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Corporate Branding Conference2020  ～オウンドメディア&SNS編～

2020年にオリンピックを迎え、さらにそれ以降の企業成長のために、
数多の企業がコーポレートブランドを強化しようとしています。
しかし、急速に変化する社会や生活者の価値観に対して、

何を自社の価値としてとらえ、それをどう伝えるのかを戦略立てて実行することに、
多くの企業は課題に感じています。

時にコーポレートブランド強化には欠かせないオウンドメディアを強化する企業は増えていますが、
ゴール設定・体制・予算・運営など、成果を上げるために日々苦労をされている企業の悩みを多く聞きます。

本カンファレンスでは、オウンドメディアの立ち上げや運用で陥りやすい失敗の要因を見つけ、
成功するためのノウハウや企業事例をご紹介します。

企業ブランディングとして機能するオウンドメディア構築・運用のヒントをご提供します。

【概 要】
名 称 ：Corporate Branding Conference ～オウンドメディア&SNS編～
日 時 ：2月4日(火)
会 場 ：宣伝会議セミナールーム (表参道)
想定来場 ：約300名
主 催 ：株式会社宣伝会議
来場対象 ：メーカー、サービス業の広報部門 コーポレートコミュニケーション部門

経営企画部門 マーケティング担当者
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宣伝会議のネットワーク

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。

各誌年間1,000名以上への取材

年間4大フォーラムで2万5,000名の来場

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

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

PV：1,083,932/月
UU： 388,997 /月

51,907 /いいね！
25,505 /フォロー



月刊 『広報会議』とは

企業・商品広報、リスク、IRの専門誌
生活者・株主・得意先など、ステークホルダーへのコミュニケーションが企業のブランドを形成し、ビジネスの根幹を築くことが理解され
ている中で、企業内で広報部門の重要性が増しています。
そして、広報部が担当する業務領域もメディアリレーションのみならず社内報やリスクマネジメントなど多岐に渡っています。
担当する業務領域が増えている一方、自社が持つリソースやノウハウだけで全てをカバーできる企業はごくわずかです。
広報担当者が必要とする情報を提供するために、広報会議では2005年の創刊以来、数多くの広報担当者や有識者に取材し
広報が今注目すべきテーマや事例を紹介しています。
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月刊 『広報会議』の取り組み

「月刊 広報会議」読者イベント

朝活広報会議

「朝の時間、有効に使ってスキルアップしたい!」
『広報会議』では、そんなやる気に満ちた広報パーソン
を応援しています。

そこで毎月１回、広報パーソンが集うリアルコミュニティ
イベントの「朝活広報会議」を実施しています。
『広報会議』の最新号の誌面に登場した専門家を
ゲストに迎え、実務に役立つ情報を届け続けています。

2015年に始まり、これまで延べ 1,500名以上の
広報パーソンに参加いただいています。
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月刊『広報会議』にて「オウンドメディア特集」の実施

月刊 広報会議2019年5月号「オウンドメディア特集」
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教育講座:「オウンドメディア活用講座」の実施

オウンドメディアの立ち上げ・運用で、失敗しないためのセオリーや成功事例を学ぶ教育講座を3カ月に1回実施。

他にもサイト関連の講座を複数開催↓
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想定来場者属性（前回実績）

