
販促会議企画コンペティション第15回

協賛のご案内

「人が動く」「売り上げにつながる」企画を募集します。



プロモーション企画を募集する日本最大級の公募コンペティション

販促会議 企画コンペティションとは？

「販促会議企画コンペティション（以降、販促コンペ）」は

協賛企業から商品・サービスのプロモーションに関する課題をお出しいただき、

その解決策として応募者からのアイデアを企画書形式で募集し、

審査・贈賞を行うコンテストです。



販促コンペ 開催の背景

本賞は、アイデアの枯渇・マンネリ化を打破し、
「人が動く」「売上に繋がる」斬新なアイデアを日本全国から募集することで、
協賛企業の販売促進のさらなる活性化を目指します。

昨今、売り場・購買地点やショッパーインサイトの重要性が増し、
人が動くコミュニケーション＝販促の課題解決には、
既存の型や枠組みにとらわれないキラリと光るアイデアや
イノベーションが必要とされています。

2010年に第1回を開催した本賞は、
実際に企業にアイデアを提案できるチャンスとして関心を寄せていただき、
若手プランナーの発掘と育成を担う登竜門になっています。



第15回販促コンペ概要

2023年4月1日～2023年6月1日予定

※『販促会議』2023年5月号 （4月1日発売）

および販促コンペ特設サイトにて

課題広告とワンポイントアドバイスを掲出。

『販促会議』2023年10月号（9月1日発売）にて協賛企業賞、

11月号（10月1日発売）にて上位入賞作品を発表。

グランプリ（1点）

ゴールド （2点）

シルバー（3点）

協賛企業賞（各1点）

●作品募集期間

あ
●入賞作品の発表

あ●賞およびその内容 賞状・賞金100万円・トロフィー

賞状・賞金20万円・トロフィー

賞状・賞金10万円

賞状・賞金3万円



最終審査員（第14回実績）
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1次審査員（50音順）
加藤大 氏 來住貴宏 氏 小髙龍磨 氏 笹垣洋介 氏 貞賀健志朗氏 染野智 氏 武井慶茂 氏
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応募数と応募者プロフィール（第14回実績）

① キャリアアップを目指す全国のプランナー

② 広告会社にお勤めの方々（プランナー、SP、クリエイター、マーケティング、営業、デジタルなど）

③ 一般企業にお勤めの方々（販促、マーケティング、営業、宣伝など）

④ 学生（大学、専門学校生など）、その他

属性

広告会社

41.6%

印刷SP会社

18.1%

広告制作会社

11.5%

学生 7.4%

IT会社 6.3%

一般企業 3.6%
その他

11.4%

10代

2.1%

20代

61.5%

30代

23.7%

40代 9.1%

50代 2.9%

60代以上

0.7%

年齢 業種 地域

関東

66.3%

関西

14.7%

中部 9.4%

東北＋北海道

4.4%

九州 3.6% 中四国

1.6%

応募総数：4013点 (13社協賛)



