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広報活動はどう変わるのか？

注目高まる
「DX推進」
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トピックとサービスを一挙に紹介
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［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

宣 伝 会議の提 供 価 値
広告界に根差した雑誌「宣伝会議」
を発行して68年。
企業の宣伝、
マーケティング部門の皆様を中心に、
最近のトレンドやテクノロジー、注目の事例など

実務に役立つ情報を様々な形で届けています
宣伝会議が持つ、
広告主・メディア・広告業の方々とのネットワーク、
そして約70年にわた

る知識やノウハウを活用し、
貴社の広告・マーケティング活動における課題解決のお手伝

いをいたします。
雑誌とのクロスメディアによって、
より効果的なコミュニケーション、
ブランドイ

メージの向上、
商品・サービス理解・認知度のUPにつなげることができます。

す。
月間PV100万、
Facebookでは6万5千超のいいね！がついていて、
広告界のデイリーポータ

ルサイトになっています。
素早く情報を広告界に届けたい、
といったニーズにお応えします。
さらに、
広告界の大型イベントとして、
年間4回の大型イベントを開催しています。
3月
「アドタ

イ・デイズ(春)」
、
6月
「SIMC」
、
9月
「アドタイ・デイズ(秋)」
、
11月
「宣伝会議サミット」
、
各テーマ
の最新トレンドを知ってもらうイベントとして開催しています。

◆主なテーマ
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販

促

広報・PR

クリエイティブ

ブランディング

店頭販促

メディアリレーションズ

予算配分

データドリブン
マーケティング

インナー広報

コピー

アドテクノロジー

最新技術

危機管理

コミュニケーション
デザイン
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20,000人

Web

広告・マスコミ界でのブランド
構築し、
商品・サービスの理解
浸透を図るために最適です。
編集部が 記事風にまとめる
タイアップ広告も好評です。

雑誌と連動した編集タイアップ
やトップページバナーなど、
多彩なメニューで貴社のWeb
ブランディングを実現します。

受講

また、
広告界のポータルサイト
「AdverTimes」
を中心に、
日々タイムリーな情報を発信していま

マーケティング

年間
250講座

雑誌

動

画

フォーラム
セミナー

講座
マーケティング、
コミュニケー
ション関連講座をはじめ、
クリ
エイティブ、
ビジネス全般にお
ける様々な講座を展開してい
ます。

潜在顧客に直接アプローチ
および、
宣伝広告界に対する、
リーディングカンパニーとして
のブランディングが可能です。

書籍・年鑑

アワード

書店流通のネットワークを
活かし、
企業のブランド価値、
信頼度を高めます。

アイデア募集や啓蒙活動など、
読者参加型のコンテストが
可能です。

年間

20,000人
参加
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第１章 編集長からのご挨拶と2022年の展望

