
この企画はグッドデザイン賞を主催する公益財団法人
日本デザイン振興会の協力に基づいて実施されます。

月刊『ブレーン』３月号（２月１日発売）
グッドデザイン賞特別企画

受賞対象が具体的にどう評価されたのか？
クリエイティブ専門誌『ブレーン』の
編集部がコンテンツ化します。

本企画では、グッドデザイン賞を受賞した貴社の商品やサービス、プロジェク
トが具体的にどう評価されたのか、審査委員やトップクリエイターにコメントを
いただき、その魅力を最大限に伝えていきます。
Gマーク（グッドデザイン賞）は日本人の約８割に認知されていますが、外見だ
けではなく、機能性や社会性、そのストーリーまでが評価されていることを知る
人は多くありません。
審査員のコメントや、クリエイティブ専門誌の取材を通して、貴社のグッドデザ
イン賞を伝えるストーリーをつくる本企画の活用をぜひご検討ください。

※本企画に関するお問合せは、グッドデザイン賞事務局では対応できませんのでご注意ください。

企業課題を解決するクリエイティブの専門誌
月刊ブレーンは、1961年に創刊の広告・クリエイティブの専門誌で
す。 毎号広告・デザインをはじめ、プロダクト、パッケージ、ファッショ
ン、アートなどマーケティング・コミュニケーションに関わるあらゆる
クリエイティブ事例が満載。アイデアを作り、形にする、クリエイターを
刺激する最新情報を毎月お届けします。

掲載実績は、
こちらからご覧いただけます。



月刊『ブレーン』 媒体概要

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。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。

創刊：1961年
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

2.7万

1.5万

３,848

■SNSフォロワー数（2022年7月現在）■読者層

①本誌 編集タイアップ

プランA：審査員2名

プランA:2ページ プランB:1ページ プランC:1/2ページ

プランB：審査員1名

プランAのみ

②Gマーク入りバナー

タイアップ記事への誘導用に
使用できるバナーも提供いたします。

W160×H80

W220×H60

W320×H94

受賞チームにフォーカスを当てる形式です。
社内モチベーションアップや
採用ブランディングに効果的です。

大賞など限られた作品のみを紹介する特集の中で掲載されることで、
受賞対象の中でも特にデザイン性の高いものとして受賞対象にフォーカスをあてます。
クリエイティブ専門誌の編集部がコンテンツを制作します。

全プラン共通

本企画用の独自コメントを
審査員からいただきます。

③2次利用PDF 全プラン共通

https://twitter.com/sdkg_brain

https://www.facebook.com/sdkg.brain

https://www.instagram.com/brainmag_jp/

ご出稿プラン概要 ※本企画内では「Ｇマーク」の使用料は発生しません。

チーム、クリエイター紹介型

受賞作品紹介型

※審査員コメント無し

https://twitter.com/sdkg_brain
https://www.facebook.com/sdkg.brain
https://www.instagram.com/brainmag_jp/


⑥SNS 拡張配信 プランA、Bのみ

特別企画の構成

広告企画

トビラ 審査委員長インタビュー
大賞企業インタビュー、
金賞受賞一覧など

2月1日発売 グッドデザイン賞 特集

Twitter広告

想定追加PV 1,000~2,000PV

公開開始時間 平日11:00-17:00（JST）

配信期間 開始から30日以内で消化

レポート PV、UU、Twitterいいね数
（予算消化時点でレポート）

⑤アドタイ転載 プランA、Bのみ アドタイ（https://www.advertimes.com/）とは
宣伝会議が、2010年11月にオープンした
マーケティング・コミュニケーションのニュースサイトです。
広告・マーケティング・コミュニケーションにおける新サービスや
人事情報、企業のキャンペーン事例や新着CM情報、 デジタル
メディアの動向、海外情報などを平日、毎日更新しており、
マーケターにとって欠かせないメディアとなっています。

