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2020年9月1日時点

・全来場者へマスクの着用を徹底。非着用者の入場はお断りします。

・全来場者へサーモグラフィーなどによる検温の実施。体温37.5℃以上の場合は入場をお断りします。

・密集防止のため、会場定員を50％に制限します。

・ドアを開放し、空調設備での換気（送風）を実施。空気清浄機を各会場に設置します。

・消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等）を入口及び施設内に設置し、かつサインやアナウンスによる使用奨励を実施します。

・不特定多数の方が触れる箇所を特定し、１日数回のアルコール消毒を実施します。

・受付時の密集を回避するため、事前に受講証を発送します。

・出展者、講演者、運営スタッフの検温、マスク着用の徹底。体温37.5℃以上の場合は入場不可となります。

・来場者同士の間隔確保のためサインを掲出し、スタッフによる列形成を実施します。

・飲食物提供の場合、食品は個包装、飲料はペットボトル、缶、紙パックのみとします。※対策の内容は政府・都道府県の方針や保健所の指導及び、
過去来場者へのアンケート結果を踏まえて適宜変更する場合がございます。
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地域企業が今直面するニューノーマル時代の課題に対し、新しい情報共有の場を提供します。

情報はグローバルに域を超え、消費は多様化。
ニューノーマル時代を地域企業が生き抜くために、
この社会の変化をチャンスに変えるきっかけを提供します。

新型コロナウイルスにより一変した社会。情報は県域、国境を越えて入手しやすくなる一方、来店・来場といった対面での
コミュニケーションは従来の手法が崩れ、打ち手が限られ、消費者との接点づくりが新しい局面を迎えています。

地域の企業にとっては、Eコマースなどでのより広範囲からの購買が見込めたり、オンライン商談が普通になる中で、遠方の
企業などへの営業・受注ができたりと、ビジネスの幅を広げるチャンスが訪れているとも言えます。
しかし、それぞれの既存の商圏の状況を踏まえながら、いかにグローバルな情報に負けずに自社の製品を選んでもらうかとい
う課題も浮き彫りになっています。
そのためには、これまでのパートナーだけではなく今の時代を切り開くことができるツールや発注先が求められます。

本サミットは、このような地域それぞれの実態に合わせ、いまマーケティング・コミュニケーション領域で語られている文脈をロー
カライズすべく、大阪・名古屋・福岡でのオフライン開催を実施。そして同時に、周辺地域にも視聴いただけるオンライン開
催を開催することで、地域の多様なニーズに応えるイベントして開催し、皆様の新規顧客の開拓にお力添えします。
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地域ならではの企業や担当者にアプローチできます。

１ ローカライズされた情報を提供することで、絞られた来場者へリーチ
全国に拠点を置き、教育講座・イベントを開催してきた宣伝会議だからこそできるローカライズされたテーマ設定を行い、
いま地域の企業が関心のある切り口で集客します。

2 地域の中でも情報意識の高い層にアプローチ

講座受講生を中心に来場・視聴の集客を実施、地域に点在する感度の高い企業担当者との出会いの場を提供します。

3 オンラインと連動した広いリーチとリード獲得
リアルでの講演を収録し、後日のウェビナーにて配信することで、熱量の高い地域企業と直接接点をつくりつつ、来場が叶わ
ないようなよ周辺地域の企業など、より広い層のリードを提供いたします。
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地域版「宣伝会議サミット」はリアルとオンラインのハイブリッドなイベントへと進化します。

１ 宣伝会議リージョナルサミット＠Seminar
広告主（事業会社）を中心とした完全招待制の特別なセミナー。
宣伝会議の各地域本部で、それぞれの地域に本社を置く有力企業が多数登壇します。
セミナーでは、質の高いリードをご提供いたします。

2 宣伝会議リージョナルサミット＠Webinar

マーケティングに携わる全ての人が参加可能な特別ウェビナー。
西日本でマーケティング業務に携わる方を中心に、オンラインでマーケティングの最新トレンドを学ぶ講演を
聴講することが可能です。