一人の
「人」
として向き合う マーケティングの時代へ
出版・編集取締役／月刊
『宣伝会議』
『販促会議』
編集長

近年のアドテクノロジーの進化は広告において「枠から人へ」

の配信を実現させたと言われてきた。しかし、その広告は本
当に「人」に届いていたのだろうか？

サードパーティークッキーの利用規制が進み、デジタル広告

のあり方が変化を余儀なくされるなか、改めてマーケティング
で向き合うべき「人」とは何か？

届けるべき「人」とは誰なのか？
て考えるべき時が来ている。

自分たちが、メッセージを

根本から対象顧客につい

当然ながら、
「人」は一人ひとりが異なる個性と価値観を

もって、人生を送っている。モノを買う消費者として企業に接

することもあれば、時にその企業の従業員として企業活動に

力が改めて問われている。

デジタル広告に限らず、これまでのマス広告を考えてみても、

ングの仕事においても同様だ。

あくまでトレードマーケティングとしての広告活用にとど

てはいなかったか？

Ｍ１やＦ１などの属性分類に縛られ

など課題は少なくない。店の棚というカ

間」など、意識して人として相対するため、独自の言葉を使う
マーケターも増えた。

未来の顧客となりうる人は現時点で、自社の商品・サービ

環境が生まれている。

グに携わる方々の仕事の誇りにつながるような発信をしていき

に向き合うマーケティングを実現すべき、そして実現できうる

１９５４年創刊の月刊『宣伝会議』は広告専門誌から、広

代に対応し、マーケティング活動全般へと編集内容を変化さ

た、広告コピーのコンテスト「宣伝会議賞」を継続実施して
いる。月刊『宣伝会議』のスローガンは、マーケティング＆ク

リエイティビティ。自分自身も一人の人として、相対する人の気
持ちを想像できる人間のクリエイティビティこそがマーケティン
グ活動の基盤であるとの思いを込めている。

進化を遂げるテクノロジーは人のクリエイティビティを解放し

てくれる。だからこそテクノロジーを使いこなす知識だけでな

解し、さらにその理解に基づき、接点をつくれるか。マーケティ

なっていくだろう。

ングにおけるデータの利活用は進んできたが、データをもとに
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マーケティングの仕事に対する情熱、自社ブランドに対する

誇りがあってこそ、モチベーションは生まれる。月刊
『宣伝会議』

スに対して “ 消費者として ” の顕在化したニーズを有している

わけではない。未来の顧客となりうるべき「人」をいかに理

時代。これはあらゆる職場に起きていることであり、
マーケティ

テゴリーや属性分類などの垣根を外し、真に一人ひとりの「人」

せてきた。それでも変わらず、創刊１００号を記念して開始し

こうした気づきを踏まえて、昨今は顧客を
「友達」
「親戚」
「仲

仕事が細分化、専門化する中で、今日の自分の仕事が社

まってはいなかったか？

か？

真の意味での人間理解は進まない。モノを買うときもあれば、
にも誰もが多様な顔をもって社会に参画をしている。

性につながるモチベーションの維持は難しいのではないか。

会とどうつながっているのかわかりづらくなっているのが今の

告だけがマーケティング活動の圧倒的な解ではなくなった時

モノを生産する側の立場にいるときもある。そして、それ以外

るもの。日々、作業をこなすだけの仕事のあり方では、創造

真の意味でエンドユーザーに向き合える状況になっていたの

参画することもあるだろう。それゆえ、企業にとっての「顧客」

としての側面、つまりは「消費」する場面だけを見ていては、

04

人を理解し、人のクリエイティビティを用いて仮説を構築する

谷口 優

く、マーケターとしての基本スキルがこれまで以上に競争軸に

しかし創造性とはモチベーションがあってこそ、生みだされ

では２０２２年、仕事に役立つ知識だけでなく、マーケティン
たい。
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ＳＤＧｓ関連の情報発信 独自性や
「らしさ」
が必要
月刊
『広報会議』
編集長

