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インターネット・マーケティングフォーラム
ウェビナー・ウィークのご案内

SIMC Webinar



宣伝会議インターネット・マーケティングフォーラム2020は、新型コロナウイルス感染症対策に関して、
政府および各自治体の発表に基づきオンライン配信に形式を変えて開催いたします。

初のオンライン開催

■名 称：宣伝会議インターネット・マーケティングフォーラム ウェビナーウィーク
■会 期：2020年 6月9日(火)～11日(木)3日間
■会 場：ライブ配信で実施
■視聴想定：約3,000人
■主 催：株式会社宣伝会議
■来場対象：企業のWEBマーケティング責任者・企画担当者

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

テーマ：デジタル×クリエイティブで実現する個人・社会・企業の新しい共創

過去のテーマ

2015年
新しいマーケティングのプラットフォームをつくろう

～マーケターの“WILL”（志）がテクノロジーの可能性をひらく～

2014年
新しいマーケティングインテリジェンス
～人と情報の出会い方を創造する～

2016年
データドリブンからヒューマンドリブンへ

～マーケティングの本質を実現するためのデジタル活用を考える～

2017年
顧客のエクスペリエンス（体験価値）を変えよう！

～真のブランディングを実現するためのデジタル変革を考える2日間～

2018年
Industry Innovation 

～新しいルールをつくる人たち～

2019年
想像と創造から生まれる
顧客基点のバリューチェーン



ご協賛のメリット

AdverTimes.と連動して、ウェビナー
視聴者がタイアップ記事を閲覧しているか
などのデータも提供可能

視聴データまで提供する

データの質
配信プラットフォームと、宣伝会議のDMPを
連携させることで総視聴時間、離脱箇所、リ
ピート箇所など視聴者の見込み確度を見極め
るのに必要な情報を提供

視聴データを活用し、離脱ポイントな
どを分析。飽きられない、伝わりやす
いコンテンツの企画を支援します。

セミナー事業で培った

コンテンツ力

コンテンツ企画のウェビナーへの最適化、配信環境、集客、リード獲得方法など
ウェビナー開催までに必要な事項を宣伝会議が全面バックアップします。

AdverTimes.と連動して、ウェビナー
視聴者がタイアップ記事を閲覧しているか
などのデータも提供可能。

視聴データまで提供する

データの質

メディアと連動した展開メディアと連動した展開

配信プラットフォームと、宣伝会議のDMPを連
携させることで総視聴時間、離脱箇所、リピート
箇所など視聴者の見込み確度を見極めるのに必要
な情報を提供。

メディア、教育講座のコンテンツ企画力で、
今このタイミングに視聴したいコンテンツを
主催セミナーとして企画しイベントに視聴者を
呼び込みます。

セミナー事業で培った

コンテンツ力

視聴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。効果的なマッチングを実現します。

ターゲティングされた

リードの獲得



視聴ページ

（https://bit.ly/34oTWIh）

配信イメージ

動画
プレイヤー

概要欄

Q&A
（Sli.doを使用）

映像イメージ

https://bit.ly/34oTWIh


撮影スタジオ

撮影スタジオ

撮影協力：スマートメディア代表取締役社長成井五久実様

・宣伝会議オフィス内に換気のできる撮影スタジオを2か所用意
・投影資料のみのご用意で配信が可能
・ライブ配信でも講演者とスライドの合成も可能
・初ウェビナーでも講演いただきやすいよう返しのモニターなどをセッティング

