
宣伝会議
スタンダードトレーニング

実務の課題に合わせて集中的・継続的に学べる

※お申込受付は先着順とし定員になり次第締め切ります。

教育補助の制度はあるが
積極的な人とそれ以外の
差が開いていくばかり…

社員を一堂に集めて実
施する全社研修だと参加
意欲が上がらない、、、

社員が申請や稟議を
面倒だと感じて
なかなか講座を

受講しようとしていない・・・

教育講座フリーパス

マーケティング＆クリエイティブ領域の7コース

広告・マーケティング ビギナーズコース

BtoBコース

デジタルコース販促・プロモーションコース

広報コース

広告業界コース

宣伝・マーケティングコース

デジタルマガジン

画像提供：123RF

雑誌 年間購読



宣伝・広告界の「人」を育てる
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①教育講座のフリーパス

「宣伝会議」 「販促会議」
「広報会議」 「ブレーン」

ご希望の1誌を1年間お届け

年間200ある講座の中で
「人気」「必須」のものを厳選

1講座1名 御社のどなたが受講してもOK

②雑誌 年間購読 ③デジタルマガジン

過去5年分の記事が
いつでも・どこでもチェックできる
デジタル版を5アカウント付与

宣伝会議は、マーケティング・クリエイティブ分野の出版事業と教育事業を柱に60年に渡って事業を展開しており
ます。月刊『宣伝会議』は、日本の民放テレビの黎明期である1954（昭和29）年に創刊。優れた宣伝手法や
米国のマーケティング理論などを紹介してきました。また、1957年に開校した「宣伝会議コピーライター養成講座」
をはじめ、クリエイターの育成にも力を入れてきました。教育講座は現在年間で200講座、20,000人以上が受
講しています。
「宣伝会議スタンダードトレーニング」は、マーケティング・クリエイティブの最新情報、実務に役立つ深い知見を提
供するメディア、教育講座をお得に活用できるプランです。

※1講座につき1名。1名の方が複数の講座を受講することが可能です。

回覧・保存性の高い
マーケティング・クリエイティブ領域の専門誌を

貴社までお届けします

PC、スマートフォン、タブレット端末から
雑誌の情報をオンライン掲載しています。
資料作成に便利な「検索」機能も実装。

【教育講座＋雑誌＋デジタルマガジン】
160万円相当をお得に利用できる「宣伝会議スタンダードトレーニング」とは

※アカウントの有効期間はフリーパスの契約期間に準じます。



「実務に役立つ」と多くの企業が利用
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「教育講座フリーパス」のポイント

150万円相当の教育講座が、
50万円で⾃由に受講いただ
けます。

1度お申込みいただければ、
期間内は専用のポータルサイ
トから受講講座をお知らせい
ただくだけ。講座派遣の度に
希望を募り、稟議をあげる、と
いった手間がなくなります。

社員を一同に集めて実施す
る研修とは異なり、個別の業
務に合った講座が揃っているた
め、社員様の研修に対するモ
チベーションが⾼まります。

①お得な価格設定 ②派遣体制の効率化 ③研修に対する意欲向上

平均利用率 247.5%
(50万円のコースをお申込みの場合、123.75万円相当）

「宣伝会議デジタルマガジン」は、『宣伝会
議』『販促会議』『ブレーン』『広報会議』の
過去5年分の記事が格納されています。

・マーケティングトレンドの確認
・最新のテクノロジー
・競合他社の事例
・用語のチェック
・プロが作成する企画書 など

日々最新の情報に触れるだけでなく、
社内資料、お客様への提案資料の作成
などの実務にも役立ちます！

「雑誌＋デジタルマガジン」のポイント

画像提供：123RF

今まで後回しになっていた領域も受講できるようになり
個人・チーム・会社全体の資産にもつながります

検索機能は企画書などの資料作成にも大活躍
最新のマーケティングトレンドを押さえた1歩先の提案に



現場の課題に合わせたコースをご用意
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業界・部署・課題に合わせた7種類
それぞれのミッションに合わせて受講できます

■オプション（席追加）■
１席追加 +400,000円（税別）

＜価格＞
500,000円 ／1席（税別)

※「広告・マーケティングビギナーズコース」は300,000円／1席（税別）
※「BtoBコース」は6ヶ月コース

■オプション（講座カスタマイズ）■
３講座追加カスタム +100,000円（税別）
５講座追加カスタム +150,000円（税別）
10講座追加カスタム +250,000円（税別）