浦野 有代

「商品の配送時における環境負荷は？」
「原料調

気候変動関連をはじめ情報開示については、国

Ｂ企業にとっては、環境・社会課題を起点にした

達先の人権問題は？」記者からの質問が飛ぶ。経

際的な議論が進む。そうした社会の要請に応える

自社のストーリーが、発信強化の糸口になる。取

済活動が与える負荷や悪影響に対し、企業がどの

広報活動とともに、注目したいのはサステナビリティ

組みの継続によって見えてくるデータや気づきもあ

ような姿勢をとるのか、見られているのだ。

に関する自社の取組みを積極的な発信機会と捉え

るはずだ。当たり前に社会貢献に取り組んで来た

る広報活動だ。

ので今さら発信することもないと考えていないだろ

その回答によっては「イメージが下がった」
「購入
をやめた」との声も出る。風当たりは強い。企業

『広報会議』編集部では、企業の広報部に毎年

うか。状況は変わった。広報に活用できる情報

を取り巻くステークホルダーが、サステナビリティを

アンケートを行っている。
「ＳＤＧｓへの関心あり」

の種が眠っていないか、今一度社内を見渡してお

重視している証でもある。

と回答した企業は２０１８年調査で６割だったが、

きたい。

環境・社会問題への向き合いが、企業の評判、

２０２１年調査で９割まで増えた。
「ＳＤＧｓ」に絡

ひいては事業の存続にも直結するとなれば、広報

めたリリース配信も増加傾向にある。流行りに乗っ

関連部門に期待される役割は大きい。社会の声や

て「ＳＤＧｓ」と単に加えただけのリリースは嫌わ

自社に関連するリスクを社内に知らせ、啓発する。

れるが、
「社会性」や「旬な話題」のある情報は、

社外には、どのようなパーパスのもと、将来的に負

メディアも生活者も関心が高い。

荷や悪影響を減らそうとしているのか、しっかり発

持続可能な社会に向けた企業独自の取組みから

信していく。現時点では、事業における社会課題

「社会課題に関する実態」や「世間の価値観の変

への貢献度合いが限られているかもしれない。そ

化」が浮かび上がって来ていないだろうか。そうし

れでも、現状は認めたうえで、事業を変容させる見

た生の情報は、ニッチな領域であっても、ニュース

通しや、その本気度を発信できるかどうか。広報

性が高く、視聴者を惹きつけるものになり得る。

のあり方が企業価値を左右することになる。

一般への認知が低く広報に苦戦していたＢ to
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第１章 編集長からのご挨拶と2022年の展望

クリエイターの仕事への向き合い方に変化の兆し
月刊
『ブレーン』
編集長

２０２１年後半以降、徐々に外出自粛が解かれ、

根を超えたプロジェクトに関わりたい」
「働く場所

ださい）。

移動者が増える中で人々が目に触れる広告、ある

や時間の自由度を高めたい」
「管理職になるので

いは五感で感じるブランド体験はより特別な価値

はなく現場で仕事を続けていきたい」などその理

２０２２年にはブレーン主催の動画コンテスト「Ｂ

を持つものが求められている。それらはバーチャ

由はさまざま。既存の縦割りの組織のあり方に息

ＯＶＡ」が第 10 回の節目を迎える。誌面では広

ルに置き換わる体験、デジタル上での話題性の高

苦しさを感じ、チームビルディングも含めた提案に

告を基軸としながら、さまざまな領域と融合しな

さとセットで設計されるもの。なおかつ、リアル・

関わっていきたい、という声も多く聞かれるように

がら生まれていく新たなクリエイティブの話題をお

バーチャル問わず安全・安心な体験であると約束

なっている。

届けしていく。

されていることが条件となる。
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森下 郁恵

これらに関連して、月刊『ブレーン』の最新号

少しずつ街に人が戻り始めた今、こうした感性

（２０２２年２月号）では、２０２１年に１年遅れで

に訴えるクリエイティブのあり方が変わっていきそ

開催された「東京２０２０大会」
（オリンピック・パ

うだ。２０２１年でいえば、広告業界の枠を超え

ラリンピック）に関わったクリエイターの方々の座

て広く話題となったクロス新宿ビジョンの３Ｄ広告

談会を掲載した。さまざまな事情から多くの担い

「新宿東口の猫」などはその好例といえる。既に

手が去っていく中で、さらに先行きの見えないコロ

多くの企業とのコラボレーションが生まれている。

ナ禍で最後まで役割を全うした人たちだ。その覚

一方で、その担い手であるクリエイターたちの

悟と達観の境地には、これからのクリエイターの

働き方も大きく変化している。特にこの１年、大手

役割についてのヒントが多くある。中でも特に「縦

広告会社をはじめ広告を主戦場としてきたクリエイ

割りの組織を超えていく、クラフトマンシップの逆

ターの独立が相次いでいる。個人軸では「広告の

流が今後起きてくる」という話題が飛び出したの

領域に留まらない仕事をしていきたい」
「組織の垣

も印象的だった（詳しくは最新号の誌面をご覧く

宣伝会議 法人様窓口
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２０２１年に創刊 60 周年を迎えた『ブレーン』。
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第 2 章 2022 年注目のトピック

日本最大級の公募広告賞
「宣伝会議賞」
がおかげさまで60周年
ブランディングやプロモーション施策の一環として是非検討ください
「宣伝会議賞」は、今年、第60回を迎えます。これまで数多くのコピーライターを輩出してきた本賞ですが、広告界の変化や、
SNSなど言葉を取り巻く社会環境の変化に伴い、コピーライターの役割も大きく変化してきました。広告コピーだけでなくコミュ
ニケーション全般を担い、役割が広がっています。
そこで、第60回 宣伝会議賞は「コピーライターのアップデート」をコンセプトに開催します。
“ 言葉の力 ” によってあらゆるコミュニケーション課題を解決するコピーライターを発掘・育成し、より活躍できる場を提供す
ることを通じて、宣伝会議は社会に貢献することを目指しています。自社の商品・サービスに対する新しい切り口のアイデ
アが寄せられるだけでなく、
「宣伝会議賞」の持つ社会的意義・価値にもご理解をいただき、協賛をご検討ください。

