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営業推進方針Girls Marketing Collection 2020

名 称 ： Girls Marketing Collection 2019
日 時 ： 2020年6月19日(金) 
会 場 ： 宣伝会議セミナールーム
想定来場 ： 約200名（1日間）
主 催 ： 株式会社宣伝会議

来場対象 ：
女性向けサービス、商品を扱う
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、Web責任者・企画担当者

ほか

女性向けの商品・サービスを扱う企業の責任社・担当者が
ジャンル・テーマ別にマーケティングのあり方について議論する１日

■マーケティングターゲットとしての女性の重要性
女性の社会進出が進み、ライフスタイルやコミュニケーションツールも多様
化する現在、年齢や属性などの情報のみで女性の消費心理を捉えること
が難しくなってきています。

■女性と向き合うマーケターの苦労
女性の感情、行動特性、生活環境、ライフコースなど、普遍的な特徴と
時代背景によって変わる特徴。どちらかの知識に偏っていては、結局今の
女性を振り向かせることはできません。感情、行動特性、生活環境、ライ
フコースを理解し女性心理をとらえるだけではなく、新しい女性へのアプロー
チ手法を理解し、情報伝達のプラットフォームの攻略が必要です。



営業推進方針 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。

広告主を中心としたステークホルダーに対して集客を実施します。



カテゴリー×想定テーマ

Category

Line A

Fashion

Line B

Line A

Lifestyle

Line B

Food & Drink

各カテゴリーに当てはまる商品・サービスを扱うマーケターを中心に集客いたします。
セミナーでは、各カテゴリーで注目を集めるキーワードをテーマに議論を深めていきます。

Keyword

ソーシャルメディア コミュニティ Instagram活用 アプリ

WEBメディア
インフルエンサー

マーケティング
リアルイベント

コミュニケーション

デザイン

ブランドコマース クリエイティブ オウンドメディア 店頭連動

OMO 戦略PR
コンテンツ

マーケティング
Etc...

※カテゴリー内では、１キーワード1セミナーとさせていただきます。

Beauty



コンテンツ

③Networkingparty

① Keynote

②Seminar

①Keynote
女性向けの商品・サービスを扱うブラン
ドのKeynoteでカンファレンスをスター
ト。注目企業のマーケターが登壇しパ
ネルディスカッションを行います。

②Seminar
各カテゴリー×キーワードをテーマに協
賛企業様のプレゼンテーションを実
施。各カテゴリーに属するマーケターの
皆様に商品・サービスへの理解を深め
ます。

③NetworkingParty
全セッション終了後、フェローメンバーと
イベント参加者、協賛企業が参加し
て立食形式でのネットワーキングパー
ティーを開催いたします。



営業推進方針 フェローメンバー

２ライン × 10~15社
各カテゴリーを代表するブランドのフェローメンバーが参画予定

各ラインのセミナー及びネットワーキングパーティーにご参加いただきます。

セミナー及びネットワーキングパーティーにご参加いただきます。想定メンバー

クラシエホームプロダクツ株式会社
サッポロビール株式会社
ハウス食品株式会社
ミズノ株式会社
ロゼット株式会社
株式会社ＪＴＢ
株式会社ウエディングパーク
株式会社ウテナ
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
株式会社ニューバランスジャパン
株式会社ポーラ

株式会社メタボリック
株式会社ワールド
株式会社ワコール
株式会社伊勢半
株式会社講談社
小林製薬株式会社
青山商事株式会社
大塚製薬株式会社
旭化成ホームプロダクツ株式会社
日清食品ホールディングス株式会社

（21社・前回実績）

来場者実績

アデコ株式会社
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
エイベックス・エンタテインメント株式会社
キングソフト株式会社
ディップ株式会社
ピアス株式会社
ピジョン株式会社
ホシケミカルズ株式会社
ヤマハ株式会社

株式会社ＴＳＵＴＡＹＡ
株式会社アルビオン
株式会社オリエンタルランド
株式会社サザビーリーグ
株式会社ジェイアール東日本スポーツ
株式会社ディノス・セシール
株式会社ヨックモック
株式会社丸井グループ
株式会社三陽商会

株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー
株式会社明治
花王株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
中部国際空港株式会社
東京マリオットホテル（森トラスト株式会社）
日本コロムビア株式会社
日本たばこ産業株式会社
学校法人昭和女子大学

昨年「Girls Marketing Collection」実施時のセミナー来場社実績です。



営業推進方針 ご協賛のメリット

女性に対するコミュニケーションに日々向き合うブランドの業種業態まで絞られたリード獲得が可能。

ターゲティングされたリードの獲得

ネットワーキングパーティーを開催。来場者・フェローメンバーとの深いコミュニケーションが可能。

来場者・カウンシルメンバーとの深いコミュニケーション

ガールズマーケティング領域の第一人者として貴社を印象付けられます。

講演を通じた貴社及びサービス・プロダクトへの深い理解、信頼感の醸成

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

「宣伝会議」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、幅広くマーケティング業界に情報を届けます。

宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ、ブランド構築



営業推進方針 開催までのフロー

・日時：2020年6月19日㈮

・場所：宣伝会議セミナールーム ＠東京：表参道

・想定来場：企業のマーケティング担当・責任者など

開催翌週めどに
貴社セミナーの来場者の個人情報をCSVデータでご提供します

③開催

④来場者リスト
の提供

特設サイトを開設し、メールを配信。宣伝会議オンラインにて告知します。
別途、フェローメンバーへのお声がけも並行して行います。

②登録

①告知

来場希望者がお申し込みフォームにて事前登録します。

リスト
獲得

理解
促進

認知
拡大

⑤講演内容の
レポート掲載

本カンファレンスおよび貴社講演の内容をレポーティング、
『宣伝会議』9月号(8/1発売)に掲載いたします。



営業推進方針 タイムスケジュール

13：00～14：00 Key note

Fashion × Beauty Lifestyle × Food&Drink

14：20～15：00 セミナーA セミナーD

15：10～15：50 セミナーB セミナーE

16：00～16：40 セミナーC セミナーF

17:00~18:00 Networking Party

※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40分となります。

A B



営業推進方針 協賛メニュー
講演メニュー 2ライン 1ライン

金額 料金はこちらよりお問い合わせください。

枠数 6枠

講演
来場人数 40名×2 40名

来場者名刺情報 ○

公式サイト 講演情報を公開

事前告知 アドタイ

レポート 『宣伝会議』に4色1ページレポートを掲載

配布 当日資料 ロゴ+講演内容

パーティー
参加人数 2名 1名

ピッチ 5分×1回 5分×1回

お申込締切 3月31日 まで
※想定フェローメンバーは宣伝会議の各メディアの取材先、イベント登壇企業などをもとにしております。
※セミナーレポートは２ラインで協賛の場合も、いずれか１セミナーのレポート形式です。
※金額は税別になります。

オプション

セミナーレポート
（１社単独）

媒体 アドバタイムズ（1記事） 宣伝会議（1ページ）

料金 料金はこちらよりお問い合わせください。

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


営業推進方針Girls Marketing Collection 誌面レポート

過去ご協賛企業様

当日講演いただいた内容は、各社1ページでレポート化、誌面に掲載します。

セミナー参加者のリード獲得に加え、記事を通じた拡散、貴社ブランドの確立にも寄与します。



お問い合わせ

本社 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
TEL：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
TEL：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
TEL：052-952-0311 FAX：052-952-0312

関西本部 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31
TEL：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
TEL：092-731-3331 FAX：092-731-3151

Girls Marketing Collection 2020


