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アドバタイムズ新年号とは

新年特別号は、広告界の関連協会・団体のトップ、経営者、キーパーソンなど、
総勢100名の皆様に、2021年のテーマ、方針を語って頂きます。
広告会社、メディア、広告主の幹部の皆様が、広告界の動向や話題を鳥瞰的に
読み、市場環境予測や課題の分析等にお役立て頂ける“新聞”です。

社会の大きなうねりの中で、あらゆる分野にパラダイムシフトの兆しが見られ
ます。
2021年は、皆様のあらゆる取り組みを通して、これからの新たな社会の中での、
広告界の在り方を定義していく一年になるでしょう。
年初にあたり、そんな一年の指針を指し示すために「アドバタイムズ」に知恵
とアイデアを結集します。

本企画にご参加賜りますように、何卒よろしくお願いします。

宣伝会議からの年賀状として発行される新聞「アドバタイムズ」
広告界のステークホルダー全員に情報が行き届きます

発行部数：5万部（予定）
配布先：
・宣伝会議から年賀状として広告界の関係者の皆様に送付
・関係省庁、広告協会・関連団体の皆様に送付・配布
・当社主催のイベント・セミナー、教育講座会場で配布（1月上旬まで）



一面 協会団体トップのコメント 名刺広告 主要広告会社のトップコメント

地域面 プラットフォーマーのコメント 15段広告 イベントカレンダー

誌面構成（一部）



全3段広告

題字下（32mm×70mm）

突出し（67mm×55mm）

全5段広告

半5段広告

記事中（32mm×70mm）

完売

広告メニュー



全15段広告

名刺広告

広告メニュー



主要取引先

（500件まで）

特別メニュー「2021年のキーワード」

アドタイ新年号の中で貴社からのご挨拶を掲載し、
貴社資料とともに主要な取引先へ発送するメニューを作りました。
コロナ禍で直接伺えない方へのご挨拶としてお届けいたします。

【概要】
2021年注目のマーケティングキーワードと、
その代表企業として貴社のトップをご紹介。
新年のご挨拶と今年の展望について掲載いたします。

さらに、代表からのビデオメッセージをQRで掲載いたします。
※動画は各社にご用意いただきます。

また、貴社の挨拶状と資料を同封し、貴社の主要取引先への配送を行います。
新聞に同封されることで開封率が上がるだけなく、
広告界を代表するキーパーソンの中に、貴社の代表が並ぶことで、
プレゼンスを高めます。

＋

貴社資料

2021年のキーワード

重さ制限あり

2021年特別企画

＋

貴社挨拶状

料金はフォームからお問合せください

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


クリエイターからの年賀状

宣伝会議には毎年、クリエイティビティあふれる年賀状が届きます。
そうした年賀状をより多くの方へ届けるとともに、貴社の制作チームを紹介します。
アドタイ新年号への掲載を通じて、広告界全体に届けることができますので、年賀状としてお役立ていただけます。

クリエイターからの年賀状
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クリエイターからの年賀状

表面

料金はフォームから
お問合せください

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


周年企画

新年号の巻末に掲載しているイベントカレンダー」では、
社会的な大型イベントや、業界の催事、企業の周年など、
宣伝広告界において注目すべきイベントを掲載。
新たな一年を見通すことができるため、より多くの方の目に留ま
る掲載面になります。
カレンダーの中での貴社周年の掲載とそれに合わせて
貴社の純広告を掲載する特別プランです。

・限定5社 記事中（32mm×70mm）

・限定2社 突出し （67mm×55mm）

・限定1社 全3段広告（104mm×378㎜）

2021年特別企画

料金はフォームから
お問合せください

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


お申込書

お申込日：令和２年 月 日

ふ り が な

貴社名

ふ り が な

所在地

発注
責任者

担当者

〒 - TEL. ( )

印

印

部署・役職名

氏 名

部署・役職名

氏 名

支払規定 毎月 日締 月 日払 請求日 月 日 入金日 月 日

E-mail

プラン 料金（税別）

□ 全15段広告 ￥3,000,000-

□ 全5段広告 ￥1,000,000-

□ 半5段広告 ￥500,000-

□ 題字下 ￥200,000-

□ 突出し ￥150,000-

□ 記事中 ￥120,000-

□ 名刺広告 ￥50,000-

2021年特別企画

□ 2021年キーワード ￥600,000-

□ クリエイターからの年賀状 ￥150,000-

□ 周年企画 全3段広告 ￥600,000-

□ 周年企画 突き出し ￥150,000-

□ 周年企画 記事中 ￥120,000-

スケジュール
・申し込み締切 2020年11月27日
・原稿締切 2020年12月 4日
・校了予定日 2020年12月11日
・発行予定日 2021年 1月 1日

料金はフォームから
お問合せください

料金はフォームから
お問合せください

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


掲載における規約

弊社メディアへの広告掲載およびイベント等にお申
し込みの際は、以下の内容を必ずご確認いただき、
ご了承の上お申し込みください。なお、弊社は、雑
誌広告の取り扱いに当たり、日本雑誌広告協会が発
行する「雑誌広告掲載基準」に準拠いたします。

