
中堅・中小企業の経営者・営業部門に
「売れる仕組みの作り方」を伝える専門誌！

媒体資料
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マーケティング & IT で
企業の成長エンジンを起動させる！

『100万社のマーケティング』とは？

創　　刊：2014年
発 売 日：年4回

（2・5・8・11月）
発行部数：5万部
定　　価：1300円

売り上げを今の 3 倍に増やすために、人員を 3 倍に増やすか。
それとも、新しい ” 売れる仕組み ” を作るか。
『100万社のマーケティング』は、「初めてのマーケティング」実践を支援するビジネス専門誌です。日本では、「マーケティ

ング」＝「広告」と同義で捉えられることが多く、広告に積極的ではない中小規模の企業やBtoB企業では、「マーケティング」

は自分たちに関係のない活動と捉えられることも多くありました。しかし、そうした企業が現状抱える「売上不振」の理由

について話を聞くと、「人的営業に依拠したビジネスモデルが行き詰っている」「既存顧客の離脱が多く、新規開拓だけでは

カバーしきれない」など、まさにマーケティングが解決し得る課題が多く見つかります。

企業の「新しい売れる仕組み作り」を構築するためには、”マーケティング的思考 ”を持つことが必要不可欠になっています。

売り上げ拡大のヒントを、事例を基にわかりやすく解説
「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである」とドラッカーは著書で説きました。『100万社のマーケティング』

は、広告・プロモーション領域のみならず、「売れる仕組み」＝「マーケティング」について、事例を基にわかりやすく解

説します。

日本の約 430万社に対し、企業規模を問わず、”マーケティング的思考 ”の裾野を広げ、多くの企業の方々に役立てていた

だける実践ノウハウを紹介いたします。

1. 「初めてのマーケティング戦略の企画と実践」を
 わかりやすく解説します。
	 	マーケティング活動をこれまで意識してこなかった企業の方たちに、「初

めてのマーケティング戦略の理論と実践」をわかりやすく解説していき

ます。営業人員を増やす、広告を出稿するといった企業規模によって実

現度合いが左右されてしまう施策ではなく、「売れ続ける仕組み」の作

り方を紹介していきます。

2．売り上げ拡大に
 IT ソリューションの活用を推進してきます
	 	現代のマーケティング活動において、IT ソリューションの活用は不可欠

です。『100万社のマーケティング』では、中小規模の企業のマーケティ

ング活動の成果を高める IT 活用を推進していきます。

■本誌の使命
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新しく、売り上げを上げる
仕組みを作りたいと考えている企業

『100万社のマーケティング』の「読者」は？

「マーケティングの ” マ ” の字も知らないけれど、売り上げは効率よく上げたい」
そのような企業に ” 新しい気付き ” を得てもらう雑誌です。
売り上げをいかに上げるか、を常に考えている中堅・中小企業は多数あります。しかし、マーケティング部や営業戦略部など、

専任の部門を構えていることは少なく、多くの場合は、代表や経営層の閃きや、経験に基づく勘、現場の営業担当の孤軍奮

闘に頼っています。

効率よく売り上げを高めたいという企業に必要なのは、「売り上げを上げる仕組み」＝「マーケティング」の知識です。しかし、

日々目の前の数字を追いかけて働く人にとっては「マーケティング」についての知識は入ってきにくい存在です。なぜなら、

「マーケティング」＝「難しいもの」と捉えているからです。事実、世にあるマーケティングに関する書籍・雑誌は、専門

的に見え、文面・文章なども難しいものがほとんどです。

『100万社のマーケティング』では、そのように感じている中堅・中小企業の経営者・営業部門に、「売れる仕組みの作り方」

について、豊富な事例を基に、わかりやすく、実務に生かせる形で情報をお届けします。

どうすればリピーターは
増えるのか

なぜ、お客様の気持ちが
見えなくなるのか ?