職種 業種

企業規模 役職

11億～100億
18%

10億未満
13%

非会社組織
10%

１兆円以上
9%

1001億～9999億
16%

101億～1000億
33%

約６割が
大企業

一般社員クラス
42%

経営者・役員クラス
4%

本部長・部長クラス
10%

課長クラス
18%

主任・係長クラス
21%・

約３.５割が
課長以上

広告・宣伝
9%

クリエイティブ
6%

営業・営業企画
5%

販売促進
3%

ウェブ
2%

人事
2% 経営企画

5%

広報・IR
34%

マーケティング
21%

約４割が
広報関連

広告主
86%

広告業
11%

約９割が
広告主



8

誌面レポート（広報会議 5月号 「オウンドメディア特集」内に掲載予定）

月刊 広報会議2019年9月号「新時代の企業ブランディング特集」時の例

イベントのレポートは誌面にも掲載されるため、リード獲得に加え貴社ブランドの確立にも寄与します。



カンファレンス当日の流れ
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ご協賛の案内

①キーノート
広告主各社や専門家からのコ
ーポレートブランディングの推進
についての、パネルディスカッショ
ンまたは講演を実施します。

②協賛講演
協賛企業各社より、特定の
テーマに紐づいた講演を実
施し、来場者に商品・サービ
スの理解を深めます。

③ランチセッション(予定）
午前と午後のセッションの合間
では、協賛企業・来場者がコミ
ュニケーションを取ることのできる
ランチセッションを実施します。

ご協賛に適した企業様

・オウンドメディアの立ち上げ・運用の支援をしている企業様

・オウンドメディアのコンテンツ制作、マネタイズを支援する企業様

・企業のSNS運用を支援する企業様
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ご協賛のメリット

新規リードの獲得、見込み顧客の健在化、
貴社ブランドの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。
広報・PR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、業務の効率化を図りたいなど、
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と貴社へ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
「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

■教育機関・官公庁の広報担当者■メーカー、サービス業
広報部門 コーポレートコミュニケーション部門
経営企画部門 マーケティング担当者



11

タイムテーブル

時間 講演会場A (80名or40名)

10：30～11：20 主催者講演(オープニングキーノート)

11：40～12：20 協賛講演A1

12：30～13：10 協賛講演A2

13：20～14：10 ランチセッション

14：20～15：00 協賛講演A3

15：10～15：50 協賛講演A4

16：00～16：40 主催者講演(クロージングキーノート)

※変更の可能性があります。
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ご協賛メニュー

講演メニュー Aプラン Bプラン

金額 金額についてはコチラよりお問い合わせください

Vol.3 2枠 2枠

講演
来場人数 80名 40名

来場者名刺情報 ○

公式サイト 講演情報(テーマ・登壇者・概要)を公開

事前告知 月刊『広報会議』+Webメディア「アドタイ」+メルマガ配信（予定）

誌面レポート 1ページ掲載(月刊『広報会議』 5月号オウンドメディア特集内)

配布 当日資料 ロゴ+講演内容掲載

※オプションメニュー
タイアップ記事
(1社単独)

媒体
月刊『広報会議』
(2ページ/1ページ)

金額
金額についてはコチラより
お問い合わせください

■締切 12月27日(金)

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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全体のスケジュール

参加者募集告知

実施

来場者リスト提供

レポート掲載

■お申し込み用の本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
企業の広報担当者、WEB担当者、PR会社など

■開催後、セミナーへご参加された方のリストをCSVデータにて提供いたします

■月刊『広報会議』にて実施レポートを掲載します

2020年1月初旬

2月4日(火)

開催翌週

『広報会議』2020年5月号(4/1発売)

誌面告知広告 『広報会議』2月号（12月28日発売）
(予定)

お申込締切 12月27日(金)
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日程 2/4(オウンドメディア&SNS） 5/25(インターナル） 8/27(ブランディング・デザイン） 11/24(インターナル）

メニュー Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン

定価

金額についてはコチラよりお問い合わせください
セット割

来場人数 80名 40名 80名 40名 80名 40名 80名 40名

レポート 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ

2020年のコーポレートブランディングカンファレンスのご案内

オウンドメディア＆SNS編 2月4日(木)開催 『広報会議』 5月号レポート記事1ページ掲載

インターナルブランディング編（予定） 5月25日(木)開催 『広報会議』 8月号レポート記事1ページ掲載

ブランディング・デザイン編（予定） 8月27日(水)開催 『広報会議』 11月号レポート記事1ページ掲載

インターナルブランディング編Vol.2
（予定）

11月24日(火)開催 『広報会議』 2月号レポート記事1ページ掲載

※開催テーマ、日程については変更の可能性がございます。

★複数協賛（2日程以上）でセット割価格での実施が可能です★

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/

