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一期一会の体験価値
～ますます注目集まる、ライブコンテンツの熱狂度～

デジタル技術の発達により、ほとんどのコンテンツは際限なくアーカイブできるようになりました。
それらを素晴らしい検索利便性の高さとともに、ほとんど無料で見ることが出来るデジタルサービスが、
あらゆるコンテンツ産業で展開されています。
そしてそのほとんどが供給過多に陥っており、限りなく無料に近いサービスモデルにせざるを得ない状況になっています。
一方で、一期一会でどんな展開になるかその瞬間を見届ける以外分からないライブコンテンツの価値はますます高まり、
エンドユーザーのサービス利用数増加、広告主数の増加・協賛額の高額化に繋がっております。

『その時、その場、その瞬間にしかないライブコンテンツ』
～特有の価値を持つスポーツシーンの活用を考える1日～

【図１】出典：ライブ・エンタテインメント調査委員会『2016ライブ・エンタテイン
メント白書』

国内のライブ・エンタテインメント市場規模は、2001年の2562億円から
2015年の5119億円へと、15年間で2倍に拡大。
「体験」の価値が高まっている。

（一社）日本イベント産業振興協会が発表している、『平成２９年国内イベント消費規模推計』によると、
2017 年（1 月～12 月）における我が国でのイベント消費規規は、 16 兆 6,490 億円（前年比 100.7％）と
なっており、イベント来場者の消費金額は 6 年連続の伸長となっています。中でも、「スポーツ競技技会」「音楽フェス」
が、含まれる「興業イベント」カテゴリーは、5 兆 6,828 億円（前年比 134.9％）とより高い伸びを示しています。
お金を使わなくなったと言われる現代において、同協会が発表するイベントにおける平均支出額は2万6000円と示されて
います。2019年ラグビーW杯・2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会を迎える日本は、ますます消費金額も上
がっていく市場と予想されます。

「スポーツ」における消費行動
～スポ―ツや音楽を含む興業イベントにおける消費額は134.9%増～

【図３】出典：『平成２９年国内イベント消費規模推計』をもとに作図

興行イベントの消費金額推移

201７年
4兆2126憶円

2018年
5兆6828憶円

134.9%増

開催の意義
スポーツを「つかう」というマーケティングアイデア

ロサンゼルスオリンピック以降、露出による認知度向上を目的としてスポンサーシップを活用してきたスポンサー企業である
が、2012 年のロンドンオリンピックあたりからスポンサー企業の取組み方に変化が見られています。スポンサー企業におい
て企業名や商品のロゴが露出するスポンサーシップから企業の経営課題を解決する投資としてのスポンサーシップに
位置付けが変わってきており、図2に参照されるとおり、広告としての考え方のみならず、「マーケティング」・「営業等（販
売）」のフェーズにもスポーツの活用が見られるようになってきました。
（例）ガンバ大阪×パナソニック×スタジアム、東京マラソン×Dole

スポーツ広告主の目的
～企業名などの露出から、経営課題の解決・価値の共創の時代へ～



スポンサーシップやスポーツマーケティングに興味関心のある企業の責任社・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

名 称 ： Sports Marketing Collection 2020 vol.3
日 時 ： 2020年4月6日（月）
会 場 ：宣伝会議セミナールーム
想定来場 ：延べ200名想定
主 催 ：株式会社宣伝会議
来場対象 ：
スポーツを自社のマーケテイングに活用しようとヒントを得たい
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
自治体のスポーツ事業関連責任者・担当者 ほか

開催概要



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。

宣伝会議のネットワーク



スポーツマーケティングに関わる宣伝会議の取り組み

スポンサーシップ・マーケテイング実践講座
（2017年より、継続的に実施中。年間実施3回、合計170人修了）

渋谷のプロバスケチームが秘する「企画力」
(『販促会議』18年5月号より)

横浜DeNAベイスターズの経営とマーケティングセミナー
（2017年5月17日実施）

LIXIL、NECと考える、2020年に向けた企業が
スポーツと共に歩むプロモーションのあり方
（2018年4月11日開催「AdverTimes Days 2018」

ブランドを活かした、レアル・マドリード流のファンマーケ
ティング ～熱狂を呼ぶ、距離と心理の縮め方とは？～
（2018年8月28日開催「Promotion Forum 2018」

【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？

（2019年4月24日開催 AdverTimes Days 2019)



想定テーマ

セミナーでは、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。

デジタル＆テクノロジー

・デジタルメディアやツール、テクノロジーを活用し、
企業の認知拡大や・顧客とのエンゲージメント
強化を支援する企業
・エンターテイメント関連のコンテンツ制作を得意
とする企業

