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顧客に選ばれるコーポレートサイトへのリニューアル



宣伝会議 WEBリニューアルカンファレンスについて

顧客に選ばれるコーポレートサイトへのリニューアル

情報収集の手段はマスメディアからインターネットが主流となりました。
インターネット上には企業のWebサイトだけでなく、Webマガジン、口コミサイト、ブログ、ソーシャルメディアなど、
生活者・顧客が情報源とする媒体は膨大にわたります。
そんな中で自社のWebサイトが選ばれるために、一度来訪した生活者にリピーターになってもらうために、
Web担当者は様々に工夫を凝らしています。
一方で、工夫をしていく中で、企業が伝えたい情報・サイト来訪者が欲しい情報との間にギャップが生じることも少
なくありません。情報の取捨選択の主導権はサイト来訪者が持っているのに、その視点が抜け落ちてしまっている
サイトも見られます。

WEBサイト上の問題点は様々・・
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サイト利用者から見て分か

りやすいサイトデザインになっ

ていますか？

生活者の欲しい情報を提

供できていますか？

アクセスの集中にも関係なく

快適にWebサイトを表示で

きていますか？

外国からの利用者にも情

報提供できていますか？

スマホでも見やすいサイトに

なっていますか？

サイト来訪者からの問い合

わせにすぐに対応できる体

制ができていますか？

サイト来訪者がどのような

ニーズをもっているか把握し

ていますか？

サイト利用者の個人情報

を保護できていますか？

情報がサイト来訪者に

伝わりやすいよう

整理されていますか？

頻繁に更新し情報提供で

きていますか？



宣伝会議 WEBリニューアルカンファレンスについて

そこで、今回のWEBリニューアルカンファレンスでは「顧客に選ばれるコーポレートサイトへのリニューアル」を
テーマに掲げ、企業のWEB、デジタル責任者、広報、マーケター向けに開催します。

多くの企業が新しい期を迎えた4月、より生活者や顧客に選ばれるサイトになるには？何度も来てもらえるサイト
になるにはどうすればいいか来場者へ最適なパートナーやソリューションを紹介します。

より良いWEBサイトへリニューアルするためのソリューション・ノウハウを紹介します。
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UI/UX
コンテンツ

マーケティング
CDN サイトグローバル化

レスポンシブ

デザイン/

スマホ対応

チャットbot/問い合わせ

フォーム最適化
アクセス解析 セキュリティ対策 Webコンサルティング CMS

顧客に選ばれるコーポレートサイトへのリニューアル



宣伝会議は、雑誌「宣伝会議」をはじめとして「販促会議」、「ブレーン」、「広報会議」を毎月発行しており、定期購読者を中心に多くの読者がいます。
また、「アドバタイムズ」では広告界のニュースをデイリーで更新。人気コラムニストとともに最新情報を提供し、さらにその情報をフォロワーが拡散させる
仕組みをつくっています。

企業の課題を解決するビジネスメディアとして、広告界のステークホルダーの皆様に知識と情報を提供しているネットワークを通じた
情報拡散・集客を行います。

年間150講座15,000名の輩出

各誌年間1,000名以上

年間4大フォーラムで
1万5,000名の来場

専門誌の強み

雑誌のデジタル版やアドバタイムズ
などの記事コンテンツがＳNSで
さらに情報拡散

取材先

定期

購読者

セミナー

参加者

講座

受講生

デジタル

メディア

PV：1,260,689 /月
UU： 365,103 /月

約57,000/いいね！
約28,000 /フォロー

宣伝会議のネットワーク
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前回来場者 プロフィール 130名
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業種 職種 役職

経営者・役員クラス

2% 本部長・部長クラス

8%

課長クラス

27%

主任・係長クラス

24%

一般社員クラス

39%

役職者の来場が55%以上

広報・IR

19%

宣伝・広告

19%

マーケティング

15%

営業・営業企画

13%

ウェブ

12%

販売促進

11%

クリエイティブ

5%

情報システム

3%
経営企画・

3%

一般企業

93%

広告・マーケティング 、メディア

ウェブメディア

7%

前回登壇企業

広報・宣伝・マーケテイングなど、
Webサイトに関わる職種が過半数クライアント企業が中心に来場



広報会議との連動

多くの広報部門の責任者がコーポレートサイトの運用を業務領域としています。
コンテンツの拡充やグローバル化など、WEBでできる業務が増え、WEBにかけるリソース
も予算も増えています。

そんな中、技術的な変化が激しく情報をキャッチアップできていない、
メディアリレーションズなどほかの広報業務との兼ね合いもあり、運用の手間を軽減したい
などといった課題感も編集部に多く寄せられており、WEBに関する外部パートナーへの
ニーズが高まっています。