凸版印刷様

「TOPPAN は何の会社か？」を
ひと言で表すアイデア
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VAIO 様

VAIO のモバイル PCを
使ってみたくなるアイデア

松井証券様

20代に「投資を始めよう！」
と思ってもらえるアイデア

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第2章 2022年注目のトピック

宣伝会議オンライン 法人会員サービスを開始
課題を乗り越え成果を得るために役立つ多種多様なコンテンツをご提供します
年間およそ1,000件のプロモーション事例をはじめ、海外情報、最新のクリエイティブまですべて読めます。

宣伝会議オンラインニュース

マーケティング & クリエイティブの最新情報を網羅
O N L I N E

宣伝会議の出版する月刊４誌の
最新記事からアーカイブまで、

オンライン会員は
雑誌でも、オンラインでも、

どちらも読める

すべて読み放題

最新号は各誌毎月1冊ずつ
（合計4冊）
届きます

組織を新たな成長に導く活用法
活用法

1

企画立案のために、
最新プロモーションをベンチマーク

より良いプロモーション企画を生み出すためには、
最新のベン
チマークは必要不可欠です。
国内外の企画、
コロナ禍に成功し
たマーケティングやプロモーションと、
その背景を知ることがで
きます。
活用法

2

広告企画を提案するために、
最新の人事情報を

人事情報を抑えることで、
新たな企画提案を、
適切なタイミング
で行えます。
マーケティング部門の責任者の人事はもちろんの
こと、
経営企画や、
サステナブル推進、
DXなどの異動情報、
部門
新設情報を、
お届けします。
活用法

3

最適なパートナー企業、
制作スタッフを見つける

ブレーンをはじめ、
年間1,000ほどの、
最新プロモーション企画
の制作スタッフリストを紹介しています。
新たな企画を検討する
際に、
「あのCMの制作スタッフを！」
を、
検討することができます。

活用法
月刊

ブランド・コミュニケーション

月刊

セールスプロモーション

月刊

4

月刊

広報・IR

クリエイティブ

［ 詳 細 ］https://news.sendenkaigi.com/houjin ［お問い合わせ］宣伝会議 販売部 news@sendenkaigi.com

コロナ禍における社員の
企画力・コミュニケーション力を高める

マーケティングやクリエイティブの情報は、
特定の部門から、
経
営層、
現場に至るまでに、
すべての社員に必要です。
第一線者か
ら、
「伝える力」
や、
「企画力」
「状況判断力」
、
など、
あらゆる社会人
に必要なスキルを身に付けます。

宣伝会議 法人様窓口
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2022年1月

［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第2章 2022年注目のトピック

宣伝会議 DX事業部が発足
ネット広告／SNS活用／広報領域の
「パートナー選び」
「ツール導入」
を支援
こんなお悩みありませんか？
ネット広告

SNS活用

PR /IR

Webサイト構築

の領域で

Webツールの導入を検討しているが、どのサービスが自社に適しているかわからない
現状のパートナー会社に不満があり、発注先の変更を検討している
来期の計画を立てるためにも、最新かつ競合が実施している施策の情報を収集している

宣伝会議が解決します！
貴社課題に合わせた［ Webツール導入 ］
［ 運用支援 ］
［ コンテンツ制作 ］をご提案
ベンチマークマーケティング広告
競合会社から

シェアを
奪取！

競合企業サイト訪問者へ
ディスプレイ広告を配信する獲得重視運用サービス

10
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PRオートメーション
広報/PR業務の

省力化
見える化

リリース配信の効率化からリスト管理、効果測定まで。
広報のDX導入ツール

SNSアカウント運用支援
SNSの
神対応を
代行
リソースが少ない中でも
SNS基点のファンマーケを実現する運用サービス

番組化マーケティング
「情報の動画化」
ではなく、
「感情のメディア」
で
離脱されない動画に

有名テレビ番組のナレーター、制作スタッフによる離脱されない動画制
作 複雑なサービスや新カテゴリーの説明など流通対策等でも活用

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第 2 章 2022 年注目のトピック

発注担当者のためのメディア比較・検索サイト
「日本のメディア」
がオープン
企業のメディアプランニングを支援します
発注担当者のためのメディア比較・検索サイト

マッチング

企画提案

広告主

メディア

メディア
比較・検索
オリエン

宣伝会議 法人様窓口

2022年1月
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［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第 2 章 2022 年注目のトピック