日 程 ：11月25日(水)/26日(木)/27日(金)
会 場 ：宣伝会議 中部本部/関西本部/九州本部
想定総来場人数：各会場100名程度

日 程：LIVE（各地域同日開催）、WEB：12月9日(水)/10日(木)
会 場：特設オンラインページ
想定総視聴者数：1,000名程度

講演

ウェビナー



時間 枠

第

1
部

09:30-10:10 主催

10:20-11:00 プラチナ

11:10-11:50 主催

第

2
部

12:30-13:10 ゴールド

13:20-14:00 主催

14:10-14:50 ゴールド

第

3
部

15:20-16:00 シルバー

16:10-16:50 主催

17:00-17:40 シルバー

時間 枠

第

1
部

09:30-10:10 主催

10:20-11:00 プラチナ

11:10-11:50 主催

第

2
部

12:30-13:10 ゴールド

13:20-14:00 主催

14:10-14:50 ゴールド

第

3
部

15:20-16:00 シルバー

16:10-16:50 主催

17:00-17:40 シルバー

時間 枠

第

1
部

09:30-10:10 主催

10:20-11:00 プラチナ

11:10-11:50 主催

第

2
部

12:30-13:10 ゴールド

13:20-14:00 主催

14:10-14:50 ゴールド

第

3
部

15:20-16:00 シルバー

16:10-16:50 主催

17:00-17:40 シルバー

※来場者は各部を通しで聴講します。
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地域ならでは企業や担当者にアプローチできます。

１ 来場者全員に資料を配布可能
リアル開催に来場される方全員に対し、総合受付にて配布する当日の資料の中に、貴社の資料も同封可能です。
より広い層へのリーチを実現します。

2 ウェビナー期間中の3日間は貴社の動画をいつでも視聴可能
配信時間のタイムラインを設定することで、視聴の強制力を演出しつつ、見逃しや都合のよいタイミングでの視聴もできるよ
うに、常時視聴できる仕組みもご用意いたします。

3 地域企業の勉強会（交流会）へのご招待
本イベントにご協賛いただいた企業は、協賛地域に応じて勉強会（交流会）に特別枠としてご招待。
地域企業とより深いネットワーキングの機会を提供します。（詳細は別紙参照）
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本イベントにご協賛いただいた企業は、協賛地域で宣伝会議が開催している勉強
会（交流会）に特別枠として招待させていただきます。
本勉強会は不定期（年数回）で実施しており、地元有力広告主企業を５〜10
社ほどお招きし、ネットワーキングや情報交換の場として定期的に開催しているクロー
ズドな会となります。勉強会に参加いただくことで、より深いコミュニケーションをとる機
会になればと思います。

※状況を鑑みながら、オフライン/オンラインでの開催を判断させていただいております。
※ご参加いただく各地域での開催スケジュールにつきましては、追ってご連絡をさせていただきます。
※協賛後、参加いただく会まで期間があく場合もございます。

イメージ
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大 阪

名古屋

福 岡

福 岡

久原本家、キューサイ、ムーンスター、シャボン玉石けん、やまやコミュニケーション
ズ、日本食品、オーケー化成、グリーンハウス、濵田酒造、ポケットフーズ、ダイ
ショー、日本薬業、ＭｒＭａｘ、岩田屋三越、サニックス、南福岡自動車学校、
ＱＴｎｅｔ、グッデイ、島村楽器、トライアルカンパニー、福岡銀行、西部ガス、
福岡観光コンベンションビューロー、九州大学、立命館アジア太平洋大学、日立
ソリューションズ西日本、ジェイアールサービスネット福岡、ＪＲ九州ファーストフー
ズ、玉名温泉つかさの湯など（順不同）

I-ne、江崎グリコ、大阪ガス、大関、グンゼ、小林製薬、祇園辻利、牛乳石鹸
共進社、SUNSTAR、塩野義製薬、千趣会、象印マホービン、大日本除虫菊、
タイガー魔法瓶、ダスキン、任天堂、ネスレ日本、フェリシモ、ミズノ、ロート製薬、
ワコール、エディオン、あきんどスシロー、阪急阪神百貨店、オムロン、関西電力、
京セラ、クボタ、島津製作所、日本電産、パナソニック、村田製作所、ヤンマー、
近畿日本鉄道、ユー・エス・ジェイ、阪急電鉄、近畿大学、立命館大学など
（順不同）

トヨタ自動車、デンソー、スズキ、ネッツトヨタ中京、ヤマハ発動機、愛知トヨタ自
動車、トヨタホーム、リンナイ、ウッドフレンズ、ヤマセイ、リビングサーラ、サンジルシ
醸造、井村屋、Ｍｉｚｋａｎ、三立製菓、寿がきや食品、敷島製パン、興和
新薬、ホーユー、ＭＴＧ、東洋発酵、日本メナード化粧品、メニコン、バッファ
ロー、オールハーツ・カンパニー、日本特殊陶業、ＤＭＧ森精機、サン電子、ブラ
ザー工業、ブラザー販売、エルモ社、ニデック、住友理工、日東工業、大同メタル
工業、ＤＣＭカーマ、イオンリテール、タキヒヨー、マックスバリュ東海、アルペン、ケ
イ・ウノ、ゲオ、コメ兵、宇佐美鉱油、大丸松坂屋百貨店など（順不同）