■読者層

39,145

66,510

3,743

■SNSフォロワー数

タイアップ掲載に合わせて、『ブレーン』のSNSアカウントから広告配信を行い、
受賞対象に合わせたターゲットへ拡散を行います。

Facebook広告

想定追加PV 700~１,５00PV

公開開始時間 平日11:00-17:00（JST）

配信期間 開始から30日以内で消化

レポート PV、UUFacebookいいね数
（予算消化時点でレポート）

OR

※広告配信はTwitter広告かFacebook広告のいずれかをお選びいただきます。

企業のコミュニケーション活動を担う、マーケティング、

宣伝、販売促進、広報、経営企画などの部門が読者。
ターゲティングされた読者に対して情報を発信しています。

ブレーン読者層以外の、
マーケター、クリエイティブ関心層への発信

想定
PV

１,000PV～

誘導

• メルマガ掲載(1回）
• SNS投稿（2回）
• トップページ:

インフィード掲載1か月間

ご出稿プラン概要

• 審査員長インタビューや大賞企業インタビュー、金賞受賞一覧などの記事ページにより、
今年のグッドデザイン賞の背景、社会的な意義や、賞として何を評価したのを紹介します。

• 本特集では、大賞、金賞など一部の受賞対象のみを取り上げます。
その中で受賞対象の中でも象徴的なものとして貴社商品・サービス・プロジェクトを発信できます。

• 審査委員であるトップクリエイターが語る受賞理由、ブレーン編集部がまとめるタイアップコンテンツ
は、第3社的な立場のクリエイティブの専門家からのメッセージとして強い説得力を持ちます。

https://www.advertimes.com/


問合せ
株式会社宣伝会議 法人様窓口 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13

TEL：03-3475-3010 E-mail: hojin@sendenkaigi.co.jp

スケジュール

プランと料金

内容 プランA プランB プランC

①本誌
編集タイアップ

スペース 2ページ 1ページ １/2ページ

形式
受賞作品 or
チーム紹介

受賞作品紹介 受賞作品紹介

取材 対面/オンラインMTG 対面/オンラインMTG 書面取材

②Gマーク入りバナー 〇 〇 〇

③誌面二次利用PDF 〇 〇 〇

④アドタイ転載 想定1,000PV 想定1,000PV ー

⑤SNS拡張配信
想定1,500～

2,000PV
想定1,500～

2,000PV
ー

料金 ¥2,000,000- ¥1,200,000- ¥500,000-

※広告ページはすべてカラーページ。※消費税別途。

申込締切/1１月３０日（水） 取材期間/12月２８日（水） 発売日/02月01日（水）

タイアップ取材に合わせて、ブレーンのクオリティで動画を
制作しデジタル版、アドタイに埋め込みます。動画の２次使用も可能です。
受賞対象、チームどちらにフォーカスを当てた表現も可能です。

ムービータイアップ

・秒数：30〜90秒程度
・編集回数：1回、
・掲載面：月刊ブレーンデジタル版、アドタイ
・掲載期間：記事掲載より1年間
・ブレーン、各公式SNSで動画を発信します。
・SNS での拡散 : Twitter/Facebook /Instagram 各1回
・ブレーン、公式YouTubeアカウントにアップした動画URLを、
貴社サイト等に埋込いただけます。

料金：2,000,000円〜(制作費として)