クリエイティビティを次世代に継承する
「クリエイティブライブラリー」が始動
トップクラスのクリエイター達の講義映像をいつでも、
どこでも視聴することが可能です
『ブレーン』の創刊60周年を記念して、未来を担うクリエイターに向けたオンライン講座「ブレーン クリエイティブライブラリー」を開講しました。
佐藤可士和氏、佐藤卓氏、原研哉氏、箭内道彦氏をはじめとしたクリエイター達の講義映像をオンデマンド配信形式で視聴できます。
広告関連企業様を中心に多くのお申込みをいただいています。

◆カリキュラム例
講義テーマ 『越境するクリエイティブディレクション そのプロセスと考え方』 佐藤可士和氏
・クリエイティブディレクションの捉え方、向き合い方
・仕事の進化

12
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・クリエイティブディレクションを超える仕事の幅と役割

・佐藤可士和展ができるまで ・価値の源泉をどう創り出すか

・これから、この先をどう考えるか

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第 2 章 2022 年注目のトピック

「脱炭素ビジネスライブラリー」
がスタート
持続可能な社会への変革に繋がる技術や知恵を、
オンデマンド形式で配信
脱炭素社会に向けたゲームチェンジが急速に行われています。
この変化をビジネスチャンスと捉え、環境先進企業（事業成長と脱炭素の両立）へ移行するための
情報・知恵・技術を集めた教育プログラム群です。
環境・脱炭素分野で創刊24年のビジネス誌

温暖化対策に繋がる革新的技術を広くテーマに
太陽光発電

エネルギー
マネジメント

省エネ

脱炭素
ソリューション

電気自動車

教育

森林

微生物農業

環境保全型
農業

植物性食品が
中心の食生活

自転車
インフラ

多年生
バイオマス

バイオ
プラスチック

水

ゼロエネルギー
ビル

スマート
グリッド

大量輸送
交通機関

水素 - ホウ素
核融合

ハイパーループ

二酸化炭素
直接空気回収

太陽光発電や風力発電、ＥＶ化に水素自動車など
食から都市計画まで、多様なテーマを網羅します。
宣伝会議 法人様窓口

2022年1月
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［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第2章 2022年注目のトピック

書籍『未来の授業 SDGsダイバーシティBOOK』は全国の小中学校と高校約3万5000校に献本
多数の小中高の授業で教材採用されている他、企業研修でSDGsの教材として活用されています
テーマは「SDGs ×ダイバーシティ」
特徴１
異なる性格タイプの4人の子どもたちが
SDGsについて学習、
体験し、
成長していくストーリーを、
マンガとストーリーで楽しく描きます。

特徴２

SDGsが学べる！YouTubeチャンネルも更新中

SDGsの目標を、
関連する日本の社会課題に
落とし込んで解説。
SDGsを世界の話ではなく、
身近な“自分ごと”として捉える視点が
見つかります。

特徴３
SDGsに取り組む自治体やNPO、
企業の具体的な取り組みを多数紹介して
います。
SDGs達成のために、
今どんなアクションが行われているのか、
知ることができます。

14
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［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第

3章

2022年のサービス一覧とスケジュール
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2022年1月

［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第 3章 2022年のサービス一覧とスケジュール

〜 宣 伝 会 議のメディア～

宣伝・販促・広報・クリエイティブをテーマにした月刊４誌、
「アドタイ」
は、
ノウハウや競合情報などを収集する熱量の高い実務担当者の方に読まれています。

月刊誌
宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を皮切りに、マーケティン
グ、マーケティング・コミュニケーション領域の月刊誌を刊行しています。
マーケティングやコミュニケーションの知識、ノウハウは特定業界に関
係なく、衣・食・住あらゆる産業に必要とされるもの。産業界、そし
て社会のなかで必要とされるマーケティングとクリエイティブの最前線を
各専門誌編集者が切り取って、お届けしています。

