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アドタイ・デイズ2020(春)

マーケティング＆クリエイティブの力が生かされる時！

2020のその先へ―想像力と創造力で未来を切り開こう

2020年4月22日(水)・23日(木) 会場：ベルサール高田馬場



主旨

「アドタイ・デイズ2020春」は、
明日の仕事に役立つマーケティング、コミュニケーション、クリエイティブのノウハウを体得できる場であると当時に、
広告界の各領域で起きている最新の事例・現象も2日間で効率よく収集できる場です。

加えて、広告界の「お祭り」をコンセプトにする本イベントでは、皆さんのマインドセットをこんなふうに変える、

目からうろこ、モチベーションが上がる！企画をご用意します。

名 称 ：アドタイ・デイズ2019(秋)
日 時 ： 2020年4月22日(水)・23日(木) 
会 場 ：ベルサール高田馬場
来場人数 ：約10,000名（2日間）
主 催 ：宣伝会議

来場対象：
企業のマーケティング責任者・企画担当者
企業の宣伝、販促、広報、Web責任者・企画担当者
広告会社、制作会社、マーケティング関連会社

ほか

実施概要

―ついにやってきた2020年。ポスト2020に向けた準備は整いましたか？

先を見据えた戦略は重要ではありますが、半年先の社会も予測しづらい変化の激しい現代。

マーケティング、コミュニケーションのプロフェッショナルが磨き続けてきた想像力と創造力が、
一人ひとりの生き方、企業の展望、そして社会の進化、その道筋を照らし出してくれるのではないでしょうか。

個人としての日常の課題の解決から、大きくは世界の社会課題の解決まで、
マーケティング＆クリエイティビティの力が生かされる場は、多数あります。
理想と誇りをもって最大級に大きな役割を意識しながらも、参加者ひとりひとりの問題意識に合わせて、
自分なりの課題への向き合い方、その一歩目が見つかる2日間にしていきます。
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マーケティング＆クリエイティブの力が生かされる時！
2020のその先へ―想像力と創造力で未来を切り開こう
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想定講演テーマ

2 ブランドと顧客の創造

需要創造 新商品

ビジネスモデル ブルーオーシャン

3 トランスフォーメーション

働き方 デジタル、IoT

モチベーション 社内コミュニケーション

1 顧客の時代・体験

感動体験 顧客接点

カスタマージャーニー カスタマーサポート

4

クリティブ・アイデア 伝え方

コミュニケーションデザイン 地域活性

コミュニケーションとクリエイティブ
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協賛メリット

見込み顧客の顕在化、ブランド向上にお役立てください。

広告主企業をはじめとした
参加者とのビジネスマッチングの場を提供いたします。

１ ２ターゲティングされたリードの獲得 ブランド構築でのご活用

来場者は広告主を中心とし、約6割が役職者。
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、目的意識を持った来場者です。
また、貴社のサービスに興味を持った方が聴講するため、
効果的なマッチングを実現します。

講演中心のフォーラムが、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。

3 ４ブースで見込顧客と対面 メディアと連動した広いリーチの活用

講演を聞いた方には具体的な商品説明を、立ち寄った
方には名刺交換と課題のヒアリングができます。商品や
サービスの説明を通して具体的な見込み顧客のリアルな
声をヒアリングし、商談につなげることができます。

おかげさまで宣伝会議は63年を迎えました。
「宣伝会議」「販促会議」「ブレーン」「広報会議」の
雑誌メディア、デジタルメディアの「AdverTimes（ア
ドタイ）」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。
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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。加えて「編集会議」
「100万社のマーケティングフォーラム」など、定期発行物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。

集客プロモーション

専門誌の強み

取材先

定期

購読者

セミナー

参加者

講座

受講生

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

年間200講座20,000名の輩出

PV：1,390,407 /月
UU： 415,028 /月

各誌年間1,000名以上

デジタル

メディア

約53,000/いいね
約25,000/フォロワー
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来場者11,659名(2019年春)

