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マーケティングが、これまで以上に経営において重要な存在になりつつあると言われます。また、広告界が培ってきたクリエイティビティは、広告・
マーケティング領域に留まらず広く経営においても生かされる資源であるとの指摘もされてきました。
しかし、マーケティングのスキルやクリエイティビティをもって経営に貢献する方法は、経営そのものにコミットする以外にはないのでしょうか。

広告界のコミュニケーションの専門スキルは、消費者を対象に、その力を大いに発揮してきました。それゆえ、広告界のプロフェッショナルたちの
主戦場は、やはりこの領域にあるのではないか。そして現在の環境における経営への貢献とは、短期的な売上目標の達成ではなく、日本と
いう国の垣根を越えた、持続的なブランドの成長を実現させることに、役割を見出せるのではないか。そんな考えのもと「Brand Growth」と
いうテーマを設定しました。

企業のサスティナブルな成長を実現させるためには、短期的な売上だけでなく長期的視座でのブランド価値向上の双方が必要です。また、
消費者だけでなく従業員を含めたステークホルダーの理解・協力も不可欠でしょう。

企業ブランド価値の向上、プロダクトブランドの売上拡大、さらには適切なブランド体験を提供するための従業員を含めたステークホルダーの
協力・理解。今回の 「宣伝会議サミット」では、 これらすべての戦略を有機的に組み合わせ、ブランドの成長に寄与するこれからの宣伝部
門、マーケティング部門の役割を来場の皆様と一緒に考えてまいります。

来場対象 ：
企業のCMO、ブランドマネージャー、事業部責任者
企業の宣伝部長、販促部門長、Web責任者
広告会社、制作会社、マーケティング関連会社
ほか

名 称 ：宣伝会議サミット2020 福岡
日 時 ：2020年12月3日(木) 
会 場 ：アクロス福岡
（新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン配信で開催する場合がございます。）

来場人数：約350名想定
主 催 ：株式会社宣伝会議
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43

21

顧客体験のイノベーション

市場・顧客の創造

成熟市場のマーケティング

デジタルトランスフォーメーション

テクノロジー、データ活用差別化、BtoB市場

ビジネスモデル、ブルーオーシャン顧客体験を変える、VISION、MISSION

リアル×デジタル カスタマージャーニー

モーメントの創造 動画

需要創造 ブランド

ビジネスモデル 地方創生

脱コモディティ化 コラボレーション

BtoBマーケティング 話題と共感

経営 ブランド体験

デジタルマーケティング チャレンジ
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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：1,390,407 /月
UU： 415,028 /月

約53,000/いいね
約25,000/フォロワー

各誌年間1,000名以上

専門誌の強み
年間200講座20,000名の輩出

年間4大フォーラムで
1万5,000名の来場

セミナー

参加/登壇

講座

受講/派遣

定期

購読者

デジタル

メディア

取材先

スタッフ

経営層、CEOなど

マネージャー

部長、ディレクター
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ターゲティングされたリードの獲得ができます。 ブランド構築にお役立て下さい。

ブースで見込み顧客との対面も可能です。 宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ

来場者は広告主を中心とし、約4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、業界や地域の大手企業であり、サービス
の信頼感を育てます。

ホワイエにブースを出展することも可能です。講演を聞いた人には
具体的な商品説明を、立ち寄った人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。

「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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Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

株式会社Macbee Planet株式会社 西日本新聞メディアラボ

スターティアラボ株式会社

株式会社セールスフォース・ドットコム 日本郵便株式会社
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業種 職種

役職 年間売上
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日本コカ・コーラ株式会社
マーケティング本部 IMC iマーケティング マネジャー
渡辺 幸恵 氏

こだわりレモンサワー「檸檬堂」を九州限定で
導入した際の、デジタル戦略

嘉穂無線ホールディングス株式会社
マーケティング部 部長
岩橋 貴樹 氏

グッデイだからできる！
データに基づく顧客体験の創造

KDDI株式会社 宣伝部ブランドプロモーショングループ
マネージャー/グループリーダー
西原 由哲 氏

期待以上の体験価値が企業の競争力を左右する
～デジタル時代こそ重要な新しいコンテクストの作り方～

ラクスル株式会社 アドプラ事業本部本部長補佐
手塚 裕亮 氏

ラクスルはなぜTVCMに50億使えたのか
-TVCMの効果分析に見る、

成長企業のマーケティング思考とは-

森ビル株式会社
森美術館マーケティンググループ シニアエキスパート洞田貫
晋一朗 氏

シェアする美術
森美術館のSNSマーケティング戦略

株式会社土屋鞄製造所 デジタル戦略担当取締役
株式会社フラクタ 代表取締役
河野 貴伸 氏

土屋鞄が実践する、
自走できるブランディングとは？

エバラ食品工業株式会社
マーケティングマネジメント室 マネージャー
毛利 英輔 氏

データで勝ち残るエバラのデータ活用
～全社的データマーケティングへの転換を目指して～
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主催者講演
10:00-10:40

プラチナ
10:40-11:20

プラチナ
11:35-12:15

企業講演
12：30～13：10

企業講演
13：00～13：40

ゴールド
13：25～14：05

シルバー
13：55～14：35  

ゴールド
14：20～15：00

シルバー
14：50～15：30 

ゴールド
15：15～15：55

シルバー
15：45～16：25  

企業講演
16：10～16：50

企業講演
16：40～17：20
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講演×メディア掲載で、リード獲得およびブランディングを図ります

協賛メニュー プラチナ ゴールド シルバー

協賛金額 価格はフォームからお問い合わせください

枠数 2社 3社 3社

講演

来場人数 180名／40分 80名／40分 50名／40分

受講者情報提供 ○

告知

募集広告 ロゴ

チラシ ロゴ

Webサイト ロゴリンク+講演内容

配布 当日パンフレット サービス紹介1P サービス紹介1/2P サービス紹介1/2P

レポート AdverTimes 〇 〇 なし

既存顧客フォロー VIPパス 40枚 20枚 10枚

※展示ブースの出展（講演とセット、またはブースのみでの出展）をご希望の場合は個別にお問合せ下さい。

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

来場人数予定:約350名
会場:アクロス福岡（新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン配信で開催する場合がございます。）
開催日:2020年12月3日(木)

一次申込締切

2020年9月4日（金）

※各スポンサー社数が規定数に達し次第、締切となります。
※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。
※オプションで編集部がモデレーターを行うことも可能です。価格など詳細は担当営業にお問い合わせください。

オプション

・アフターフォローセミナー
フォーラム終了後、貴社のセミナーが受講できなかった方、
さらに詳しい話が聞きたいという参加者向けに
貴社単独のセミナーを別途開催いたします。

・雑誌タイアップの2次利用（ツール）
雑誌に掲載したタイアップ広告誌面を抜き刷りにするサービスです。
セミナー等で配布頂けます。

宣伝会議サミット2020 福岡