宣伝会議

販促会議

「アドタイ」

Webメディア

宣伝会議が運営するデジタルメディア「AdverTimes.（アドバタイムズ、通称アドタイ）」。
企業のマーケティングやメディア、広報、広告クリエイティブなど、コミュニケーション分野を取り
巻くニュースや情報を素早く入手することができる広告界の情報プラットフォームです。各分野の
専門誌を発行する宣伝会議ならではの取材網を生かし、実務に役立つ情報を提供しています。
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広報会議

ブレーン

第3章 2022年のサービス一覧とスケジュール

〜 協賛 型アワード〜

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

協賛企業様の課題を広告アイデア・作品で解決する
公募アワードをおこなっています

宣伝会議賞

今年で第60回を迎える、
広告表現のアイデアを公募する
日本最大の広告賞。
【過去受賞作品】

販促コンペ

「人を動かす」
「商品を売る」
斬新なアイデア、効果が見込める
企画を募集。
【過去受賞作品】

BOVA

これからの時代を担う
オンラインビデオクリエイターを
発掘。
【過去受賞作品】

なかなか見どころのある
悩みをお持ちですね。

田中貴弘氏
課題：中小企業と商工中金のコラボにより実現できる社会につい
てのアイデア
（商工組合中央金庫）

「キャッツアイセイケース」
菅原由佳氏
（EPOCH）
、
藤巻百合香氏
（同）
課題：カラーコンタクトレンズを正しく使うことがむしろ楽しく思え
るアイデア
（アイセイ）

「面接」
河内大輝氏
（博報堂）
、
西村征暁氏
（TOKYO）
課題：学生に
「広告の仕事って面白 ！」
と思ってもらえる動画
（マス
メディアン）

宣伝会議 法人様窓口
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［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第 3章 2022年のサービス一覧とスケジュール

〜宣 伝会 議のメディア～

宣伝会議賞クライアントインタビュー

応募コピーを広告に使用して大きな反響！
認知度向上と新しい発見につながる
「宣伝会議賞」
株式会社商工組合中央金庫 広報部

ポイント

織田美佳氏

世間一般への認知度向上とイメージの把握、接点づくりが協賛の目的
多様な視点の、質の高い作品が集まるので協賛費用は高くない
協賛企業賞受賞コピーを実際に広告に使用し、応募者へのインタビューも実施
広報活動を強化するために、今後も
「宣伝会議賞」
を活用

▶広報部での担当業務をお聞かせください。

も取引先の中小企業の方が書いたのかと思うようなコピーでした。
商工中金は今年で85周年を迎え、
先代、

PRと社内報を主に担当しています。
「宣伝会議賞」
への協賛は、
社外向け広告の一環です。

できる商工中金をよりどころにしていただけるというのは、
私どもの担当者もまさに実感していることです。

中小企業による、中小企業のための金融機関
「商工組合中央金庫
（以下、
商工中金）
」
で、社外向けの広告・

先々代の時から長くお付き合いしている企業がたくさんあります。
経営者が代替わりされた時に、
昔の話が
歴史を感じる、
実感のあるコピーだと思いました。

▶
「宣伝会議賞」
に協賛した目的・狙いをお聞かせください。

最初に
「宣伝会議賞」
に協賛した時は、
世間一般への認知度向上が目的でした。
メガバンクや地方銀行と

は異なり中小企業専門の金融機関なので、
名前は聞いたことがあっても、
何をやっている金融機関なのか
分からないという声が多くありました。
そこで
「宣伝会議賞」
の力を借りたいと考えました。
2、3回目と回数を重ねた現在においては、
認知度向上だけでなく、
応募者の目に商工中金がどのように

▶協賛企業賞の選出と、
応募作品の活用についてお聞かせください。

広報部のメンバーで各作品に点数を付けながら協賛企業賞を決めました。
新しい発見がある面白いコピー

ばかりなので、
選ぶのに苦労するほどです。
毎年楽しみにしています。
昨年の協賛企業賞には
「
『できる』
ことより、
『やりたい』
ことが、
世の中を変える。
」
を選びました。
このコピー