1. 講演者

2. 前回の様子・会場

3. 来場者データ

4. 協賛企業

前回実績



作業服からアウトドアに市場を広げる"ワークマン"に学ぶ、
ブランド資源を活用した新市場参入

株式会社ワークマン
常務取締役 経営企画、情報システム、ロジスティックス担当

土屋哲雄氏

人の気持ちは測定できるのか

株式会社ニューバランスジャパンDTC＆マーケティング部
ディレクター鈴木健氏

株式会社パルコ執行役グループICT戦略室担当 林直孝氏

出版社と創るファンマーケティング

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 事業役員データインサイトセンター長 沼田洋一氏

株式会社電通出版ビジネス・プロデュース局 出版業務推進部中村一喜氏

株式会社MERY Brand Studio 部長青木秀樹氏

利用者に愛されるプロダクト/サービスをつくる
エンゲージメント戦略

株式会社エイチ･アイ・エス 広告グループ
コーポレートコミュニケーションチーム チームリーダー

丹下陽一郎 氏
富士フイルム株式会社イメージング事業部

インスタント事業グループ マネージャー高井隆一郎氏

パーソナライゼーションはどう進むのか

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
ビジョンケアカンパニー宮野淳子氏

資生堂ジャパン株式会社次世代事業開発部
デジタルフューチャーグループ 「OPTUNE」

ブランドマネージャー川崎道文氏

ユニリーバの事例にみる“SDGsの実践”サスティナ
ビリティで企業の成長は促進できるか？

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
アシスタントコミュニケーションマネジャー

新名司氏
株式会社日本ビジネス出版『環境ビジネス』編集長

白田範史氏

若年層女性のインサイトを捉えた
マーケティング戦略とは

株式会社スシローグローバルホールディングス
コミュニケーション企画推進室 販促課林麻衣子氏

株式会社エイブル社長室賃貸女子応援企画グループ
グループリーダー赤星昭江氏

次世代広報担当者になるための3つの行動原則

株式会社トライバルメディアハウス
代表取締役社長池田紀行氏

イノベーションの実現に欠かせない、
ビジョンとコンセプトの導き方

株式会社TBWA HAKUHODO
クリエイティブディレクター細田高広氏



課題解決から、可能性創造へ

EVERY DAY IS THE DAY Creative Director／CEO
佐藤夏生氏

月額制・ビジネスウェアトータルサポートサービス
『着ルダケ』が目指す体験価値の創造

株式会社レナウンマーケティング＆コミュニケーション統括部
統括部長中川智博氏

新たなビジネスを創る企業の
マーケティング戦略

株式会社FOLIO 取締役 Chief Marketing Officer
リュウ・シーチャウ氏

Indeed Japan株式会社マーケティングディレクター

水島剛氏

『たとえる力で人生は変わる』出版記念セミナー
言語化ブームからマーケターは何を見るべきか？

ヤフー株式会社
メディアカンパニーマーケティングソリューションズ統括本部

エヴァンジェリスト井上大輔氏

新たな体験を生み出すクリエイターの働き方

株式会社アフロ＆コー
CEO / パーティークリエイター

アフロマンス氏

世界ゆるスポーツ協会代表理事澤田智洋氏

『緊張して話せるのは才能である』発売記念セミナー
「マーケターのためのプレゼンを成功させる緊張のトリセツ

～無理してジョブズを真似る必要はありません～」

トップ・プレゼン・コンサルタント、ウォンツアンドバリュー株式会社
取締役永井千佳氏

全ての企業はサービス業になる ～今起きている変化に適応し
ブランドをアップデートする10の視点～

株式会社アーキセプトシティ代表・クリエイティブディレクター
室井淳司氏

もうデータ分析は怖くない！
マーケター必須のデータマーケティング総まとめ

データマーケター内野明彦氏

マーケターの価値向上のための戦略論

株式会社電通 2020プロデュースセンター
チーフ・プランニングディレクター谷昭輝氏

企業による社会課題解決と新市場創出～健康増進型保険
”住友生命「Vitality」”の差別化戦略～

住友生命保険相互会社 Vitality戦略部長
西野貴智氏



LINEのデータ・AI活用事例から考察するマーケティングの未来

LINE株式会社プラットフォームエバンジェリスト
砂金信一郎氏

グループの目指す姿が見えてくる、グループ報『きりん』の編集方針

キリンホールディングス株式会社
グループコーポレートコミュニケーション担当

川角久美子氏

クリエイティビティの過去、現在、そして未来。

思考家／元・電通執行役員（戦略担当）白土謙二氏

株式会社CHERRY 代表／ビジネスプロデューサー鈴木聡倫氏

