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広報の攻めと守り、メディアからＳＤＧｓまでを網羅する専門誌

2020年7月1日現在



教 育 事 業

セ ミ ナ ー

取 材 先

定 期 購 読 者

デ ジ タ ル

東京を中心に全国で年間2万名を集客。
集客力のあるコンテンツ企画と、
集客ネットワークを保有

３～5万円で提供する教育講座を年間
250タイトル展開。毎年2.5万人の受講
生を輩出しています。

広告界のニュースサイトAdverTimes.
雑誌のデジタル版などデジタルメディア
も複数展開しています。

65,991 35,931

事業会社、広告会社問わず
広告界に広く定期購読される専門誌

専門誌すべてで年間1000名以上に取材

広告界（広告主、広告業、メディア、インターネット）に対して
メディア、出版、教育事業を行っています。
知識と情報を提供し、多くのステークホルダーを抱える
プラットフォーマーです。

宣 伝 会 議 が 提 供 す る 価 値
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企業＆プロダクト・サービスのライフサイクル

市場自体の啓蒙
（カテゴリージャック）

差別化要素の
打ち出しが必要

価格競争に陥る
（付加価値提案へ）

業界のパーセプションチェンジ
（新価値・新サービス提案）

企業のブランド認知UP

サービスの優位性訴求

サービス以上の価値提供

新機軸のサービス

導入期 成長期 成熟期 衰退期

業界

プロダクト・サービス

雑誌広告
＆

アドタイ

雑誌広告
＆

アドタイ
＆

大型フォーラム

雑誌広告
＆

アドタイ
＆

カスタムセミナー

雑誌広告
＆

アドタイ



月刊「広報会議」について
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月刊 「 広報会議 」 媒体資料

創刊：2005年 発行：月刊（毎月1回）
定価：1,300円（税込）
判型：A4変形・144ページ
部数：50,000部
販売：定期購読、全国有力書店

ならびにAmazon

攻めと守り、メディアリレーションからＳＤＧｓ、インターナル広報までを網羅する専門誌

メディアリレーションズのみならず、社内広報からリスクマネジメントまで、幅広い業務を広報部が担当し
ています。企業のブランドを形成し、ビジネスの根幹を築くコミュニケーションを担う広報部門の重要性は
増しています。企業・商品広報、リスク、IRなど実務に役立つ広報の専門誌として最新の情報を提供します。
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月 刊 「 広 報 会 議 」 誌 面

特集

PRイベント PR動画 社内報



7

広 報 担 当 者 向 け 教 育 講 座

年間2万5,000人の担当者が受講する教育講座

宣伝会議では、広報に関するテーマの講座を多数開講しています。
中でも「広報担当者養成講座」は広報担当者として新任または異動などを迎えた皆さまが、攻めと守りの広報基本を学びたい
という要望に応えるスタンダード講座です。
また、基本を身に着けたあとに部下を率いるリーダーの心構えを学ぶ「広報リーダー養成講座」や、テーマにあわせて集中的に
学ぶ、「コーポレートサイト強化1日集中セミナー」、「ニュースリリース作成講座」などの専門クラスも充実しています。
「校正・校閲力養成講座」では、紙やWebなど、文章のリスク管理を学ぶことができ、今さら聞けない基本を教える人気講座です。
広報の専門誌を発行している宣伝会議だからこそ、そのノウハウを講座にも展開しています。
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月刊「広報会議」広告メニュー

編集部が貴社のサービスや事例を取材。
お客様事例や商品・サービスのレポート、貴社のトップへのインタビューなど、
読者に伝わるように魅力的にまとめます。誌面を抜き刷りとして印刷し、
貴社の営業ツールとしても活用できます。（別途オプション）

編集タイアップ広告

編集記事+広告記事で全14ページのオリジナル特集を実施することが可能です。
（テーマなど事前のお打ち合わせの上で決定します）
特集を通じて、広いリーチと深い理解を得ることが可能です。
また、特集は抜き刷りとして納品もさせていただきます（価格はお問合せください）

特集ジャック企画

ターゲットに向けた認知・関心の向上、ブランディングに。
広告が読者にとっての重要な情報源になっています。

純広告

※デジタル版・アドタイ転載含む

掲載面 表4 表2見開き 表3 目次対向 記事中見開き 記事中1P 記事中1/3P 編集タイアップ 編集タイアップ

価格 ¥1,200,000 ¥2,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ￥1,700,000 ¥900,000 ¥500,000 ¥2,350,000 ¥1,350,000

