
8月27日(木)ウェビナー開催

Corporate Branding Conference 2020 

～Design＆Creativity～
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Corporate Branding Conference 

コロナウイルスの影響を受け、ニューノーマルとなったライフスタイルの中、
さらなる成長をするために、

数多の企業がコーポレートブランディングに力を入れ始めています。
しかし、急速に変化する社会や生活者の価値観に対して、

何を自社の価値としてとらえ、それをどう伝えるのかを戦略立てて実行することに、
多くの企業は課題に感じています。

特に広報の仕事は、広報誌、会社案内、社内報、ブランディングツール、
コーポレートサイト、オウンドメディアなど、携わる制作物が多岐にわたり、

制作会社やデザイナーとのゴール設定とディレクションが難しいという声を多く聞きます。
そこで、企業価値を高める制作物を生み出すための

知識、ノウハウ、パートナー企業の情報などをケーススタディも交えてお伝えしていきます。

【概 要】
名 称：Corporate Branding Conference ～Design＆Creativity～
日 時：8月27日(木)
会 場：オンライン(ウェビナー開催）
想定来場：約900名
主 催：株式会社宣伝会議
来場対象：メーカー、サービス業の広報部門 コーポレートコミュニケーション部門

経営企画部門 マーケティング担当者
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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。

各誌年間1,000名以上への取材

年間4大フォーラムで2万5,000名の来場

取材先

定期

購読者

セミナ
ー

参加者

講座

受講生

デジタル

メディア

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：1,083,932/月
UU： 388,997 /月

51,907 /いいね！
25,505 /フォロー



月刊 『広報会議』とは

企業・商品広報、リスク、IRの専門誌
生活者・株主・得意先など、ステークホルダーへのコミュニケーションが企業のブランドを形成し、ビジネスの
根幹を築くことが理解されている中で、企業内で広報部門の重要性が増しています。
そして、広報部が担当する業務領域もメディアリレーションのみならず社内報やリスクマネジメントなど多岐に
渡っています。
担当する業務領域が増えている一方、自社が持つリソースやノウハウだけで全てをカバーできる企業はごくわず
かです。
広報担当者が必要とする情報を提供するために、広報会議では2005年の創刊以来、数多くの広報担当者や有識者
に取材し広報が今注目すべきテーマや事例を紹介しています。
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月刊 『広報会議』の取り組み

「月刊 広報会議」読者イベント

朝活広報会議

「朝の時間、有効に使ってスキルアップしたい!」
『広報会議』では、そんなやる気に満ちた広報パーソン
を応援しています。

そこで毎月１回、広報パーソンが集う
リアルコミュニティの「朝活広報会議」を実施しています。
『広報会議』の最新号の誌面に登場した専門家を
ゲストに迎え、実務に役立つ情報を届け続けています。

2015年に始まり、これまで延べ

1,500名以上の広報パーソン
に参加いただいています。

今年の人気テーマ

メディアリレーション、コーポ
レートブランディング、インター
ナルブランディング、危機管理、
SDGsなど、
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「企業ブランディング特集」の実施

月刊広報会議2019年3月号「企業ブランディング特集」



前回開催時（インターナルブランディング篇）（5/25)実績

総視聴者数約900名

協賛企業



前回開催時（インターナルブランディング篇）の講演テーマ実績

・紙からWeb、そして動画へ。エン・ジャパンが挑戦する社内報オープン化

・本当に効くインターナルブランディングに必要なこと。

・企業の潜在価値を発掘するコーポレートブランディング

・こんな時だからこそ！動画を利用したインターナルコミュニケーション

・いま、インナーブランディングに取り組む、ただ1つの理由

・働き方改革推進会社が展開する、
リモートワークとインターナルコミュニケーションの実体験事例

・ニュースの力で組織風土をアップデートせよ
〜インナーコミュニケーションが企業競争力を高める〜

・福利厚生や社内報はもう古い？新しいエンゲージメントの高め方
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想定来場者属性（前回オンライン実績）