※スタジオ見学も可能です。ご希望の際は、弊社営業担当にお問い合わせください。



イベントの流れ

告知
アドタイ内にLP作成し
メディアの読者、教育講座受講生を集客

LIVE配信 アドタイ内でライブ配信し、視聴データと共に視聴リードを提供

アーカイブ 全セッションの動画をレポート記事と共にアドタイ内にアーカイブ。
アーカイブ動画の視聴リードも提供

2次利用 ・撮影データを二次利用可能
・オプションでダイジェスト版も作成



タイムテーブル

6/9 6/10 6/11

キーノート
10:30-11:00

A1 B1 C1

協賛
11:05-11:35

A2 B2 C2

協賛
11:40-12:10

A3 B3 C3

主催
12:15-12:45

A4 B4 C4

協賛
12:50-13:20

A5 B5 C5

協賛
13:25-13:55

A6 B6 C6

協賛
14:00-14:30

A7 B7 C7

主催
14:35-15:05

A8 B8 C8

協賛
15:10-15:40

A9 B9 C9

協賛
15:45-16:15

A10 B10 C10

協賛
16:20-16:50

A11 B11 C11

クロージングトーク
16:55-17:25

A12 B12 C12



ライブ配信×映像アーカイブ×メディア掲載で、リード獲得およびブランディング

プラン Aプラン Bプラン

料金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

提供リード

ライブ配信30分 300人

1.00万/人

180人

1.11万/人映像アーカイブ

追加分のリード購入 1万円/名
※リード提供は視聴順に行います。

誌面レポート

『アドバタイムズ』
7月中公開開始

1記事
約1000文字

『宣伝会議』
9月号・8/1掲載

4色1ページ 4色1/2ページ

2次利用 動画納品、2次利用可 / 編集はオプション

協賛メニュー

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


前回実績



次世代経営者が考える、デジタル化する時代のブランド戦略

ブル―ボトルコーヒー
取締役／最高責任者
矢野 健一 氏

株式会社 幸楽苑ホールディングス
代表取締役社長
新井田 昇 氏

どこから始める？デジタルトランスフォーメーション最初の一歩

サントリーコミュニケーションズ株式会社
執行役員 デジタルマーケティング本部長
室元 隆志 氏

株式会社 グリーン・フードマネジメントシステムズ
執行役員 Chief Digital Officer/
社長室長代理/ 広報・IR室長
伊藤 信博 氏

デジタルマーケターはもういない？～3者のキャリアから考える新たな役割と働き方～

ライオン株式会社 コミュニケーション
デザイン部 CXプランニング室 兼
デジタルコミュニケーション開発室長
大村 和顕 氏

アクティブ合同会社
CEO
藤原 尚也 氏

マツダ株式会社
国内営業本部 ブランド推進部
アシスタントマネージャー
田渕 有策 氏

GoProのブランディング戦略

GoPro
日本・韓国代表 マネージングディレクター
吉川 ショウ 氏



日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部

IMCコンテントエクセレンスマネー
ジャー

田村恵理奈氏

株式会社博報堂
第二クリエイティブ局所属

アクティベーションディレクター
櫛田直希氏

マキシマムザホルモン
アウトサイダー広告代理人
マキシマムザ亮君氏

株式会社Que
クリエーティブディレクター / 

CMプランナー岡部将彦氏

株式会社メルカリ
People Branding Edito

西丸亮氏

株式会社電通
第5CRプランニング局

統括クリエーティブディレクター
眞鍋亮平氏

クリスピー・クリーム・ドーナ
ツ・ジャパン株式会社 事業戦略

部兼外販部部長
河野雅弥氏

株式会社博報堂
生活総合研究所 所長代理

堀宏史氏

株式会社飯尾醸造
五代目当主
飯尾 彰浩 氏

東京カレンダー株式会社
代表取締役
菅野祐介氏

株式会社Ｊリーグデジタル
プラットフォーム戦略部部長

笹田賢吾氏

株式会社TABI LABO
執行役員クリエイティブディレ

クター平井孝昌氏

株式会社ライゾマティクス
エンジニア／アーティスト

石橋素氏

合同会社ユー・エス・ジェイ
デジタルマーケティング
チーフマネージャー
平山剣ミカエル氏

KDDI株式会社
デジタルマーケティング部

マネージャー
野島拓也氏

日本アドバタイザーズ協会常務理
事

資生堂ジャパン株式会社
メディア統括部エグゼクティブ
マネージャー小出誠氏

一般社団法人日本広告業協会
常務理事
荒木利孝氏

一般社団法人日本インタラク
ティブ広告協会常務理事

植村祐嗣氏

株式会社カネボウ化粧品
コミュニケーション企画グループ

/部長
加藤義久氏

株式会社 LIVE BOARD
代表取締役社
神内一郎氏長

株式会社ワコール
執行役員 総合企画室

オムニチャネル戦略推進部長
下山廣氏

株式会社電通
CDC所属
髙崎卓馬氏

アウディジャパン株式会社
マーケティング本部

リサーチプロジェクトリーダー
後藤晋哉氏

一橋大学大学院経営管理研究科
准教授
上原渉氏

株式会社エアークローゼット
社長室長執行役員 CSO 

兼マーケティンググループ長
石川桂太氏

UBS銀行
ウェルス・マネジメント本部マーケ

ティング
/デジタルマーケティング ディレク

ター
山本佳司氏

UBS銀行
UBS本部 ウエルス・マネジメン

ト
本部 顧客戦略部長兼営業推進

役
中辻洋氏

三菱電機株式会社
宣伝部ウェブサイト統括セン

ター
専任

粕谷俊彦氏

日本マイクロソフト株式会社
シニアマーケティングコミュニ
ケーションマネージャー

坂元理佐氏

日本マイクロソフト株式会社
シニア Surface カテゴリー

マネージャー
大谷智氏

日本マイクロソフト株式会社
Surface カテゴリーマネージャー

中川智景氏

茨城県
営業戦略部プロモーション戦略
チームチームリーダー

谷越敦子氏



1兆円以上

20%

5001億～9999億円

2%

1001億～5000億円

5%

501億～1000億円

3%

101億～500億円

9%

51億～100億円

3%11億～50億円

6%

10億円未満

34%

非会社組織・その

他

18%

業種 職種

一般企業

56%

広告・マーケティング

32%

メディア

11%

その他

1%

マーケティング

36%

営業・営業企画

17%宣伝・広告

12%

クリエイティブ

6%

ウェブ

6%

販売促進

5%

広報・IR

5%

その他

13%

約6割が
広告主

マーケティン
グ従事者メイ

ン

一般社員クラス

43%

主任・係長クラス

19%

課長クラス

17%

本部長・部長クラス

10%

経営者・役員クラス

7%

その他

4%

半数以上が
役職者

役職 企業規模

約4割が
大企業



Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors



本社 〒107-8550 港区南青山3-11-13
北海道本部 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西4-1-2
東北本部 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1
北陸本部 〒920-0853 金沢市本町1-5-2
中部本部 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
関西本部 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31
中四国本部 〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル
九州本部 〒810-0041 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル

電話：03-3475-7666 FAX：03-3475-7676
電話：011-222-6000 FAX：011-222-6670 
電話：022-266-6981 FAX:022-266-6986
電話：076-224-3010 FAX：076-224-3475
電話：052-952-0311 FAX：052-952-0312
電話：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944
電話：082-545-7312
電話：092-731-3331 FAX：092-731-3151

開催日:2020年6月9日(火)～ 11日(木) 視聴想定人数:3,000名

■申し込み締め切り

2020年5月15日（金）
※来場者の方に最適なフォーラムを企画するために、セミナー内容・テーマの重複などを調整させていただく場合がございます。

SIMC Webinar