ページ数 1ページ 2ページ 1ページ 1ページ 2ページ 1ページ 1/3ページ 2ページ 1ページ

サイズ

(mm)
260×197 277×420 277×210 277×210 277×420 277×210

242×54

（枠付）
制作費込 制作費込
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広 告 枠

目次対向1 目次対向2

連載扉対向

MEDIA
TOPICS

対向

AD

DIGITAL
TOPICS

対向

AD

RISK
MANAGEMENT

対向

AD

IR・CSR
TOPICS

対向

AD

目次
対向1

AD

目次
対向2

AD

表4

AD

表4

（テーマごとに「トピックニュース」をまとめて連載している人気コーナー）
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純 広 告 事 例

目次対向（博報堂） 撮影スタジオ

連載扉対向

雑誌ブランドや特集内容と関連づけて、貴社のブランド・サービスを訴求できます

ターゲットに向けた認知や関心の向上、ブランディングに活用できます。周年を迎えることをお取引先や業界に向けて伝えたり、
大手企業としての安心感を伝えたり、シリーズ広告の形で企業の存在価値やビジョン、事業パーパスを伝える取り組みも可能です。
他のメディアとグラフィックを同じにしてインパクトを残したり、特集にあわせて記事との対向面に掲載も効果的です。
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編 集 タ イ ア ッ プ 事 例

フラクタ連載

シエンプレ

ブライトコーブ

PR TIMES（連載）

電通PR産業編集センター
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ア ド タ イ へ の 転 載

AdverTimes.（アドタイ）は、広告界とともに60年を迎えた宣伝会議が、
2010年11月にスタートしたマーケティング・コミュニケーションのニュースサイト。
広告・マーケティング・コミュニケーションにおける新サービスや人事情報、
企業のキャンペーン事例や新着CM情報、 デジタルメディアの動向、海外情報
などを平日、毎日更新。
また、マーケティング・コミュニケーション界のキーパーソンによる強力な執筆陣が
コラムをアップするなど。マーケターにとって欠かせないメディア。

雑誌に掲載した編集タイアップ広告は、記事コンテンツの拡散エンジンとなる
アドタイに転載します。

SNS ACTION

66,448

37,381

52.3%

47.7%

ACCESS

3,532
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広告掲載のメリット

１ 2

3 4

企業やサービスのブランド認知をUPします。 ブランド構築にお役立て下さい。

デジタル版にも掲載 タイアップ広告はアドタイにも転載

大手広告主の定期購読を中心に読者を拡大しています。
購入を前提としたメディアであり、ロイヤリティの高い読者
を抱えているので、広告界の中で新しい企業、新しい商品、
新しいサービスの認知を高めるのに適しています。

読者が求める情報をお届けする雑誌メディアは、信頼を寄
せる読者に高いクオリティを提供する約束が存在します。
読者が信頼を寄せるメディアに掲載された情報は、貴社の
ブランド構築に貢献します。

プリントされた雑誌はもちろん、PC、スマホのデバイスに対
応した雑誌のデジタル版にも広告掲載いたします。
在宅勤務やオンライン上でビジネスをする読者にも、
きちんと情報が届きます。

雑誌版・デジタル版のみならず、タイアップ広告はアドタイ
にも転載します。
アドタイのFacebook、TwitteｒなどSNSと連動して情報
が拡散する仕組みなので、ひろく広告界にリーチできます。

見込み顧客の顕在化、ブランド向上にお役立てください。



年間特集予定について
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月刊「広報会議」年間特集予定

発売 広告特集 そのほか

9月 オウンドメディア（デジタル広報）

10月 周年企業支援（社史、イベント）

11月 広報効果測定（クリッピング）

12月 広報誌

1月 インターナルブランディング

2月 メディアリレーション

3月 ニュースリリース

4月 SDGs

5月 オンライン配信

6月 リスクマネジメント

7月 地方自治体PR

8月 グローバル広報
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月刊「広報会議」特集9月1日発売号