そこで、今回のWEBリニューアルカンファアレンスでは広報会議と連動した集客を実施
し、課題を解決したい広報担当者に向けて情報発信をしていきます。
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コーポレートサイトの運用
グローバルサイトの構築

CSRサイト・ページの運用
IRサイト・ページの運用

自社の公式Facebookページの運用
自社の公式Twitterアカウントの運用

自社の公式Instagramの運用
自社の公式LINEアカウントの運用

リスティング広告の出稿・運用
バナー広告の出稿・運用

SNS広告の出稿・運用
ネイティブ広告の出稿・運用

ブランディングを目的とした、オウンドメディア・ブログの運用
見込み顧客の獲得を目的とした、オウンドメディア・ブログの運用

自社の公式アプリの運用
PR動画の制作

YouTubeのブランドチャンネルの運用
その他
無回答

広報関連部門が手がける、ウェブ・デジタル業務としてあてはまるものを選択してください。

（複数選択可）

(n=107)

広報会議編集部調べ（2016年11月～12月調査／対象：企業・団体の広報部門107社）



見込み顧客の顕在化、ブランド向上にお役立てください。

1. ターゲティングされたリードの獲得ができます。
宣伝・マーケティングに関わる企業担当者にセグメントされた層の来場が見込めます。
また、来場者には成果をあげたい、課題を解決したい、業務の効率化をはかりたいなど、
目的意識を持っている傾向があります。

2. ブランド構築にお役立てください。
講演が貴社のブランドを作ります。
サービスの深い理解、業界の大手企業でありサービスの信頼感を育てます。

宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ
「宣伝会議」「広報会議」の雑誌メディア、デジタルメディアの「アドバタイムズ」に掲載する集客告知やレポート記事を通し
て、幅広く広告界に情報を届けます。

3.

来場対象

■メーカー、サービス業
マーケティング部門、広報部門、WEB担当者、
経営企画部門、EC部門

■広告業、プロモーション支援企業
広告会社、制作会社、マーケティング支援会社など

協賛のメリット
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※上記のセミナー案は仮案です。時間帯やプログラムは変更になる可能性があります。
※セミナーの講演時間は各回45分となります。

時間
A ライン

（定員：80名）
B ライン

(定員：40名)

13:30～14:15

セミナー①
テーマ「コンテンツマーケティング」

タイトル
「プロダクトのファンを創るコンテンツ作りとは」

セミナー④
テーマ「UX UI」

タイトル
「顧客ファーストのサイトデザイン」

14:30～15:15

セミナー②
テーマ「アクセス解析」

タイトル
「データを活用し、顧客接点を把握する」

セミナー⑤
テーマ「サイトグローバル化」

タイトル
「海外ユーザーへ企業の魅力を伝えるには」

15:30～16:15

セミナー③
テーマ「CMS」

タイトル
「CMSを使いこなすためにWEB担当者が
知っておくべきポイント」

セミナー⑥
テーマ「コーポレートブランディング」

タイトル
「WEBサイトを通したコーポレートブランディング」

タイムテーブル
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Aライン(80名想定) Bライン(40名想定)

実施会場 東京 東京

価格 ¥1,600,000 ¥800,000

講演時間 45分間

参加者
提供情報

氏名、企業名、部署、役職、所在地、電話番号、メールアドレス

メニュー

■申込締め切り 2017年2月3日（金）
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参加者募集告知

実施

来場者リスト提供

■お申し込み用のWEBリニューアルカンファレンス特設サイトを開設
■AdverTimesでもカンファレンスを告知
■宣伝会議のステークホルダーに向け、セミナーの告知メールを配信します

■実施場所
新青山東急ビル8F 最寄駅：東京メトロ表参道駅
■ 来場対象
企業のWEB担当者、広報担当者、
マーケティング担当者、広告会社など
■定員
Aライン80名
Bライン40名

■開催後、セミナーへご参加された方のリストをCSVにて提供いたします

2月27日(月)～

4月18日(火)

開催後翌週

企画の流れ
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申込締め切り ～2月3日(金)

広報会議上で告知 3月1日 広報会議4月号でイベントを告知します。



本社 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
電話：03-3475-7666 FAX：03-3475-7676

北陸本部 〒920-0853 石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ10階
電話：076-224-3010 FAX：076－224－3475

中部本部 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
電話：052-952-0311 FAX：052-952-0312

関西本部 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31
電話：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944

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
電話：092-731-3331 FAX：092-731-3151

お問い合わせ