ご協賛のメリット

企画のプロが考え抜いた「販促アイデア」が多数集まります

・あらゆる規模と地域の広告会社、SP会社のプロモーションプランナーやクリエイターなどが

課題に取り組み、さまざまな角度からのアイデアが数多く集まります。

・大学生や一般生活者からの応募もあり、新鮮なアイデアが期待できます。

・応募作品の版権・著作権などの使用に関する権利は、

応募時点で課題出題企業と宣伝会議に帰属する規定を設けております。

・実際の使用に関しては、宣伝会議に一度ご相談ください。必要であれば弊社から応募者との調整を行います。

集まったアイデアは全て実際に使用することができます

広告・SP企画分野での新規発注先の開拓も可能です

・既存発注先とは違ったユニークなアイデアが、地域や職種など幅広い応募者から集まります。

・オリエンテーションやプレゼンテーションの機会を、受賞者とのネットワークづくりにも活用いただけます。



日程：2023年3月オンライン撮影、4月上旬配信予定

予定時間：1協賛課題あたり10～15分度

作品の質を高める施策

アワードの主旨に賛同いただき

作品の応募や告知にご協力いただける企業・団体に

ご参画を依頼して参ります。

1．課題の目的・目標

2．市場の背景・動向

3．想定ターゲットとその特徴

4．課題の訴求ポイント（コンセプト、機能・情緒的価値など）

5．トーン＆マナーおよび注意事項

などを応募予定者に直接お話しいただきます。

ビデオ撮影も行いサイトに公開いたします。（非公開も可）

課題オリエンテーション

公式パートナー制度

※第14回販促コンペパートナー実績



審査の流れ

審査基準

審査・選考について

①課題のテーマや目的にあった企画であること

②具体的な成果が見込める企画であること

③課題の特徴を捉えた創造性のある企画であること

④実現する可能性が高い企画であること

1次審査

協賛企業
審査

協賛企業賞
決定

最終審査会
各賞を決定

応募者からの
プレゼンテーション

ファイナリスト
選出

※ご希望の場合のみ5作品まで実施可能 ※1作品を選出いただきます

※自社に応募された全作品を
採点いただきます。

全応募作品

2次審査



料金・申込締切

●最大35課題（予定）

● 1カテゴリー1社制での協賛になります。同じカテゴリー商品の協賛がある場合、協賛できません。

●お申込は先着順となります。課題数に限りがありますので、お早めにお申込ください。

●本賞応募者の個人情報は、『販促会議』誌面での受賞発表、連絡、

および個人を特定できないマーケティングデータとして

主催者が活用するものであり、協賛各社に提供されるものではないことをご了承ください。

こちらよりお問い合わせください

https://cont.sendenkaigi.com/l/863161/2021-02-02/2tfgbd?_fsi=GLQrBeat&_fsi=GLQrBeat


販促コンペの想定活用シーン

機能訴求

⑤店頭でノベルティ配布

⑥店頭で顧客同士の
コミュニケーション促進

⑦新しいブランド価値を創出

⑧SNSでの情報拡散

①商品価格を逆手にとるアイデア

②商品の新価値を創出するアイデア

③商品特性を逆手にとる商品提案

④イベントで商品理解を促進

店舗販促系 マス(話題化)

ブランド訴求

P12 P13

P14 P15



第10回（2018年）

有楽製菓

ブラックサンダーをもっと多くの方に
食べてもらうための企画

商品価格を

逆手に

「 ブラックサンダーエクスチェンジ 」

訪日外国人を主要ターゲットとした、空港での企画。
両替できない日本円の小銭を、ブラックサンダー1個
につき32円のレートで交換できるコーナーを設置する。

両替できない小銭をブラックサンダーに！

赤ちゃんが生まれたその日から、365日間の「成長
記録」をチェキで残せるキットを発売。1年間使い
続ける事で、チェキで写真を撮る行為の習慣化を図る。

新たな需要の創出で販路拡大も

第4回（2012年）

富士フイルム

インスタントカメラ「チェキ」の
購買を喚起させる企画

新価値の

創出

「 365（サンロクゴ）チェキ 」



第9回（2017年）

大日本除虫菊

「虫コナーズ」を、毎年忘れずに
定期購入いただける企画

商品特性を

逆手に

「 “えとりかえ”虫コナーズ 」

「干支」の動物をかたどったカバーを製品につけ、
1年の経過を直感的に知らせることで、
買い替えタイミングに気づいてもらう企画。

去年の干支がつるされているのは違和感？

子どもが自由研究を行う場を提供するとともに、母親に
は商品理解を深めてもらうイベント企画。「歯の健康」
を研究テーマにして実現。社会貢献にもなると評価。

子どもに自由研究をさせたい母親を取り込む

第7回（2015年）

サンギ

「薬用ハイドロキシアパタイト」の
名前と価値が伝わる企画

イベントで

理解促進

「みんなのHAPPYを叶える歯磨き粉成分 nano mHAP」



第6回（2014年）

吉野家

誰もが「吉野家の牛丼を食べたい」
という衝動にかられる企画

ノベルティ

店頭配布

「 伝言丼 」

吉野家の牛丼が写ったふせんをオフィス街や駅前で配布。
職場などで目に付くことで来店を促す。
トッピングシールによって、来店時の単価アップも図る。

仕事中、見るだけでお腹が空く…

第10回（2018年）

アサヒビール

飲食店さまで生ビールをもっと
飲みたくなるアイデア

顧客同士の

交流促進

ASAHI四十八手

びんビールをコミュニケーションツールに見立て
、グラスに注ぎ合う方法を48通り考案。『注ぎ方』で
コミュニケーションを図るのは的を射ていた。

びんビールをコミュニケーションツールに！



第9回（2017年）

大関

30代の人がワンカップ大関を
飲みたくなる企画

SNSで

情報拡散

「 FUN！CUP！大関 」

口ひげやアヒルのくちばしなどのビジュアルを添え、
口に当てると自撮りアプリなどで加工したような
見た目になる企画。＃を付けて投稿、SNSでの拡散も狙う。

シールを貼ればSNSに写真を投稿できる！

第1回（2010年）

日本コカ・コーラ

ティーンのコカ・コーラ飲用者・飲料
頻度の拡大につながるプロモーション提案

ブランドの

価値創出

「 シークレット・メッセージ 」

ボトルにメッセージを書くコカ・コーラ色のペンを
ベタ付けして販売。飲み干すと書かれたメッセージが
現れる。大切な人にHAPPYなメッセージを届ける企画。

コカ・コーラ色インクのペンを添えるだけ！