1）広告掲載（タイアップ広告含む）・イベントの開
催の内容などにかかわる一切の責任は、発注者が負
うものとします。
2）特別な製版などが必要な原稿については、その実
費を負担していただきます。
3）代金のお支払いは前入金となります。銀行振り込
みにして電信扱いで当該メディア発売10日前（イベ
ントの場合、開催2週間前）までにご入金ください
（クレジットカード決済、小切手、手形はお受けい
たしておりません）。なお、2回目以降の取引で、上
記支払いサイト以外でのご入金をご希望の場合は、
お申し出により審査を行い、弊社が承認した場合に
限り受け付けます。ただし、その場合も、当該メ
ディア発売60日以内（イベントの場合、開催30日以
内）となります。なお、求人広告掲載のご入金はす
べて前払いとなります。いずれの場合も、支払いが
遅延した場合は掲載・開催を行いません。また、振
込手数料は発注者のご負担となります。
4）申し込み後の掲載延期や中止は、原則としてお受
けできません。ただし、特別な事情があり、弊社が
認めた場合はその限りではありません。その場合、
発売・開催2か月前以降は100％お支払いただきます。
また、複数回出向による割引が適応されている場合
のキャンセル料算出は、定価を基に行います。
5）掲出・開催にあたっての判断基準
お申込みに際しては、弊社規定に則して審査を行い
ます。審査結果によっては、支払い条件の変更や掲
載・開催の中止となる場合がございます。その場合、
弊社は一切の賠償の責は負いません。

8．健康食品・美容食品
「薬事法」「不当景品類及び不当表示防止法」「食
品衛生法」「健康増進法」などを遵守する。
9．不動産の広告
「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する公正
競争規約」「都市計画法」「建築基準法」「国土利
用計画法」「不当景品類及び不当表示防止法」「私
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」な
どを遵守する。
10．金融関係（銀行・信託・貸金業など）の広告
「貸金業の規制などに関する法律」「出資の受け入
れ、預り金及び金利等の取締に関する法律」「証券
取引法」「保険募集の取締に関する法律」「商品取
引所法」「抵当証券法」「有価証券に係る投資顧問
業の規制などに関する法律」「保険業法」などを遵
守する。
11．酒類の広告
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準（国税庁告
示）」、飲酒に関する連絡協議会の「酒類の広告・
宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を遵守
する。
12．公営競技（競技場・場外券売り場・情報誌な
ど）の広告
「刑法」、都道府県ごとに定められている青少年の
健全育成に関する条例を遵守する。
13．パチンコ
14．消費者金融

7）弊社が制作したタイアップ広告やイベントのコン
テンツの著作権は、弊社に帰属いたします。無断転
載、無断複写はできません。

8）弊社と発注者は互いに暴力団、及びそのほかの反
社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。
万が一、上記に反していることが判明した場合には、
直ちに無条件で本契約を解除します。

【掲載・開催できないもの】
1．他を誹謗、中傷したり、差別するなど個人の尊厳
を損なうおそれのあるもの
2．健全な社会秩序の形成を損なうおそれのあるもの
3．各種業界が自主的に明示している規約や規制に反
するもの
4．肖像権や知的所有権を侵害するおそれのあるもの
5．事実に反する誇大な表現や、不明確な広告表現、
読者に誤認を与えるような表現などで、読者に不利
益を与えるおそれのあるもの
6．広告の責任の所在が曖昧で広告表現上の明瞭性や
相当性を欠くもの
7．広告の内容について、広告主が責任を持ち得ない
もの
8．根拠無く商品・サービスの効果、性能の著しい優
良性を示す表示
ただし、当該表示内容を裏付ける合理的根拠をあら
かじめ有している場合はその限りではない
9．編集記事面をも含めた紙面全体の品位、調和を損
ねる表現のもの
10．事実に反して、弊社が広告主を支持し、その商
品、役務、意見などを推薦、または保証しているか
のような表現のもの
11．読者が不快感をもつものまたはそのおそれのあ
るもの
12．本誌の編集記事を訂正または否定する表現のも
の。ただし、弊社が事実を確認し、妥当と判断した
ものはこの限りではない。
13．弊社の事業分野と競合するまたはその恐れのあ
る企業・商品・サービスの広告。ただし、弊社が妥
当と判断したものはこの限りではない。

6）発注に際し、別途個別契約を締結し、その内容が
上記記載内容と異なる場合、個別契約の定めを適用
します。

●種々の広告に関する主要な規制法令、条例、自主
規制
広告の形態や広告される商品・サービスの種類に
よっては、関連する法令や条例、及びそれぞれの業
界の自主規制などで、広告表現や広告掲出の条件が
規制を受ける場合がある。以下に、その主だったも
のを掲げる。

1．景品類提供の広告
「不当景品類及び不当表示防止法」「私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律」、及び業界ご
とに定められている公正競争規約や自主規制を遵守
する。
2．クーポン（割引券、見本・資料請求券）、見本品、
試供品付広告
「不当景品類及び不当表示防止法」「私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律」、及び業界ご
とに定められている公正競争規約や自主規制を遵守
する。
3．割賦販売の広告
「割賦販売法」「割賦販売法施行令」を遵守する。
4．通信販売の広告
「特定商取引に関する法律」を遵守する。
5．求人広告
「労働基準法」「職業安定法」「男女雇用機会均等
法」「雇用対策法」「児童福祉法」を遵守する。
6．病院・診療所の広告
「医療法第69条、70条」「獣医療法第17条」を遵守
する。
7．医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及び類似
品の広告
「薬事法」「健康増進法」「医薬品等適正広告基
準」「化粧品の表示に関する公正競争規約」などを
遵守する。



お問い合わせ

株式会社宣伝会議
「AdverTimes.（アドタイ）」事務局

〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
Tell：03-3475-3010
Mail：houjin@sendenkaigi.co.jp