オプションプラン

POP制作

A～Cいずれか1パターン 1,000部
料金：200,000円

Gマークを使用して、店頭で使用できるPOPの制作が可能です。

パターンA（W120㎜ × H90㎜ ） パターンC（W220㎜ × H25㎜ ）パターンB
（W210㎜
× H297㎜ ）



申込書
このまま、FAXにてお申込みください。 FAX:０３－３４７５－３０７５

ブレーン２０２3年３月号「グッドデザイン賞特別企画」に申込ます。

年 月 日

ふりがな

貴社名

ふりがな

所在地

〒

TEL FAX

E-mail

担当者 部署・役職 氏名 印

印

●お申込みのプランに✓を入れてください。

□ プランA
①編集タイアップ2ページ(本誌＋デジタル版)＋②バナー＋③PDF＋
④アドタイ転載＋⑤SNS拡張配信

￥２，０００，０００-

□ プランB
①編集タイアップ1ページ(本誌＋デジタル版）＋②バナー＋③PDF＋
④アドタイ転載＋⑤SNS拡張配信

￥1，2００，０００-

□ プランC
①編集タイアップ1/２ページ（本誌＋デジタル版）＋②PDF＋
③バナー

￥5００，０００-

※消費税は別途となります

●SNS拡張配信のパターンに✓を入れてください。

□ Facebook広告
プランA想定1,500PV、プランB想定700PV □ Twitter広告

プランA想定2,000PV、プランB想定1,000PV

●オプションプランは別途お見積りとさせていただきます。

※本企画に関するお問合せは、グッドデザイン賞事務局では対応できませんのでご注意ください。

問合せ
株式会社宣伝会議 法人様窓口 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13

TEL：03-3475-3010 E-mail: hojin@sendenkaigi.co.jp



契約上の注意事項

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、株式会社宣伝会議（以下、弊社という）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
関わる一切の責任は、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20日前（イベントの場合、告知開始1ヶ月
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な
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）申込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。

【3か月以内の掲載延期の場合】
発売・開催2か月前までは10%、発売・開催2ヶ月前～1ヶ月前まで
は20%、発売・開催1ヶ月前以降は100％お支払いただきます。

【3か月を超える掲載延期及び掲載中止の場合】
発売・開催2か月前までは50%、発売・開催2ヶ月前～1ヶ月前まで
は80%、発売・開催1ヶ月前以降は100％お支払いただきます。

ただし、中止・延期に伴い発生する損害賠償額が、中止・延期費用
を上回る場合は、上回った分の費用をご負担いただきます。
また、複数回出稿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。なお、大型イベント等で個別の規約が生
じる場合は、個別の規約の内容が優先するものとします。

5）広告掲載の停止
掲載開始後に以下の事由が生じた場合、広告掲載を停止すること
があります。なお、宣伝会議は、本項目に基づく掲載停止に関し、広
告主に対し何らの責めを負うものではありません。また掲載停止した
期間における広告主の広告掲載料の支払い義務は、免除されない
ものとします。
・法令、業界規則等の改定、その他の掲載後に生じた事情の変更に
より、広告の内容が広告掲載基準に違反することとなったと宣伝会議
が判断したとき
・広告掲載基準に違反すると、宣伝会議が判断したとき
・掲載を継続することにより第三者もしくは宣伝会議に損害が生じる
恐れがある、または第三者もしくは宣伝会議の信用を損なう恐れがあ
ると宣伝会議が判断したとき
・インターネット上の広告に含まれるリンク先サイトが、宣伝会議の責に
よらない理由によりデッドリンクとなっている、あるいはウイルスに侵され
た等、何らかの不具合が発生した場合

6)企画内容の変更
・編集タイアップの取材先・セミナーの登壇者の依頼先などは、特別な
定めがないかぎり、変更の可能性があります。決定している掲載（発
売）日および開催日での掲載・実施を優先するため、取材先・依頼
先の変更および企画内容の変更を行うことがありますので、あらかじめ
ご了承ください。
・広告掲載（掲載する号の延期）、セミナーや企画などの実施を貴
社の都合で延期する場合、特別な定めがない限り、ご請求は発注
時に交わした日付での請求となり、これを延期することはできません。
・アドバタイムズのタイアップ広告掲載を貴社の都合で延期する場合、
決定している掲載月をこえての延期はできません。掲載月を越えての
延期はキャンセル扱いといたします。

7）掲出・開催に当たっての判断基準
お申込に際しては、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。

【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損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誌紙面全体の品位、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.本誌紙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、弊社が事実を確認し、妥当と判断したものはこの限りではな
い

8）弊社が製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。

9）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。

10）弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力
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。