HASHI inc. クリエイティブディレクター・PRディレクター橋田和明氏

クリエイター視点で考える『Webでの企業ブランディング』

株式会社電通 CDC / コミュニケーションプランナー嶋野裕介氏

PARTY Creative Director / Founder 中村洋基氏

株式会社博報堂統合プランニング局アクティベーションプランナー/クリエイティブチーム
“最高”クリエイティブディレクター小島翔太氏

ブランドや企業のマーケティングは、音楽コンテンツで変えることができるだろうか？

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ第3レーベルグループエピックレコードジャパンオフィスRIA制作部部長梶望氏

株式会社トライバルメディアハウス『Modern Age／モダンエイジ』事業部事業部長／レーベルヘッド高野修平氏

デジタル音楽ジャーリストジェイ・コウガミ氏

【ラグビー日本代表・前主将も登場！】 2019年ラグビーイヤー特別企画！
なぜスポーツは人びとを熱狂させるのか？

元ラグビー日本代表主将ラグビーワールドカップ2019™アンバサダー廣瀬俊朗氏

ラグビーワールドカップ2019組織委員会 JRFU連携部長（兼）管理局秘書室部長（戦略統括・特命プロジェクト担当）福島弦氏

株式会社パラドックスクリエイティブディレクター／コピーライター吉谷吾郎氏



見えない価値を可視化し、スピーディな意思決定を実現！メーカー担当者が語る！
データ・ドリブンなマーケティングを推進するためにやるべきこととは？

エバラ食品工業株式会社マーケティング本部 マーケティングマネジメント室マネジャー毛利英輔氏

カゴメ株式会社マーケティング本部広告部宣伝グループ細川和紀氏

何ができて、何ができない!? 変わるマスメディアと創るブランドコミュニケーション

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ動画・データビジネス部長堀龍介氏

株式会社日本経済新聞社デジタル事業メディアビジネスユニットNブランドスタジオ青木岳氏

株式会社エフエム東京経営戦略室経営計画部専任部長杉本昌志氏

アウトブレイン顧問／アビームコンサルティング顧問事業構想大学院大学客員教授本間充氏

お笑い芸人の頭の中をクリエティブ視点で読み解く

よしもとクリエイティブ・エージェンシーしずる池田一真氏・村上純氏

株式会社BBDO J WEST コンテンツプランナー眞鍋海里氏

人気連載出張企画「R30のホープたち」

江崎グリコ株式会社マーケティング本部チョコレートマーケティング部ポッキー企画グループ金澤結衣氏

ライフネット生命保険株式会社営業本部マーケティング部岩崎那歩氏

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社マーケティング課課長補佐尹剛秀氏
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会場

新会場：ベルサール高田馬場

山手線「高田馬場」駅徒歩５分 西武線、東京メトロ副
都心線の各駅からも徒歩７分以内のマルチアクセスかつ、
新宿区内最大級の約２，４００㎡ 天井高６ｍの無柱空
間のイベントホールとなります。

【基本情報】
面積 ：2380m2（720坪）
収容人数：1,000〜2,080名
天井高 ：6.0m

【アクセス】
｢高田馬場駅｣徒歩5分(JR線,西武新宿線)｢高田馬場駅｣
徒歩6分(東西線)｢西早稲田駅｣徒歩7分(副都心線)

前回の様子
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来場者データ(2019年春)

業 種

役 職

職 種

年間売上

一般企業

52%
広告・マーケティング

39%

メディア

9%

マーケティング

28%

営業・営業企画

19%宣伝・広告

13%

その他

8%

クリエイティブ

8%

広報・IR

8%

販売促進

6%

ウェブ

4%

役員・取締役

3%

経営企画

3%

一般社員クラス

44%

主任・係長クラス

17%

課長クラス

16%

本部長・部長クラス

12%

経営者・役員クラス

7%

その他

4%

1兆円以上

15%

5001億～9999億円

1%

1001億～5000

億円

5%

501億～1000億

円

4%

101億～500億円

9%

51億～100億円

4%
11億～50億円

7%

10億円未満

35%

非会社組織・

その他

20%
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協賛企業(62社：2019年春)
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1. 講演
• メニュー
• タイムテーブル
• オプション