「オウンドメディア（デジタル広報）」特集

特集内容（予定）

広報の仕事の中で、オウンドメディア運用というのは重要なタスクの1つです。編集部には、いろいろな声が寄せられています。

具体的には、ステークホルダーにもっと目に触れていただけるように魅力的なコンテンツを作りたい、SNSと連動させて自社の取り組みをもっと広く
知ってほしい、SDGsに取り組むタイミングにあわせてサイトをリニューアルしたい、情報を追加ばかりしているので全体最適をはかりたい、などです。

企業のオウンドメディア担当者の皆さまである読者の課題を解決するために、「広報会議」10月号にて、「オウンドメディア」の特集を組むことにいたしました。

例えば御社のように、広報担当者に対して会社の認知を上げたい、とか、これまでに手がけた事例を伝えることを通して新規クライアントを開拓したいという
要望にも応える特集にする予定です。
本企画にあわせて広告掲載やタイアップ企画をぜひご提案ください。

AD AD AD ・・・
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月刊「広報会議」特集9月1日発売号

具体的な誌面

「広報会議」2ページ

特別プラン
「広報会議」誌面2ページ ＋ 「広報会議」デジタル版 ＋ アドタイ転載 ⇒ 200万円 （1ページの場合は120万円）

こんな企業の皆様におすすめ コンテンツ提供、コンテンツ制作、ウエブ制作、SEO対策
・大手企業に対して認知をあげて仕事を開拓したい
・これまでに手がけた事例とともにブランディングしたい
・セールスチームのモチベーションをあげたい

「広報会議」デジタル版 「アドタイ」掲載

申込締切 7月31日（金）
取材期間 7月27日（月）～8月7日（金）
校了予定 8月14日(金)
発売日 9月 1日(火)

（1,000PV～）
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月刊「広報会議」特集10月1日発売号

「周年記念・活用支援」特集

特集内容（予定）

1周年から100周年まで、多くの企業や団体で周年事業は行われています。周年記念の機会は、普段は扱えない大きな「会社ゴト」のテーマを掲げたり、
企業の理念やビジョン、ミッションなどを全社員で確認・共有し、その社員やお客様を「会社ゴト」に巻き込む絶好のチャンスです。
しかし、周年に関わるメンバーにあたる広報部門や社内横断的な特別プロジェクトチームは、本来、またとないタイミングのはずが、「あ、そういえば」、
と慌てて準備を始め、「重要なイベントだからこそ失敗ができない」と、横並びのありきたりな施策を打ってしまいがちです。

今回の特集では、自社らしい周年コンセプトの作り方から、インナーブランディングへのつなげ方、オウンドメディア上での効果的な発信から拡散、
制作物のディレクション支援など、周年を迎える企業の課題を解決するために、「広報会議」11月号にて、「周年記念・活用支援」の特集を組みます。

例えば御社のように、周年プロジェクトに関わる仕事につなげたい、これまでに手がけた実績を紹介することで新規クライアントを開拓したいという
要望にも応える特集にする予定です。
本企画にあわせて広告掲載やタイアップ企画をぜひご提案ください。

AD AD AD ・・・
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具体的な誌面

「広報会議」2ページ

特別プラン
「広報会議」誌面2ページ ＋ 「広報会議」デジタル版 ＋ アドタイ転載 ⇒ 200万円 （1ページの場合は120万円）

・周年を切り口に、認知をあげて仕事を開拓したい
・これまでに手がけた事例とともにブランディングしたい
・セールスチームのモチベーションをあげたい

「広報会議」デジタル版 「アドタイ」掲載 （1,000PV～）

月刊「広報会議」特集10月1日発売号

申込締切 8月21日（金）
取材期間 8月24日（月）～8月31日（月）
校了予定 9月14日(月)
発売日 10月 1日(木)

こんな企業の皆様におすすめ インナーブランディング、印刷会社、イベント、ノベルティ会社
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月刊「広報会議」特集11月1日発売号

「広報効果測定（クリッピング）」特集

特集内容（予定）

パブリックリレーションズは、「戦略的コミュニケーションのプロセス」であり、一方的な情報発信活動ではありません。ネットやSNSが普及した現在では、
「双方向」のみならず情報が連鎖し、より複雑化した情報流通において、PR活動をすることが求められるようになりました。
つまり企業が一方的にストーリーを伝えるのではなく、生活者自らがストーリーテラーとなり、情報伝達していく仕組みが一般化したと言えます。
ただし複雑に情報が伝播する社会になったといえども、効果的なPR活動だったかどうかの効果を測定することは、健全な組織運営や今後の戦略を練るために
欠かせない活動です。