商品価値を高める
パッケージ戦略

市場を創る、
商品戦略顧客価値から考える

企業・商品改革

新規顧客と出会うための
「販路開拓」

今より効率よく
売り上げを上げるには？

ブランドのイメージは、
どう作られるのか ?

インターネット時代の
新しい商品開発アプローチ

読者の課題感
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創業期
（第二創業期）

0⇨1

成長期
1⇨10

成熟期
10⇨100

宣伝会議グループの雑誌の中での
『100 万社のマーケティング』の役割

Marketing & Creativity

全業種に対してイノベーションの
必要性を伝えるメディア
月刊『事業構想』

マーケティング・コミュニケーションで
売上の拡大、企業ブランド向上の
ノウハウを伝えるメディア
月刊『宣伝会議』

全業種に対してマーケティングの
必要性を伝えるメディア

『100万社のマーケティング』
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大テーマ テーマ

2017年
春号

潜在顧客へ
いかにアプローチするか

新商品開発／Webサイト制作／コンテンツ制作／データ活用／
イベント出展／パッケージ戦略／SPツール作成

2017年
夏号

いかに新規顧客を
開拓するか

営業支援システム／テレマーケティング／コンテンツ制作／
広告出稿／マーケティングオートメーション

2017年
秋号

ロイヤリティを高める
顧客育成とは

ブランディング／顧客管理システム／ファン化／コミュニティ／
アップセル・クロスセル

2017年
冬号

新市場は
どこにあるか

新商品開発／Webサイト制作／コンテンツ制作／データ活用／
イベント出展／パッケージ戦略／SPツール作成

2018年
春号

顧客データ活用で
売上を高めるには

営業支援システム／テレマーケティング／コンテンツ制作／
広告出稿／マーケティングオートメーション

2018年
夏号

これからの
CXを考える

ブランディング／顧客管理システム／ファン化／コミュニティ／
アップセル・クロスセル

2018年
秋号

いま求められる
顧客接点とは

新商品開発／Webサイト制作／コンテンツ制作／データ活用／
イベント出展／パッケージ戦略／SPツール作成

2018年
冬号

営業活動を
効率化する

営業支援システム／テレマーケティング／コンテンツ制作／
広告出稿／マーケティングオートメーション

※上記は予定です。
　変更の可能性がありますことをご了承いただければと存じます。

『100 万社のマーケティング』は、
季刊の特集企画を組むことで、広告効果を最大化します。

年間特集

『100万社のマーケティング』はあらゆる業種・業態
ステージの企業に読まれる内容を提供します。

業態によって異なる
マーケティング課題

あらゆる業種で共通する
マーケティング活動の 3 つの目的

高価格／高関与型

顧
客
と
の
接
点
あ
り

顧
客
と
の
接
点
な
し

低価格／低関与型

自動車
（販売はディーラー）

住宅

航空会社

小売業

金融

ホテル・飲食
（サービス業）

トイレタリー

食品・
菓子

飲料・
酒類

保険
（販売は代理店）

家電
（販売は量販店）

1 新規顧客獲得

2 既存顧客に対する売上拡大
（アップセル・クロスセル）

3 既存顧客のファン化
（心の満足、心のつながり）
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ブランディング

動画活用

パッケージ

メール

ＳＰ

Web制作

コンテンツ

BPO

想定キーワード

年間を通して、誌面で貴社の事業を取材！
市場拡大のための啓蒙や貴社のブランディングにお役立てください。
貴社事業およびサービスの認知拡大はもちろん、その領域の重要性の啓蒙をしていくために、「効果の上がる○○のノウハウ」