2. 展示
• メニュー
• レイアウト
• イメージ
• オプション

3. 特別オプション・注意事項

協賛メニュー
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講演（メニュー）

2日間 1日間

プラン 講演A 講演B 講演C 講演D 講演A 講演B 講演C 講演D

来場人数 200人×2 150人×2 90人×2 60人×2 200人 150人 90人 60人

講演時間 40分

講演回数 2回（両日1回ずつ） 1回（講演日を選択いただきます）

社数 5社 5社 5社 5社 10社 10社 10社 10社

定価 料金・空き枠についてはこちらのフォームよりお問い合わせください

講演枠 ※申し込み優先

展示ブース ブースC（1コマ） なし（オプション：ブースC35万円）

パンフレット 講演情報・ロゴ

公式Web 講演情報・ロゴ

事前告知
アドタイに告知記事掲載

FB・Twitter投稿付き
（フォーマットタイプ）

イベント全体告知
アドタイに告知記事掲載

FB・Twitter投稿付き
（フォーマットタイプ）

イベント全体告知

レポート
4色1/2ページ

(雑誌4誌から選択)
なし

4色1/2ページ
(雑誌4誌から選択)

なし

VIPパス 50人 40人 30人 20人 50人 40人 30人 20人

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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A会場［200人］ B会場［150人］ C会場［90人］ D会場［60人］

A1 09:30 ～ 10:10 主催者企画 B1 09:30 ～ 10:10 主催者企画 C1 9:35-10:15 主催者企画 D1 9:35-10:15 主催者企画

A2 10:25 ～ 11:05 協賛企業講演 B2 10:25 ～ 11:05 協賛企業講演 C2 10:30-11:10 協賛企業講演 D2 10:30-11:10 協賛企業講演

A3 11:20 ～ 12:00 協賛企業講演 B3 11:20 ～ 12:00 協賛企業講演 C3 11:25-12:05 協賛企業講演 D3 11:25-12:05 協賛企業講演

A4 12:15 ～ 12:55 主催者企画 B4 12:15 ～ 12:55 主催者企画 C4 12:20-13:00 主催者企画 D4 12:20-13:00 主催者企画

A5 13:10 ～ 13:50 協賛企業講演 B5 13:10 ～ 13:50 協賛企業講演 C5 13:15-13:55 協賛企業講演 D5 13:15-13:55 協賛企業講演

A6 14:05 ～ 14:45 主催者企画 B6 14:05 ～ 14:45 主催者企画 C6 14:10-14:50 主催者企画 D6 14:10-14:50 主催者企画

A7 15:00 ～ 15:40 協賛企業講演 B7 15:00 ～ 15:40 協賛企業講演 C7 15:05-15:45 協賛企業講演 D7 15:05-15:45 協賛企業講演

A8 15:55 ～ 16:35 主催者企画 B8 15:55 ～ 16:35 主催者企画 C8 16:00-16:40 主催者企画 D8 16:00-16:40 主催者企画

A9 16:50 ～ 17:30 協賛企業講演 B9 16:50 ～ 17:30 協賛企業講演 C9 16:55-17:35 協賛企業講演 D9 16:55-17:35 協賛企業講演

