
特集のご案内 

大手広告主の宣伝部長が方針を語る！ 

宣伝部長100人特集 

宣伝会議 
      6月15日号 



 ～ナショナルクライアントが多数登場し、広告界が注目！ 
 
 宣伝会議の好評企画「宣伝部長100人」は、日本を代表する企業の広告・コ
ミュニケーション部門の長が、100人登場する企画です。 
広告の方針を決定するキーパーソン達が、今年の 「方針」 から 「予算」 、 
 「注目しているマーケティング手法」 、 「メディア」 、 「最新事例」までを語ります。 
 この号は、登場している宣伝部長が読むのはもちろんのこと、その競合企業の
宣伝部長・担当者、さらには、それらの企業を担当している広告会社の営業、 
メディアの広告営業、プランナーも手に取る号です。 
 広告界の多くのビジネスパーソンが手にする本特集内に、ぜひ貴社のメディア・
サービスをアピールする広告をご検討ください。  

大手広告主の宣伝部長が方針を語る！ 

宣伝部長100人特集 

テーマ・構成 

（1） 100人の宣伝部長が登場！ 方針は？戦略は？予算は？ 
（2） 宣伝部長アンケート いま注目のメディアは？手法は？ 
（3） 宣伝部長インタビュー＆座談会 



ご掲載のメリット 

アサヒ飲料 / 旭化成 / 朝日新聞社 / アサヒビール / 味の素ゼネラルフーヅ  
アフラック / 池田模範堂 / エステー / NEC / NTTドコモ / エバラ食品工業 
エプソン販売 / オリンパス / カシオ計算機 / カネボウ化粧品 / カルピス 
キヤノンマーケティングジャパン / キリンビール / キリンビバレッジ / クラレ / グリー  
KDDI / コーセー / サッポロビール / サントリービジネスエキスパート / ジェーシービー 
西友 / セガ / 全日本空輸 / ソニーマーケティング / ソフトバンクモバイル  
第一三共ヘルスケア / ディー・エヌ・エー / 東芝 / 東ハト / 東レ  
トヨタマーケティングジャパン / 日産自動車 / 日清食品ホールディングス / 日本航空  
日本たばこ産業 / ハウス食品 / パナソニック / パルコ / ファンケル / 富士重工業  
富士ゼロックス / ブリヂストン / ミツカン / 三菱電機 / 明治 / 森永製菓  
森永乳業 / ヤクルト本社 / 安川電機 / ローソン 

これまでに多くの部長が登場しています 

日本アドバタイザーズ協会（旧広告主協会）加盟の大手企業を中心に、100人アンケートの 
誌面に登場して頂きます。具体的には、マス広告とデジタルメディアをかけあわせたクロス 
メディア企画のプランニング予算を掌握していたり、クリエイティブの重要性を理解し、ブランド 
や商品を好きになってもらうための施策を指示する権限を持つ広告・コミュニケーション活動 
の責任者の皆様です。ぜひ貴社のメディア・サービスの紹介をご検討ください。 

読者が 
決済権者 

読者の 
興味関心 
が高い 

保存性 
の高い 
特集号 



セットメニュー 
広告界に対して情報を拡散し、さらなる効果が期待できます 

アドタイ（電子版）は、宣伝会議が2010年11月に 
創刊した広告界のニュースサイト 。平日毎日更新し、 
全体ページビューが240,459PV/月、ユニークユ 
ーザー617,152UU/月（※2011年12月現在、自社 
調べ） 。平均CTRが0.2%と非常に高い 。 
 
＜セット価格＞ 

   レクタングル         通常価格 ￥300,000-     →  ￥240,000-  

   スーパーバナー       通常価格 ￥700,000-      →   ￥560,000- 
   記事下バナー         通常価格 ￥120,000-       →    ￥100,000- 

 