など、編集部が企画したテーマについて全 4回のシリーズ連載企画を展開します。

通常の「記事体広告」「編集タイアップ」のような、商品・サービスを記事形式で伝えるスタイルではなく、貴社と編集部

が一緒になり、ともにコンテンツ制作をしていくスタイルの誌面構成になります。

記事制作にあたっては、宣伝会議の編集者が貴社に取材をいたします。場合によっては実際に進んでいる貴社サービス利用

企業様のプロジェクトを取材させていただきながら進めます。

■過去連載企画（商品価値を高める！パッケージ戦略）

■寄稿いただく際の執筆内容（例）
○その手法（言葉）についてのわかりやすい解説
○その手法がこれまでどのように進化をしてきたか？
○その手法を導入する際の効果を上げる具体的なポイント
　（⇒ここがメインのコンテンツとなります）
○特に、その手法が浸透している親和性の高い業種・業態
○その手法を実践するうえで、陥りやすい失敗、勘違いなど

編集部としてもタイアップの記事では
ありますが、今、日本で成長期に位置
する中小企業の方たちが課題を抱えて
いる、マーケティング、ブランディン
グの課題解決に生かし魅力的なコンテ
ンツを貴社にご協力をいただきながら
制作が進みます。

広告メニュー 『100万社のマーケティング』
特別連載企画
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特別連載企画一式
￥6,000,000（税別）

■誌面・展開イメージ

〇 4 回連載記事（『100 万社のマーケティング』）＋「AdverTimes」（広告界ニュースサイト）
　 での展開を通じて、その分野の第一人者として貴社の地位確立を進めます。
〇 継続的に情報を発信することにより、その領域の必要性を読者へ啓蒙することが可能です。
〇 4 回分の誌面記事をまとめて冊子化も可能。営業資料としてご活用ください。
〇 オプションとして、掲載した記事ページの PDF をご提供することも可能。
　 貴社サイト内にて掲載するなど、デジタルコンテンツとしてご活用ください。

　■本企画のポイント

■内容
　　	◆純広告	4 回
　　	◆コンテンツ制作タイアップ 2P	4 回
　　	◆「AdverTimes」への転載	4 回
■オプション
　　	◆抜き刷り
　　	◆誌面 PDF提供

『100 万社のマーケティング』特別連載企画

純広告 1P×4 紙面 2P×4 「AdverTimes」転載 ×4

＋ ＋

《内容》

抜き刷り PDF

《オプション》
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市場動向と成長予測（データ）
　→なぜ、その手法が注目されるのか？
　　・市場の現状と今後の成長予測
　　・広告業界の有識者に注目される理由

クライアント企業の最新動向
　→ケーススタディから学ぶ
　　・具体的な活用シーン
　　・導入により期待される成果

キーワード解説
　→実践に落とし込める知識を得たい！
　　・国内企業の先進的な取り組み
　　・押さえておきたいポイント

手法・プロセス解説
　→どう実践すれば、成果があがるの？
　　・導入事例の紹介
　　・ステップの明確化

誌面で貴社オリジナルの特集を実施！
市場拡大のための啓蒙や貴社のブランディングにお役立てください。
さまざまな手法や考え方、ソリューションが世の中に登場する一方、中堅・中小企業の経営者や営業部門、マーケティング

部門は、なかなか情報をキャッチアップできません。また、情報を入手した後の検討段階で有用性がしっかりと社内で説明

できず、実際の導入まで進まないことも多々あります。

本企画では『100万社のマーケティング』の誌面内で、合計14ページに及ぶ特集企画を実施。その特集企画を通じて、貴社サー

ビスの認知から深い理解、その後のセールス活動まで一貫してサポートする企画となります。

■過去実施企画

■コンテンツの切り口（例）

編集部の観点から読者が注目する切り口で記事ページを作成します。	広告ページにつながるよう、前提となる知識や事例を

本ページを通じて発信いたします。

	※記事ページの内容については、他コンテンツとの兼ね合いのため編集部に一任させていただきます。	事前に構成骨子は

お伝えしますが、原稿内容の事前確認、掲載事例の指定などはできませんので、予めご了承ください。	

成熟市場に必要な「理解」を促す
コミュニケーションの技術と手法

コンテンツマーケティングの
最新トレンド

広告メニュー 特集ジャック企画
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≪広告ページ 6P ≫

広告ページは貴社のご要望に沿って作成いたします。
会社のプレゼンスを高めるインタビューやソリューションの解説、クライアント事例の紹介など効果的な見せ方をご提案します。

