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ブレーンのタグライン.

「DESIGN / COPY / CM / WEB」

↓

IDEA & CREATIVITY

近年、企業にとっての「クリエイティブ」は、単なる外見のデザインだけではなく、

企業課題を解決するソリューションとして必要されるようになっています。

今、求められているのは、

事業の成長に寄与するアイデアや、事業それ自体のクリエイティビティなのではないか。

そんな定型ではないテーマを捉え、それをとりあつかう雑誌でありたい。

その価値を、世の中に発信していく存在でありたい。

そんな思いを込めて、2017年よりタグラインを変更しております。
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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

企業課題をクリエイティブで解決するデザイン専門誌

広告・デザインをはじめ、アートディレクション、プロダクト、映像など、現代のマーケ
ティング・コミュニケーションに関わるあらゆるクリエイティブのアイデアと考え方、
その事例を紹介しています。読者は企業のブランドやサービス、プロダクのクリエイ
ティブディレクションに関わる人を中心に、ジャンルを問わずクリエイターたちです。
また企業とクリエイターのコラボレーション企画も多数展開し、好評を得ています。

※詳細は媒体資料をご覧下さい。

ブレーンとは.



トップクリエイターを
目指すリーダー層

トップを目指し現場の第一線で活躍している
クリエイターが「ブレーン」のメイン読者です。
仕事ではリーダー的な役割を果たし、組織内
で大きな発言権と影響力を持っています。さ
らにレベルの高い仕事をしたいと考えており、
向上心や情報収集欲が非常に高い方々です。

活躍したい意識が高い、
研究熱心な若手クリエイター

20代～30代前半の若手クリエイターも「ブレーン」
の中心読者です。中でももっとも大きな仕事をしたい
と意識旺盛で、組織でのステップアップをしたい、
または転職したいと考える方が多い傾向にあります。
アンテナが高くトップクリエイターへのあこがれも
強い方々です。

クリエイター志望の学生や
オペレーター層

美術大学やデザイン専門学校の学生ならびにDTP
のオペレーターなど、話題のデザインや広告などク
リエイターの働く姿勢に関心が高い傾向があります。
一般の大学生よりも創造・表現する意識が高く、自
分への投資意欲も強い方々です。

日本のデザイン・
クリエイティブを支える
トップクリエイター

トップクリエイターたちも「ブレーン」の読者です。
彼らの作品やワークスタイル、考え方などは業界
全体や若手クリエイターに大きな影響力を持って
いますので、
彼らを起用してのタイアップやコラボ企画は口コミ
訴求やブランディングなどに効果的です。

ブレーンを読むクリエイター層.

クリエイティブリレーでは若手クリエイターを中心に
編集部が注目しているクリエイターをアサインしていきます。



クリエイティブリレーとは？

1テーマ
（コーポレート、ブランド）

６クリエイター
（編集部注目の
若手クリエイター）

６作品
（６クリエイティブ）

誌面

ポスター

YOUTUBEなど

Facebook,Twitterなど

6人の新進気鋭のクリエイターが、
それぞれのアイデアで課題を解決するクリエイティブを生み出す企画です！

月刊『ブレーン』が、

企業とクリエイターの「出会いの場」「化学反応の場」を提供・・・

・課題を解決するクリエイティブを得られる。
・出会ったことのないクリエイターに出会える。

・注目のクリエイターとしてブレーンに掲載される。
・感性を思い切り発揮した作品制作。

クリエイター企業 ブレーン



クリエイティブリレー実施のポイント

「メディアの時代」から「コンテンツの時代」へ

広告以外からも時間を奪い取れるコンテンツを生み出す、

気鋭のクリエイターによるクリエイティブリードのコンテンツ制作

映画

映画館

テレビ番組

放送/
テレビ

音楽

ＣＤ/
プレイヤー

ゲーム

ゲームソフト/
コンソル

漫画、本

本/
本屋

スマホ/ＰＣ/インターネットテレビ

コンテンツの時代

参照：経済産業省コンテンツ産業課高木美香氏資料 https://www.advertimes.com/20200824/article321802/

映画

映画館

テレビ番組

放送/
テレビ

音楽

ＣＤ/
プレイヤー

ゲーム

ゲームソフト/
コンソル

漫画、本

本/
本屋

メディアの時代

参照：「ブランデッドエンターテイメント お金を払ってでも見たい広告」
https://www.advertimes.com/20201007/article324681/