3割が
課長以上
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価格 想定提供リード 講演時間 申込WEB掲載
各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 730万円
1200名
教室/WEB（110名/1090名）

40分
×3地域

バナー（大） 3地域・各1回 ○ ○

ゴールド 340万円
520名
教室/WEB（110名/410名）

40分
×3地域

バナー（小） 3地域・各1回 ○ ○

シルバー 270万円
280名
教室/WEB（110名/170名）

40分
×3地域

バナー（小） 3地域・各1回 ○ ○

価格 想定提供リード 講演時間 申込WEB掲載
各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 710万円
1100名
教室/WEB（110名/990名）

40分
×3地域

バナー（大） 3地域・各1回 ○ ○

ゴールド 310万円
420名
教室/WEB（110名/310名）

40分
×3地域

バナー（小） 3地域・各1回 ○ ○

シルバー 230万円
180名
教室/WEB（110名/70名）

40分
×3地域

バナー（小） 3地域・各1回 ○ ○

金額はフォームからお問い合わせください

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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価格 想定提供リード 講演時間
申込WEB
掲載

各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 520万円
800名
教室/WEB（80名/720名）

40分
×3地域

バナー（大） 2地域・各1回 ○ ○

ゴールド 275万円
300名
教室/WEB（80名/220名）

40分
×3地域

バナー（小） 2地域・各1回 ○ ○

シルバー 160万円
130名
教室/WEB（80名/50名）

40分
×3地域

バナー（小） 2地域・各1回 ○ ○

価格 想定提供リード 講演時間
申込WEB
掲載

各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 460万円
700名
教室/WEB（70名/630名）

40分
×2地域

バナー（大） 2地域・各1回 ○ ○

ゴールド 260万円
280名
教室/WEB（70名/205名）

40分
×2地域

バナー（小） 2地域・各1回 ○ ○

シルバー 150万円
120名
教室/WEB（70名/50名）

40分
×2地域

バナー（小） 2地域・各1回 ○ ○

金額はフォームからお問い合わせください

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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価格 想定提供リード 講演時間
申込WEB
掲載

各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 460万円
700名
教室/WEB（70名/630名）

40分
×2地域

バナー（大） 2地域・各1回 ○ ○

ゴールド 260万円
280名
教室/WEB（70名/205名）

40分
×2地域

バナー（小） 2地域・各1回 ○ ○

シルバー 150万円
120名
教室/WEB（70名/50名）

40分
×2地域

バナー（小） 2地域・各1回 ○ ○

価格 想定提供リード 講演時間
申込WEB
掲載

各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 270万円
400名
教室/WEB（40名/360名）

40分 バナー（大） 大阪・1回 ○ ○

ゴールド 145万円
150名
教室/WEB（40名/110名）

40分 バナー（小） 大阪・1回 ○ ○

シルバー 80万円
60名
教室/WEB（40名/20名）

40分 バナー（小） 大阪・1回 ○ ○

金額はフォームからお問い合わせください

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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価格 想定提供リード 講演時間
申込WEB
掲載

各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 270万円
400名
教室/WEB（40名/360名）

40分 バナー（大） 名古屋・1回 ○ ○

ゴールド 145万円
150名
教室/WEB（40名/110名）

40分 バナー（小） 名古屋・1回 ○ ○

シルバー 80万円
60名
教室/WEB（40名/20名）

40分 バナー（小） 名古屋・1回 ○ ○

価格 想定提供リード 講演時間
申込WEB
掲載

各地域勉強会
参加

資料
配布

動画
データ提供

プラチナ 200万円
300名
教室/WEB（30名/270名）

40分 バナー（大） 福岡・1回 ○ ○

ゴールド 120万円
125名
教室/WEB（30名/95名）

40分 バナー（小） 福岡・1回 ○ ○

シルバー 72万円
60名
教室/WEB（30名/30名）

40分 バナー（小） 福岡・1回 ○ ○

金額はフォームからお問い合わせください

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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価格
（1リード追加）

価格
（50リード一括）

備考

プラチナ 1.25万円 60万円
(1.2万円/1リード)

一括購入は50リード未満の
切下げ、返金は対応できかねます。

ゴールド 1.5万円 72万5000円
(1.45万円/1リード)

シルバー 1.6万円 77万5000円
(1.55万円/1リード)

価格 備考

プラチナご協賛企業 5万円／1地域追加

想定配布は1箇所あたり30〜40を想定
1地域あたり50部の納品をお願いします。

ゴールドご協賛企業 10万円／1地域追加

シルバーご協賛企業 10万円／1地域追加

金額はフォームから
お問い合わせください

金額はフォームから
お問い合わせください

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