※ラインナップ、オプションの詳細につきましては弊社営業担当、または、教育講座本部にお問い合わせください。

※上記の講座は一例です。日程等の都合により変更となる可能性がございます。

デジタル 3ヶ月コース

広報 3ヶ月コース

宣伝・マーケティング 3ヶ月コース

BtoB 6ヶ月コース

広告業界 3ヶ月コース

広告・マーケティング ビギナーズ
3ヶ月コース

販促・プロモーション 3ヶ月コース

・宣伝・広告基礎講座
・データ分析力養成講座
・カスタマージャーニー基礎講座 など

・販売促進基礎講座
・ファンイベント企画・活用講座
・プロモーション・プランニング実践講座 など

・ニュースリリース作成基礎講座
・企業のための編集物ディレクション基礎講座
・広報効果測定1日集中講座 など

・ネット広告基礎講座
・レスポンスを高めるためのWebクリエイティブ基礎講座
・ソーシャルメディアマーケティング実践講座 など

・製品訴求ライテイング基礎講座
・展示会出展実践講座
・BtoB企業のためのインターネットマーケティング実践講座

・広告ビジネス基礎講座
・競合プレゼン攻略講座
・広告効果測定講座 など

・クリエイティブ・ディレクション基礎講座
・Webリテラシー講座 など
・ロジカル思考に基づいた資料作成講座 など



地域企業でも活用
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札幌・金沢・名古屋・大阪・福岡
各地で同時中継講座を受講可能です

東京と同様のプログラムを
各地域での受講可能です

情報をいち早くキャッチ
東京と各地域の情報格差をなくします

支社の社員教育にも活用できます ※ラインナップなど、詳細につきましては弊社営業担当、または、教育講座本
部にお問い合わせください。

＜価格＞
大阪プレミアムプラン（大阪現地開講の講座＋同時中継講座）

500,000円 ／1席（税別）

大阪シンプルプラン（同時中継講座のみ）
その他地域 同時中継コース

300,000円 ／1席（税別）



お申込書

規約に同意の上、「宣伝会議スタンダードトレーニング」を申し込みます。

お申込日： 年 月 日

お申込者情報

会社名 ㊞ TEL

住所 〒 -

責任者様

氏名 所属部署 役職

Eメール ＠

担当者様

氏名 ㊞ 所属部署 役職

Eメール ＠

お申込プランの選択（ご希望のプランに〇をして下さい）

東京
宣伝・

マーケティング
販促・

プロモーション
広報 デジタル 広告業界

BtoB
（6ヶ月）

ビギナーズ

各地域
大阪

プレミアム
大阪

シンプル
名古屋 福岡 札幌 金沢

適用期間 月1日 ～ 月末日 （例：4月1日～6月末日）

金額
円（税別）

お支払い

支払規定 毎月 日締 月 日払い

請求日 月 日 入金日 月 日

■規約
＜本商品について＞
※本商品のお申込みは専用の申込書でお願いいたします。※弊社の発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明、確約します。万が一、上記に反していることが判明し
た場合には、無条件で本契約を解除いたします。※弊社と同様の教育講座を展開している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しては、審査の上、お申込みをお断りす
る場合がございます。また、お申込みから審査までの間に、ご請求書等の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。予めご了承ください。※お申込み後の途中解約はできません。

＜各講座のお申込みについて＞
※申込み可能な講座は弊社指定の講座となります。※各講座への申込みにつきましては、教育講座本部よりご案内いたします。※お申込み受付完了後、事務局より受講者のみなさまに当日のご案内
メールをお送りいたします。※受講者は、お申込み企業に在籍される社員様に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。※お申込みにより（株）宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各
種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法で出版物や講座、イベントのご案内などをお送りするために使用いたします。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいた
だき、同意の上お申込みください。※各講座のお申込み〆切は、前月15日までです。※受講者の変更は講座開講5日前までです。（受講者を変更した場合も、ご登録時点で上記プライバシーポリシーに
同意いただいたものとします。）※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者が一定未満の場合等、諸事情により開講日程が変更・中止になる場合がございます。その際、交通・宿泊費等の補
償はいたしかねます。※当日は名刺にて本人確認を行います。※代金のお支払いは前入金となります。銀行振込にて電信扱いで、初回受講講座開始日の前日までにご入金ください。（クレジットカード決
済、小切手、手形はお受けしておりません。）2回目以降の取引で、上記支払いサイト以外でのご入金をご希望の場合は、お申し出により審査を行い、弊社が承認した場合に限り受け付けます。ただし、そ
の場合も、初回受講講座開始日から2ヶ月以内となります。いずれの場合も、支払いが遅延した場合はご受講いただけません。また、振込手数料は発注者のご負担となります。

■お問い合わせ
株式会社宣伝会議 「宣伝会議スタンダードトレーニング」事務局
〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階
【TEL】03-3475-3010（代表）
【メール】info-educ@sendenkaigi.com

北海道本部（札幌）
北陸本部（金沢）
中部本部（名古屋）
関西本部（大阪）
九州本部（福岡）

〒060-0001 札幌市中央区北一条西4-1-2 武田りそなビル6階
〒920-0853 金沢市本町1-5-2 リファーレ10階
〒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6階
〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル5階
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル 7階