今回、「広報会議」12月号にて、「広報効果測定」の特集を行います。PRのPDCAを回す上で欠かせない、PR効果を検証するための特集です。
ただし、効果といってもパブリシティの掲載件数や、インプレッション数も重要な指標といえる一方で、生活者の意識変化や態度変容、売上の上昇なども
そのPR施策の重要な指標であり、広報部門が業務の課題としてあげる優先度の高い項目です。

例えば御社のように、広報効果測定に関するサービスを提供している企業が、これまでに手がけた実績を紹介したりして新規クライアントを開拓したいという
要望に応える特集です。
本企画にあわせて広告掲載やタイアップ企画をぜひご提案ください。

AD AD AD ・・・
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具体的な誌面

「広報会議」2ページ

特別プラン
「広報会議」誌面2ページ ＋ 「広報会議」デジタル版 ＋ アドタイ転載 ⇒ 200万円 （1ページの場合は120万円）

・自社サービスの認知をあげて仕事を開拓したい
・これまでに手がけたユーザー事例とともにブランディングしたい
・セールスチームのモチベーションをあげたい

「広報会議」デジタル版 「アドタイ」掲載 （1,000PV～）

月刊「広報会議」特集11月1日発売号

こんな企業の皆様におすすめ 広報効果測定、クリッピングサービス、分析ツール提供会社
申込締切 9月18日（金）
取材期間 9月23日（水）～9月30日（水）
校了予定 10月16日(金)
発 売 日 10月31日(土)



そのほかの企画について
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[広報パー ト ナー ]一覧

編集部には、読者の皆さんからパートナー選定に関する相談を
受けることがあります。その時にご紹介しているのが本企画です。

▼掲載のメリット

年間
掲載

1 「広報会議」の読者である
広報担当者に効果的にリーチすることができます。

2 SEOが効きにくくなっている中で、
「広報会議」が一押しするパートナー企業として訴求できます。

3 1年を通して広報会議に掲載し、そのうち1回は「PICK UP」
コーナーで紹介します。継続した効果が期待できます。

▼年間12回、貴社情報掲載 +アドタイ年間転載
①御社カテゴリー ②御社名 ③会社情報
④お問合せ先・貴社URL ⑤御社対応可能カテゴリー
⑥セールスポイント

▼年1回、貴社情報「PICK UP」紹介
①見出し ②御社名 ③実績の紹介、PR文 ④実績の写真
⑤写真のキャプション ⑥会社概要 ⑦ご部署・お役職
⑧回答者のご氏名 ⑨回答者のお写真

年間掲載

PICK UP

⇒ 50万円

【年間掲載企画】 [広報パートナー]一覧
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人気連載の直後に、周年企業を迎える読者に向けて、
おススメのノベルティやツールを紹介できる企画です。

連載連動企画『注目のノベルティ』
毎月
実施

人気連載「周年イヤーの迎え方」

具体的な誌面
「アドタイ」掲載 （1,000PV～）「広報会議」デジタル版

誌面データPDF提供

ノベルティ商材写真

お客様インタビュー

「広報会議」1ページ

特別プラン 「広報会議」誌面1ページ（フォーマット形式） ＋ 「広報会議」デジタル版 ＋ アドタイ転載

→ 定価125万円 ⇒ 100万円

こんな企業の皆様におすすめ ノベルティメーカー、BtoCブランドの特販部門
・大手企業に対して認知をあげて、仕事を開拓したい
・これまでに手がけた事例をもとにノベルティのブランディングをしたい
・セールスチームのモチベーションをあげたい

申込締切 発売 前々月25日まで
取材期間 発売 前月 5日まで
校了予定 発売 前月15日
発売日 毎月 1日
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お 問 合 せ

本社
北海道本部
東北本部
北陸本部
中部本部
関西本部
中四国本部
九州本部

電話：03-3475-7666
電話：011-222-6000
電話：022-266-6981
電話：076-224-3010
電話：052-952-0311
電話：06-6347-8900
電話：082-545-7312
電話：092-731-3331

Mail：info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
〒060-0001 札幌市中央区北一条西4-1-2
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1
〒920-0853 金沢市本町1-5-2
〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3
〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31
〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10
〒810-0041 福岡市中央区天神2-14-8