講演（タイムテーブル）× 2日間
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展示（メニュー）

プラン 展示S4 展示SS 展示S 展示B 展示CC 展示C

コマ数 ４コマ 2連コマ １コマ １コマ 2連コマ １コマ

ブースゾーン S（入口正面） B（角コマ） C

定価 料金・空き枠についてはこちらのフォームよりお問い合わせください

ブース
位置調整

※申し込み優先

パンフレット 展示情報・ロゴ

公式Web 展示情報・ロゴ

アドタイ 事前告知

VIPパス 50人 40人 30人 30人 30人 30人

※ブース位置のご指定については、ご協賛申込順にご案内をさせていただきます。

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

BB

CC

BB

BB
CC

BB

BB

CC

BB

BB

CC

B

B

B

B

CC

CC

B

B

B

B

CC

CC

B

C
C
C
C
C
C

B

B

C
C
C
C
C
C

B

S

※協賛社数により、
レイアウトが
一部変更になる
場合がございます

S

S S

S S

S S

済

展示（レイアウト）
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■4コマブース

4m×4m展示

4コマブースは、
スペースでのお渡しになります。
電気容量2Kw設置いたします
※コンセントは4口設置

■基礎ブース使用：１小間＝１小間＝間口1,980ｍｍ×奥行き1,980ｍｍ×高さ2,700ｍｍ
・ブースパラペット、社名板（統一書体、規定色）
・設営は前日13時〜17時までの4時間となります。
・会場内の展示（基礎小間設営）は事務局が一括して行います。

・インターネット回線や照明などは別途料金となります。
・隣接する出展者との境界には、システムパネル（黒）とパラペットによる間仕切りを設置します。
・基礎小間以外の設備は出展者負担となります。尚、料金のお支払いに関しては、運営事務局より請求書を発行いたします。
・各種装飾や什器設置は別途料金でのご用意、もしくは貴社お持ち込みとなります。

■2コマブース
4m×2ｍ展示
※コンセントは4口設置
※電気容量2Kw設置いたします

1980

3960

2
4
0
0

2
7
0
0

■1コマブース
2m×2m展示

※コンセントは2口設置
※電気容量1Kw設置いたします

展示（イメージ）
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販促物など

実物展示したい

企業向け。

ブース内で具体的な

商談をしたい企業様向け。

ムービーをお持ちの

企業様向け。

モニタープラン ¥120,000- ひな壇プラン ¥35,000- テーブル・椅子設置プラン ¥32,000-

バーコードリーダー ¥300,000-

名刺交換ではなく、来場者パスにあるバーコードリーダー
を読み取っての情報取得が可能になります。
効率的なリード獲得を目指す出展者様にお勧めです。

バーコードリーダー 2台 貸与

展示（オプション）
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セットプラン:アドタイデイズ2020@Osaka

名称：アドタイ・デイズ2020 @Osaka日時： 2020年5月14日(木) 会場： 堂島リバーフォーラム 来場人数： 約2,000名

プラン 講演A 講演B 講演C

来場人数 180人 100人 50人

講演時間 40分 40分 40分

社数 4社 4社 6社

定価
料金・空き枠については

こちらのフォームよりお問い合わせください
セット割

講演時間 ※申し込み優先

展示ブース
ブースB

（1コマ提供）
ブースなし（追加可）

パンフレット 講演情報・ロゴ

公式Web 講演情報・ロゴ

アドタイ 事前告知（講演者情報・一括で告知）

VIPパス 30人 20人 10人

プラン 展示A 展示B 展示C 展示AA

コマ数 １コマ １コマ １コマ 2コマ

ブースゾー
ン

A B C AA

定価
料金・空き枠については

こちらのフォームよりお問い合わせください
セット割

ブース位置 ※申し込み優先

パンフレット 展示情報・ロゴ

公式Web 展示情報・ロゴ

アドタイ 事前告知（ブース出展社・一括で告知）

VIPパス 20人 20人 20人 30人

[PDF]アドタイ・デイズ2020 @Osakaの詳細はこちら

初開催のアドタイデイズ2020@Osakaとセットでご出展いただくプランです。

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/event/%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%ba2020-osaka/
https://www.sendenkaigi.biz/event/%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%bb%e3%83%87%e3%82%a4%e3%82%ba2020-osaka/


告知
PR

Web
メール

全体

ご出展を検討・希望の方、
または料金・空き枠の詳細について興味のある方は

こちらのフォームよりお問い合わせください

■お問い合わせ

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

ア
ド
タ
イ
・
デ
イ
ズ(

春)

開
催

4月22,23日

1月中旬
申込サイト

OPEN

12月20日
一次締切

2月~
アドタイ

Web・新聞

お問い合わせ

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

