「危機管理=御社」と言う内容
で読者に届く

◇今回のゴール

？

！

？

！



Check
1社限定ブランディング企画
「貴社プレゼンツ 危機管理マニュアル」

・誌面4P(誌面イメージ)「危機対応to doリスト」(仮)

誌面TU4ページ(デジタル転載含む)+抜き刷り6Ｐ3000部
通常440万円→特別価格400万円(税別)

※記事制作費込み。
※掲載可否については実績を編集部で判断してからとなります。
場合によっては掲載をお断りいたします。
※1社限定先着順の企画となります。

・抜き刷り1000部
(うち100部は講座受講生へ配布)

×1000

(例)

誌面活用イメージ

経営陣が集まる会議の場で、貴社のマニュアル

を活用し、社内勉強会を開催。

(事例)
調味料メーカーA
役員が広報会議の誌面を見て「○○に関し
てはこの会社に相談してみたら？」と現場の
方へ指示し、実際に問い合わせ。

◇特徴とメリット
危機管理特集記事の中に「危機発生時のマニュアル」を4Pで掲載。How toを強く知
りたい危機管理について、保存性の高い専門誌にまとめることで、読者には専門家とし
て強く訴求できます。さらにその誌面を広報会議の表紙をつけて抜き刷り化。経験の少
ない若手営業でも広報会議のブランドを借りることで信頼され、提案が受け入れられや
すくなります。



Check
営業力に自信があり、リードが取りたいときは
カスタムセミナー「広報における危機管理」

価格 120名集客 350万円(税別)
60名集客 220万円(税別)

※外部会場使用や特別な機材など別途お見積りを出す場合がございます。
※来場者数はコミットではございません。

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：企業の経営企画部、広報部、マーケティング部

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

1

2

3

4

◇特徴とメリット
営業先のリードさえあれば開拓できるような商
材と営業力を持つ企業には、カスタムセミナー
がおススメです。例えば危機管理をテーマにし
たセミナーであれば、宣伝会議のネットワーク
を活用し、基調講演をはじめ全体構成を設
計。一度集客した段階で事前に企業名、部
署名、役職で受講生チェック。完全にセグメン
トした形で集客が可能です。さらに集客のた
めに事前告知広告、事後にはレポートも誌
面に掲載されます。

(事例)
社内報制作会社A
年間7回カスタムセミナーを複数
年実施。毎年広報部からの新
規リードの獲得につなげている。
単価も高いため十分費用分は
回収し、利益を出している。



セグメントされたターゲットに、編集部おススメ
パートナーとして年間露出！「パートナー企画」

Check

広報会議 パートナー企画 アドタイ連動

◎貴社のセールスポイント
◎最近手がけた実績◎問い合わせ

◇広報会議 パートナー一覧
・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
・SEO対策が効きにくくなっている中では効果的な施策
・ご掲載企業には年に1度、広報会議編集部と直接情報交換をできる場を設ける。

・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）

◇ご協賛企業の声
・「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
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。



創 刊：2005年
発 売 日：毎月1日発売
発行部数：5万部
定 価：1300円

「広報会議」媒体データ

通常タイアップイメージ

[サービス紹介]

広報会議の編集部が取材をして、
商品やサービスを広く読者に伝えます。
社内コミュニケーション活性ツールや
アプリ制作の会社様にオススメです。

[クライアント取材]

貴社のクライアントに登場いただき、
貴社サービス、商材のポイントを紹介。
実際にインナーコミュニケーションをどのように
進行したか。スケジュール感や打ち合わせ風
景など、クライアントの声を通して伝えていき
ます。

[トップインタビュー]

トップインタビューを通して、貴社の強み、
PRポイントを訴求していきます。
トップが誌面に出る事で、社内広報に困ったら
あの人に相談したい！という、専門家として
貴社のブランディングを確立していきます。

▶トップのお写真をレイアウトして、
ブランディングをしていきます。

▶貴社クライアントに登場いただく事で、
クライアントプレゼンスを高めながら、
貴社の信頼につなげます。

▼貴社サービスのポイントをわかりやすく作図。
他社との差別化と共に、サービス認知を高めます。



お問い合わせ
宣伝会議 営業支援室
TEL：03-3475-3030 MAIL：info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

申し込み〆切 2016年10月31日
タイアップ取材期間 2016年10月25日～11月10日
校了予定日 2016年11月20日

広告料金

スケジュール

・1社限定マニュアル企画 4ページ＋抜刷1000部
（デジタル版転載）

400万円（税抜）※記事制作費込み

・通常編集タイアップ
2ページ／1ページ（デジタル版転載）
200万円／120万円（税抜）※記事制作費込み

・純広告 1ページ（デジタル版転載なし）
75万円（税抜）サイズ：277mm×210mm[天地×左右]

・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。

「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。

・広報パートナー企画 年間掲載（デジタル版転載）

50万円（税抜）

※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。