映るのかを知りたいという狙いも大きくなってきています。業種柄、一般の方との接点がなかなか無いので、

を載せた広告を様々な媒体に出稿したところ大変反響があり、
コロナ禍で勇気を与えられるようなメッセー

とても貴重な機会です。

ジを発信できたと考えています。お客様からも
「この前の広告よかったね」
とお声をいただきました。
また、
このコピーの応募者にインタビューをさせていただき、
社内報に掲載しました。

▶協賛費用についてはどのように捉えていらっしゃいますか。

協賛費用は決して高くないと考えています。
私どもとは違った視点から作品をいただけるので、
大変あり

がたいと感じています。作品から得られる気付きや実際にコピーを活用した際の反響、
さらに昨年は商工中
金への応募作品がグランプリを受賞し、
様々なメディアに露出できかなりの宣伝効果があったので、
それら
を踏まえると、
むしろ安かったと思っています。

▶広報部としての今後の展望をお聞かせください。

「コロナ禍で社会環境が変わる中でも、
引き続き商工中金が寄り添い、
サポートする」
「商工中金自身も変

化、
進化している」
というメッセージをより発信していきたいと考えています。
また、
中小企業の経営者が何か相談したいと思った時に、
商工中金を相談先の選択肢に入れていただけ
るよう、
認知度向上の取り組みも引き続きおこなっていきます。

▶集まった作品を見ていかがでしたか。

すごく驚きました。表面的ではない、深く考えられたコピーが多いというのが第一印象でした。

例えば、
昨年応募いただいたコピー
「先代の頃の話を聞きたくて、
商工中金に相談に行った。
」
は、
あたか
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こうした広報活動の強化においてはコピーや広告の力が重要だと考えているので、今後も
「宣伝会議賞」
を活用していきたいです。

第3章 2022年のサービス一覧とスケジュール

〜 教 育講座・企業研修〜

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

教育講座は250講座以上のラインナップをご用意
貴社の課題や悩みに合わせたオリジナルのカリキュラム策定・講師選定をします
宣伝会議の提供領域
マーケティング
広

報

ローカル／
グローバル

宣伝広告・メディア
プランニング

クリエイティブ

販売促進

デジタル

営業・企画

コンテンツ企画・
編集ライティング

人事・採用

入門・初心者
向け

業種別
マーケティング

宣伝会議の企業研修の特徴

企業研修例
事業会社のマーケティング部門向け
・コピーライティングのノウハウを活かした伝わる文章力研修
・マーケティング＆企画発想研修
・デジタルマーケティング基礎・SNS活用研修
・危機管理・メディアトレーニング研修
・PowerPointレイアウト・デザイン研修

宣伝会議 法人様窓口
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2022年1月

［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第3章 2022年のサービス一覧とスケジュール

〜スタンダードトレーニング〜

いつでも・どこでも受講可能なオンライン講座の法人向けサブスク型プラン
550社以上が
「実務的なスキル向上」
の研修プログラムの一環として導入
【オンライン版】スタンダードトレーニングのポイント
お得な価格設定
1講座平均3万円のオンライン講座40回分
（約120万円相当）
を、
50万円で受講可能。

日程・会場調整不要
コロナ感染対策にも
集合型研修と違い、集合できる日程や会場
の調整も不要。
出先でも自宅でも受講可能。

オンラインでも高い満足度
［ポイント］
専用の機材とスタジオで撮影・編集を
行っています。教室実施の教育講座と
変わらないとクオリティを維持。
質問もチャットシステムを導入し、
リア
ルタイムで可能。
資料はPDFで提供
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派遣体制の
効率化に
1度申込すれば、管理画面で講座/日程を指
定するだけ。都度稟議の手間もありません。

4種類の雑誌から
1誌1年間お届け
「宣伝会議」
「販促会議」
「広報会議」
「ブレー
ン」
からご希望の1誌を1年間お届けします。

研修に対する
意欲向上
集合型研修と異なり、個別の業務にあった
講座を選び、
意欲高く受講する事が可能。

バックナンバー含め
電子版5名分付与
ご希望の電子版アカウントを5名分付与。
バックナンバーのキーワード検索も可能です。

お好きなタイミングで受講可能
受講時期は半年間の中から３日間を設定いただきます。
受講生の好きなタイミングで講座が受けられます。

［ポイント］
チケットの有効期限は6ヶ月
各講座は3日間繰り返し見ること可能。
急な対応が入って途中ストップしても
続きから視聴。
復習にも最適。
在宅勤務でも受講OK