コンサルティング

・スポンサーシップの目的やKPI、効果測定の
方法をコンサルティングしている企業

・スポーツイベント企画・運営企業
・プロスポーツチーム・プロスポーツリーグ
運営団体
・スポーツ系Webメディア・マスメディア

スポーツコンテンツホルダー

プロスポーツオリンピック

ファンマーケテイングeスポーツ 海外進出

イベント地域活性 デジタル×リアル

アマチュアスポーツ

スポンサーシップ 効果検証社会貢献

想定協賛企業の領域



想定来場者

※想定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。

スポーツ関連施策に取り組みたい企業が参加します。
スポーツマーケティングに興味関心のある企業が参画予定

各セミナー＆ワークショップ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。

エアウィーブ
ロッテ
イトキン
総合警備保障
セコム
トヨタ自動車
ブリジストンサイクル
JAL
ANA
第一生命
東京ばなな
味の素
ユナイテッドアローズ

キリン
サントリー
レッドブル
アサヒ飲料
日清食品
明治
ヤンマー
東洋タイヤ
BEAMS
タニタ
KDDI
ソフトバンク
ドコモ

パナソニック
サムスン
ソニー
ローソン
ファミリーマート
アダストリア
スバル
ドール
JTB
おやつカンパニー
吉野家
日本コカ・コーラ
本田技研

佐藤製薬
森永製菓
味の素
東京西川
カシオ
アサヒビール
シチズン
赤城乳業
サーモス
スターツコーポレーション
セイコーホールディングス



職種

業種

企業規模

役職

本部長・役員クラス
10%

課長クラス
19%

主任・係長クラス
17%

一般社員クラス
39%

その他
7%

約5割が
役職クラス

1兆円以上
13%

1001億円～9999億円
21%

101億円～1000億円
26%

11億円～100億円
13%

10億円未満
17%

非会社組織・その他
11%

約6割が
大企業

経営者・役員クラス
7%

広告業
26%

マーケティング
35%

広告・宣伝
10%

営業・営業企画
19%

販売促進
6%

経営企画・広報
14%

その他
16%

約7割が
マーケティング

広告主
65%

メディア
9%

約7割が
広告主

前回参加者属性



協賛メリット

スポーツ関連施策に取り組むブランドのキーマンのリード獲得が可能です。

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するため来場者・フェローメンバーとの
深いコミュニケーションが可能です。

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

スポーツマーケティング領域の第一人者として貴社を印象付けること
ができます。

貴社及びサービス・プロダクトのブランディング

1

2

3



タイムスケジュール(予定)

時間 コンテンツ

14：00～14：40 基調講演

15：00～15：40 協賛講演①

16：00～16：40 協賛講演②

17：00～17：40
クロージングトーク

（フェンシング 太田雄貴氏 登壇決定！）

18：00～19：30 懇親会 懇親会 全セッション終了後、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。

協賛講演 協賛企業様のプレゼンテーションやワーク
ショップを実施。テーマに関心のあるマーケター・宣伝担当
者の皆様に協賛企業様のソリューションの理解を深めます。

協賛講演/クロージングトーク 広告主各社から
のスポーツムーブメントの活用法についての講演



ご協賛メニューとスケジュール

※ご講演会場の参加人数を確約するものではございません。

※価格は全て税別です。

5月号or6月号

フォーラム
実施

レポート掲載
月号発売

4月２/28(金)

ご協賛
お申込締切

協賛プラン Aプラン Bプラン

協賛金額 価格・スケジュールの詳細はこちらのフォームよりお問い合わせください

枠数 1枠 1枠

講演

来場人数 120名 80名

時間 40分 40分

来場者個人情報 後日csvファイルにて提供

公式サイト 講演情報を公開

事前告知 月刊『宣伝会議』,Webメディア「アドタイ」,メルマガ

レポート 月刊『宣伝会議』 ½ページ掲載

配布 当日資料 ロゴ+講演内容

パーティー 参加人数 3名

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


サイズ：A4
種類：1種類
想定配布数：250部

ご協賛メニュー

セミナー来場者全員へ
チラシの配布

価格・スケジュール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

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


開催までのフロー

集客から開催まで通してサポートいたします。

・日時：2020年4月6日予定

・場所：宣伝会議セミナールーム（東京・南青山）

・想定来場：企業のマーケティング担当・責任者など

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講演・
パーティー

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

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

宣伝会議からメンバーへ
参画をご依頼いたします①招待

一般来場者 フェローメンバー

リスト

獲得

理解

促進

認知
拡大



Sports Marketing Collection 2020

お問い合わせ

Sports Marketing Collection 2020 企画運営事務局宛にご連絡ください。

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