職種

企業規模 役職

11億～100億
13%

10億未満
9%

非会社組織
13%

１兆円以上
16%

1001億～9999億
21%

101億～1000億
28%

約７割が
大企業

業種

一般社員クラス
47%

経営者・役員クラス
3%

本部長・部長クラス
9%

課長クラス
17%

主任・係長クラス
19%・

約３割が
課長以上

広告・宣伝
11%

クリエイティブ
4%

営業・営業企画
6%

人事
2% 経営企画

3%

広報・IR
48%

マーケティング
13%

約5割が
広報関連

広告主
53%

広告業
40%

約5割が
広告主
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誌面レポート掲載イメージ

月刊広報会議2019年9月号「新時代の企業ブランディング特集」時の例

イベントのレポートは誌面にも掲載されるため、

リード獲得に加え貴社ブランドの確立にも寄与します。



カンファレンス当日の流れ
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ご協賛の案内

想定テーマ

①キーノート
広告主各社や専門家からの
コーポレートブランディン
グの推進についての、パネ
ルディスカッションまたは
講演を実施します。

②協賛講演
協賛企業各社より、特定
のテーマに紐づいた講演
を実施し、来場者に商品
・サービスの理解を深め
ます。

③交流会（予定）
午前と午後のセッションの
合間では、協賛企業・来場
者がコミュニケーションを
取ることのできるランチ交
流会を実施します。

CI

ブランディング
ツール

広報誌・会社案内

理念策定

社内報

オウンドメディア

デザイン

コーポレートサイ
ト

IR・ESG 動画制作 SDGs
メディアリレー

ション
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ご協賛のメリット

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

1. ターゲティングされたリードの獲得ができます。
広報・PRに関わる企業担当者にセグメントされた層の来場が見込めます。
また、来場者には成果をあげたい、課題を解決したい、業務の効率化を図りたいなど、
目的意識を持っている傾向があります。

2. ブランド構築にお役立てください。
講演が貴社のブランドを作ります。
サービスの深い理解と貴社への信頼感を育てます。

宣伝会議のメディアと連動した広いリーチ
「広報会議」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、幅広く広告界に情報を届けます。

3.

来場対象

■教育機関・官公庁の広報担当者■メーカー、サービス業
広報部 コーポレートコミュニケーション部
経営企画部 マーケティング担当者
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タイムテーブル

時間 講演者

10：00～10：30 主催者講演(オープニングキーノート)

10：35～11：05 協賛企業講演_A1

11：10～11：40 協賛企業講演_A2

11：45～12：15 協賛企業講演_A3

12：20～12：50 主催者講演

12：55～13：25 協賛企業講演_A4

13：30～14：00 協賛企業講演_A5

14：05～14：35 協賛企業講演_A6

14：40～15：10 主催者講演

※変更の可能性があります。
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ご協賛メニュー

講演メニュー Aプラン Bプラン

金額 料金はフォームからお問い合わせください

講演
視聴者人数 120名 80名

来場者名刺情報 ○

公式サイト 講演情報(テーマ・登壇者・概要)を公開

事前告知 月刊『広報会議』+Webメディア「アドタイ」+メルマガ配信

誌面レポート 1ページ掲載(月刊『広報会議』11月号(10/1発売）予定)

配布 当日資料 ロゴ+講演内容掲載

※オプションメニュー
タイアップ記事

(1社単独)

媒体
月刊『広報会議』
(2ページ/1ページ)

金額
料金はフォームから
お問い合わせください

■締切 7月31日

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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全体のスケジュール

参加者募集告知

実施

来場者リスト提供

レポート掲載

■お申し込み用の本カンファレンス特設サイトを開設
■AdverTimesでもカンファレンスを告知
■宣伝会議のステークホルダーに向け、セミナーの告知メールを配信します

■実施場所
宣伝会議セミナールームorオンライン
■来場対象
企業の広報担当者、WEB担当者、PR会社など

■開催後、セミナーへご参加された方のリストをCSVデータにて提供いたします

■月刊『広報会議』にて実施レポートを掲載します

7月下旬予定

8月27日(木)

開催翌週

『広報会議』2020年11月号(10/1発売)

誌面告知広告 『広報会議』9月号（8月1日発売）(予定）

お申込締切 7月31日



15

日程 2/4(オウンドメディア&SNS） 5/25(インターナル） 8/27(クリエイティブ） 11/24(インターナル）

メニュー Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン

定価 230万円 150万円 230万円 150万円 230万円 150万円 230万円 150万円

セット割 200万円 130万円 200万円 130万円 200万円 130万円 200万円 130万円

来場人数 80名 40名 120名 80名 80名 40名 80名 40名

レポート 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ 1ページ

2020年のコーポレートブランディングカンファレンスのご案内

オウンドメディア＆SNS編 2月4日(火)開催 『広報会議』 5月号レポート記事1ページ掲載

インターナルブランディング編 5月25日(月)開催 『広報会議』 8月号レポート記事1ページ掲載

ブランディング・デザイン編 8月27日(木)開催 『広報会議』 11月号レポート記事1ページ掲載

インターナルブランディング編Vol.2 11月24日(火)開催 『広報会議』 3月号レポート記事1ページ掲載

※開催テーマ、日程については変更の可能性がございます。

★複数協賛（2日程以上）でセット割価格での実施が可能です★



お問い合わせ先

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

北海道本部 〒060-0001 札幌市中央区北一条西4-1-2 武田りそなビル6階
TEL.011-222-6000