特集ジャック企画

特集ジャック企画一式  
￥6,500,000（税別）

■誌面・展開イメージ

■内容
　　	◆編集タイアップ広告 6P
　　	◆記事ページ 8P
　　	◆「AdverTimes」への転載
　　	◆抜き刷り

≪扉ページ 1P+ 記事ページ 8P ≫

貴社とお打合せの上、オリジナル特集を実施。特集を実施することでクライアントへの啓蒙と市場拡大が可能です。
広告ページにつながるよう、前提となる知識や事例を記事ページで紹介いたします。

〇 『100 万社のマーケティング』＋「AdverTimes」での大規模展開を通じて、
　 その分野の第一人者として貴社の地位確立を進めます。
〇 大々的に情報を発信することにより、その領域の必要性を読者へ啓蒙することが可能です。
〇 誌面記事をまとめて冊子化も可能。営業資料としてご活用ください。
〇 オプションとして、掲載した記事ページの PDF をご提供することも可能。
　 貴社サイト内にて掲載するなど、デジタルコンテンツとしてご活用ください。

　■本企画のポイント
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貴社の事業・サービスを読者にわかりやすく伝えます！

[ サービス紹介 ]

宣伝会議の編集部が取材をして、
貴社サービスを広く広告界に伝えます。
貴社ならではの強みを見つけ、誌面で紹介。

[ 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。
クライアントのプレゼンスを高めながら、
貴社の訴求をしていく事が可能です。

[ 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。
トップが誌面に出ていく事で、広告界での
貴社のブランディングを確立していきます。

タイアップ広告メニュー

タイアップ企画一式 　￥2,000,000（税別）
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料金表

特別連載企画一式
600万円（税別）

営業への活用

特集ジャック企画一式  
650万円（税別）

編集タイアップ　2 ページ（デジタル版＋「AdverTimes」記事転載）
200万円（税別）　※記事制作費込み

編集タイアップ　1 ページ（デジタル版＋「AdverTimes」記事転載）
120万円（税別）　※記事制作費込み

純広告　1 ページ（デジタル版転載）

75万円（税別）　サイズ：277mm×210mm［天地×左右］

※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。

■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。

■掲載雑誌購入
　参考価格　10 万 4 千円（100 部）

　　※�部数で価格は変動しますので　　

お問い合わせください。

■内容
　　	◆編集タイアップ広告 6P
　　	◆記事ページ 8P
　　	◆「AdverTimes」への転載
　　	◆デジタル版への転載
　　	◆抜き刷り

■内容
　　	◆純広告	4 回
　　	◆コンテンツ制作タイアップ 2P	4 回
　　	◆「AdverTimes」への転載	4 回
■オプション
　　	◆抜き刷り
　　	◆誌面 PDF提供



宣伝会議を中心としながら、「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。

広告・マスコミ界でのブランドを構築し、
商品・サービスの理解浸透を
図るために最適です。

編集部が記事風にまとめる
タイアップ広告も好評です。

雑誌

雑誌と連動した
編集タイアップやトップページバナーなど、

多彩なメニューで貴社の
Webブランディングを実現します。

Web

アイデア募集や啓蒙活動など、
読者参加型のコンテストが可能です。

アワード

書店流通のネットワークを活かし、
企業のブランド価値、信頼度を高めます。

書籍・年鑑

マーケティング、コミュニケーション関連
講座をはじめ、クリエイティブ、
ビジネス全般における

様々な講座を展開しています。

講座

潜在顧客に直接アプローチおよび、
宣伝広告界に対する、

リーディングカンパニーとしての
ブランディングが可能です。

フォーラム
セミナー

年間
150講座
15,000人
受講

年間
28,000人
来場
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