ブランド、広告のコミュニケーションの
競争相手は、もはや競合ブランドだけ
ではなく生活の前の、ありとあらゆる
スクリーン、そしてイベントなど実体験で
展開される、すべてのエンターテイメント

コンテンツだと言える状況です。



クリエイティブリレー実施のポイント

コロナ禍で変化した、伝えるブランドの価値、伝えたい生活者

変化した社会・生活者に、伝えたいブランドメッセージを届けられる

新しいクリエイティブ/クリエイターとの出会いの創出

マーケティング部長や宣伝部長は、コロナ禍で理念やブランド＆メディア戦略を見直すと回答している。

11月号

９月号

1０月号

８月号

宣伝会議 巻頭特集

https://mag.sendenkaigi.com/senden/202008/brand-media-strategy/019256.php

ブレーン7月号 コロナ禍で変わる制作現場と広告コミュニケーション新型コロナウイルスの影響を受けて、
広告・クリエイティブ戦略を変更しましたか？



広告主企業の課題と意識

新しいクリエイティブを作りたいが、企業
気質上、自分たちで進めるとどうしても
今まで通りのクリエイティブになってしま
う。

クリエイティブ力の高いグラフィック、映像
を作りたいが、どんなクリエイターがいる
かわからないし選べない。

BtoB企業で形が無いプロダクトを扱って
いるが、企業イメージではなく商品の魅力
を伝えていきたい。

ブランドイメージを刷新したい。

オンライン動画を使って商品の魅力を伝え
たいが作り方や選び方わからない。

色々なクリエイティブを作ってきてマンネ
リ化している。出会ったことのない斬新な
クリエイティブが欲しい。



CREATIVE RELAY

ご提案プラン



基本プラン

プラン
クリエイ
ティブ

内容 2次利用 料金

グラフィック 編

6
作品

・クリエイターアサイン
・『ブレーン』作品１P
＋インタビュー１P掲載
・アドタイでの記事転載

×

６回

※特設ページ制作、他媒体展
開等は別途見積

・ポスター納品50部
・オウンドメディアや、

SNS等への投稿

※広告利用の場合は別途見積

実施費用については
お問合せください。

映 像 編

・自社Youtbe等の
オウンドメディア、SNS掲載

※1年間使用可。
※著作権はクリエイター帰属
※広告利用の場合は別途見積

プロダクト 編

・プロトタイプ納品
・写真2次利用可

※広告利用の場合は別途見積



制作の流れ

誌面掲載撮影クリエイターアサイン
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CREATIVE RELAY

実施事例

グラフィック

映像

プロダクト



誌面掲載イメージ



グラフィック



明治ミルクチョコレート テーマコピー：チョコレートのような人になりたい。

カナリア
徳田祐司氏

ドラフト
関本明子氏

アシタノシカク
大垣ガク氏

Cato friend 氏
ストライプファクトリー

田中千絵氏
AD&D
髙谷廉氏

ニューバランス テーマコピー：EXCELLENTを起こそう。

ANSWR
針谷建二郎氏

MARVIN
山本ヒロキ氏

イッカクイッカ
板倉敬子氏

古屋貴広氏
OMOMMA
大原大次郎氏

Three＆Co.
福森正紀氏



富士通 テーマコピー：夢をかたちに

藤田誠氏
METAMOS
櫻井優樹氏

安田由美子氏
日本デザインセンター

大黒大悟氏
native graphic
稻田尊久氏

ハイフン
原健三氏

コメ兵 テーマコピー：売る人、買う人のKOMEHYO

TUGBOAT2
加藤建吾氏

cosmos
内田喜基氏

SPREAD
ホッチキス
金井理明氏

ハツメイ
青木二郎氏

エヌ・デザイン
永田武史氏



モンデリーズ テーマ：Clorets

博報堂プロダクツ 城﨑哲郎氏 Takuo.Tokyo 山本拓生氏

相楽賢太郎氏 Study and Design 古谷萌氏

マッキャンエリクソン 岩崎菜都氏

東急エージェンシー 林俊美氏

リゼ テーマ：医療脱毛のリゼ

東京アドデザイナーズ たき工房

MUSUBI(むすび）

バードランド

ラナデザインアソシエイツ スパイスグループ



展開例 コメ兵 青山店オープンキャンペーン

青山店オープンに合わせ、表参道にて交通広告を展開リーフレットを制作し青山店にて展開

オープン時、日経新聞（東京、名古屋）、中日新聞に展開

買取強化のために青山店をオープン。
地元では「質屋」というブランドイメージが
強かったため、リブランディングのためクリ
エイティブリレーを実施。

TUGBOAT２加藤氏のクリエイティブを新
聞広告、交通広告、店頭リーフレットとして
クリエイティブを展開した。



富士通ブランドの世界観は維持をしつつも、
先端技術を持つ強みや、テクノロジーの世界観、
ブランドのもつイメージをさらに高めていく
クリエイティブ表現を求めて、企画を実施。