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

第 3章 2022年のサービス一覧とスケジュール

〜教育講座ラインナップ 〜

宣伝広告・プランニング

マーケティング

デジタル・DX

販売促進・EC

SNS

広報

クリエイティブ

営業・企画

一般コミュニケーションスキル

宣伝会議 法人様窓口

2022年1月
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［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

〜 宣伝会議 2022年イベント年間スケジュール（予定） 〜

第3章

︻ フォー ラ ム ︼

フォーラムも
カンファレンスも
全て

参加無料
アドタイ・デイズ2022（春)
2022年3月7日(月)〜11日(金)
対象：
『宣伝会議』
『 販促会議』
『 広報会議』
『ブレーン』4媒体を統合した宣伝会議の
幅広いステークホルダー。

︻ カ ン フ ァレ ン ス ︼
2022
22

SIMC2022
2022年6月6日(月)〜10日(金)

宣伝会議 法人様窓口

2022年1月

1

対象：企業のWeb、
デジタル、
マーケティン
グ、販促部門の責任者・担当者などデジタ
ルマーケターの集客に特化。

デジタルマーケティング
カンファレンス2022

デジタルマーケティング
カンファレンス2022

2022年2月14日(月)〜17日(木)

2022年4月4週目(予定)

対象：企業のWeb、
デジタル、
マーケティン
グ部門の責任者・担当者など。

対象：企業のWeb、
デジタル、
マーケティン
グ部門の責任者・担当者など。

コーポレートブランディング
カンファレンス2022

コーポレートブランディング
カンファレンス2022

コーポレートブランディング
カンファレンス2022

2022年2月24日(木)〜25日(金)

2022年5月18日(水)

2022年8月24日(水)

対象：企業の広報・経営企画を始めとする
コーポレート部門の責任者・企画担当者。

対象：企業の広報・経営企画を始めとする
コーポレート部門の責任者・企画担当者。

対象：企業の広報・経営企画を始めとする
コーポレート部門の責任者・企画担当者。

2

3

4

5

6

7

8

［マーケティング、宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

〜 宣伝会議 2022年イベント年間スケジュール（予定） 〜

第3章

対象：
『宣伝会議』
『 販促会議』
『 広報会議』
『ブレーン』4媒体を統合した宣伝会議の
幅広いステークホルダー。

アドタイ・デイズ2023（春)
2023年3月2週目(予定)

対象：企業のCMO、
ブランドマネージャー、
事業部責任者、宣伝部長、販促部門長、
Web責任者など、
ブランド広告主のエグゼ
クティブ層の集客に特化。

対象：
『宣伝会議』
『 販促会議』
『 広報会議』
『ブレーン』4媒体を統合した宣伝会議の
幅広いステークホルダー。

︻ カ ン フ ァレ ン ス ︼

デジタルマーケティング
カンファレンス2023
2023年2月3週目(予定)
対象：企業のWeb、
デジタル、
マーケティン
グ部門の責任者・担当者など。

2022
2
20
022
0

9

10
10

コーポレートブランディング
カンファレンス2022

コーポレートブランディング
カンファレンス2023

2022年11月30日(水)

2023年2月4週目(予定)

対象：企業の広報・経営企画を始めとする
コーポレート部門の責任者・企画担当者。

対象：企業の広報・経営企画を始めとする
コーポレート部門の責任者・企画担当者。
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1
1

12
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2
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1

2

3

︻ フォー ラ ム ︼

宣伝会議サミット2022
2022年11月7日(月)〜11日(金)

アドタイ・デイズ2022（秋)
2022年9月12日(月)〜16日(金)

4
宣伝会議 法人様窓口
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2022年1月

［マーケティング、
宣伝、広報部門の皆様に向けた 宣伝会議2022年サクセスブック］

お問い合わせ

宣伝会議 法人様窓口

houjin@sendenkaigi.com

本

社

〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13
TEL：03-3475-7666 FAX：03-3475-7676

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
TEL：052-952-0311 FAX：052-952-0312

関西本部

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31
TEL：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944

九州本部

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル
TEL：092-731-3331 FAX：092-731-3151

画像提供：123RF
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