＜アドタイ（電子版）＞ 

掲載箇所 掲載方法 
掲載 
期間 

想定imp 
平均 
CTR 

料金 サイズ ファイル形式 

ニューステキスト 
1社固定 
（2枠） 

1週間 100,000 0.08% ¥80,000 
全角40文字

以内 
テキスト 

レクタングル 
2社ローテー

ション 

2週間 100,000 

0.18% 

¥300,000 

300×250px 

GIF、JPEG、FLASH  
100KB以内 

 
アニメーション：可 
（3ループ以内） 

4週間 200,000 ¥480,000 

スーパーバナー 
2社ローテー

ション 
4週間 200,000 0.20% 

※想定 
¥700,000 728×90px 

記事下バナー 1社固定 1週間 80,000 0.08% 
※想定 

¥120,000  468×60px 

※impは想定値であり、メディアの状況により変動いたします。 
※CTRは平均値のため、クリエイティブやサービス内容により変動いたします。   
あらかじめ御了承ください。 



読者の興味関心を引きつける特集構成 

特集１ 
大手広告主企業の宣伝部や 
広告会社、メディアが読者 

編集部が専門の視点から、いままさに話題
になっている手法について、仕組みやしかけ、
成果、ポイントなどを担当者インタビューなど
から詳しく紹介。 
めまぐるしく変わりゆく広告・キャンペーンのト
レンドも、1日と15日の月2回刊行で、機会
を逃さずとらえています。 

特集2 
特集3 

最先端のデジタル領域を網羅 
ソーシャル活用、メディア事例も 

好評 
連載 

宣伝部長の登場企画や、注目の 
キャンペーンを紹介する企画など 

WEBサイトやソーシャル、スマホ、ECをはじめ、 
テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、店内メディアなど 
の最先端の取り組みを紹介。 
ターゲットメディアとの組み合わせや戦略PRの 
トレンドも紹介し、宣伝部のみならず、商品開
発やマーケティングに携わる皆様に成功のヒン
トをお届しています。 

・新感覚宣伝部長 
・気になる、広告のお値段HowMuch？ 
・広告メディア開発プロジェクトを追う！ 
・マンスリーランキング 
・マーケティング パワーウーマン 
・インサイドメディア 

宣伝会議の誌面 

メーカー 広告会社 メディア 

宣伝部 
ブランド 

マネージャー 
 

メディア 
営業 

マーケティング 

広告営業 
経営者 

「広告主」 「広告業」 「メディア」 



宣伝会議 

媒体概要 

広告メニュー 

お問い合わせ先 

創刊：1954年4月1日 
発行：月刊誌（毎月1日発売） 
定価：800円 
判型：B5判 
部数：55,000部 
販売：全国有力書店 
    ならびに定期購読 

表4 
表2見開き 
表3 
目次対向 
記事中 

 900,000- 
1,450,000- 
  700,000- 
  700,000- 
  600,000- 

260mm×197mm 
277mm×420mm 
277mm×210mm 
277mm×210mm 
277mm×210mm 

編集タイアップ 

1,600,000- 
   800,000- 

カラー2ページ 
カラー1ページ 

記事中 

抜き刷り 

・編集タイアップ誌面をもとにした販促ツールが作成できます。 
・「広報会議」の表紙を活用したパンフレットとなりますので、 
信頼性の高いツールとして好評です。 

・セミナー協力 
・カスタム出版 
・特殊広告（綴じ込み） 
・コンテスト企画 
※詳細の内容をふまえてお見積りいたします。 

その他 

    特集内容はウェブサイトよりご覧いただけます。 
    http://www.sendenkaigi.com/media-info/ 

本社 〒107-8335 港区南青山5-2-1 
北海道本部 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西4-1-2 
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 
関西本部 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31 
九州本部 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-9-2 

電話：03-6418-3331 FAX：03-6418-3339 
電話：011-222-6000 FAX：011-222-6670 
電話：052-952-0311 FAX：052-952-0312 
電話：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944 
電話：092-731-3331 FAX：092-731-3151 

スケジュール 

申込締切 4月27日（金） 
取材締切 5月18日（金） 
広告校了 5月31日（木） 
 

メニュー 

http://www.sendenkaigi.com/books/back-number-sendenkaigi/448