技術力、グローバル感、陰で支える企業像、
デジタルソリューションに強みを持つなど、
様々な特徴をグラフィックのシリーズ広告で
表現することに成功した。

展開例 富士通 コーポレートサイト

コーポレートサイトに掲載。社内外に発信。



展開例 モンデリーズ、リゼ 東京メトロ窓上広告

コモディティ化した商品はブランドスイッチされてしまうことが多い。
愛されるブランド、選ばれるブランドになりたいと考えたときに、
新しい体験を提供するようなクリエイティブにチャレンジしたガムの広告。

業界の広告がキャンペーンや価格訴求などパターン化されて、出稿量や
価格訴求の体力勝負になっているので、それ以外の要素で、自社の「らし
さ」を伝えるクリエイティブの求めクリエイティブリレーを実施。
６つのクリエイティブで電車内の窓上広告を展開した。

東京メトロ窓上広告で展開。

制作プロセスを特設サイトで公開

東京メトロ窓上広告で展開。



映像



セブンパーク天美



イオンシネマ テーマ：ONLY WOMEN, ONLY 60sec

はなさく生命保険×丸岡和世氏（アマナデジタルイメージング） 貝印×みしまわかな氏（太陽企画） UCC 上島珈琲×副島凜氏（AOI Pro.）

日本マクドナルド×宇田川美紀氏（螢光TOKYO）ワタベウェディング×野村律子氏 JINS×南百合子氏（ティー・ワイ・オー SPARK） リクルート×菅野桂子氏（アン）



グローブライド DAIWAブランド

qomunelab kick inc. HOTZIPANG

電通クリエーティブX Kazepro+エンライトメント OND°+モバーシャル



森長乳業 PINO

EPOCH

ホワイトメディア

ティー・ワイ・オー

サイバーエージェント

HANABI

イアリン ジャパン



西友 テーマ：プライスロック（ゼロ動）

最後の手段
辻本和夫氏（DRAWING 

AND MANUAL）
久家友哉氏（TYO ／

CampKAZ）
bait 宮部一通（HIROBA）

富永省吾氏、綿野 賢氏
（1-10HOLDINGS）



プロダクト



化学メーカーとして唯一無二の素
材を多く提供する同社が、クリエイ
ターにその素材の活用アイデアを
求めたクリエイティブリレー。

単にプロダクトを作るだけでなく、
使用用途の新しい発想や、使い手
の新しい体験まで工夫した展開に
なった。

展開例 三井化学

特設ページを作成し、対外的に発信。



佐々木拓氏（コクヨ）we+

YOY佐藤カズー氏（TBWA＼HAKUHODO） 吉泉聡氏（TAKT PROJECT）川上 恵莉子氏（ DRAFT ）

坂本洋一氏（ライゾマティクス）

三井化学 誌面掲載イメージ



CREATIVE RELAY
月刊『ブレーン』とクリエイターのネットワーク



受賞クリエイター（一部抜粋）

BOVA(Brain Online Video Award)

「BrainOnlineVideoAward（BOVA）」は映像制
作業界の活性化と、これからの時代を担うオンライン
ビデオクリエイターの発掘と育成を目指し、
月刊『ブレーン』が2013年より実施する、
オンライン動画に特化した公募型コンテストです。

ブレーンでは、これからの才能に出会える場としてオ
ンライン動画領域に着目し、若きオンラインビデオクリ
エイターを応援するべく、このアワードを創設しました。
前回2020では、401作品の動画が集まりました。



月刊『ブレーン』2020年2月号 注目のU35クリエイター デジタル・ネイティブの仕事と思考

掲載クリエイター（一部抜粋）

https://mag.sendenkaigi.com/feature/brain/br202002/

誌面イメージ（一部抜粋）



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


