
全国で7000社以上の企業で導入されている、社員研修の決定版

あの企業のマーケター、プランナーの育成の秘訣がここに！



教育講座 簡易カリキュラムマップ
宣伝会議の教育講座は、マーケティング・クリエイティブ・販促・広報・デジタルの分野において、基礎講座から最先端のテーマま
で、全国各地で150を超えるプログラムを展開しています。現在では、7000社以上の企業が社員研修の一環として導入。ここでは、
主だったカリキュラムをご紹介します。
※広告界のプロフェッショナルに向けた専門的なプログラム（広告業向け）から、企業側でコミュニケーション活動に従事してい
る皆様に向けたもの（企業向け）まで、幅広くご用意をしています。

基幹講座
図解力養成講座
ビジネススピーキング基礎講座
文章力養成講座

ティーチング講座
ロジファシリテーション力養成講座
プロジェクトマネジメント基礎講座

PowerPointデザイン基礎講座
Excel分析実践講座
カルシンキング実践講座

コミュニティ活用基礎講座
シニアマーケティング講座
富裕層マーケティング講座
ヘルスケアマーケティング実践講座
女性マーケティング講座
若者マーケティング講座
新商品プロモーション講座
商品リニューアル講座
ネーミング実践講座
プレミアムブランドのための価格戦略講座
コンセプト開発実践講座

【人気研修】マーケティング実践講座 ブランドマネージャー育成講座

マーケティング

宣伝・広告基礎講座
ブランドコミュニケーション講座

ターゲティング基礎講座
ダイレクトマーケティング基礎講座

メディアプランニング基礎講座

統合コミュニケーションのためのPRマスターコース
データマーケター育成講座
マーケティング実践講座 ストラテジックプランニング専門コース
インサイドセールス基礎講座
トレンドを先読みする1日集中講座
スタートアップマーケティング基礎講座
ビジネスモデル・マーケティング実践講座
脱・コモディティマーケティング実践講座
オリエンテーション基礎講座
広告の評価基準を作るための１日集中講座
カスタマージャーニー基礎講座
データ分析力養成講座

広告・マーケティングに役立つ心理学実践講座
マーケティングリサーチ実践講座
インサイトリサーチ実践講座
マーケティング・リーダー養成講座
コンテンツマーケティング実践講座
体験デザイン実践講座
カラーマーケティング実践講座
テレビCM基礎講座【地域プロモーションコース】
インフルエンサー・アンバサダーを活用したクチコミマーケティング講座
YouTubeを活用した動画マーケティング基礎講座
メールマーケティング実践講座
外部パートナー活用基礎講座

基幹
講座

専門
講座

基礎
講座

Webデザインディレクション講座
～ユーザーエクスペリエンスコース～
コンバージョンを最大化させる
ランディングページディレクション基礎講座

デジタルマーケティング実践講座 Web&広告プランニング講座

Web・デジタル

ネット広告基礎講座
Webサイト作成基礎講座

Webデザイン・ディレクション基礎講座
SEO対策基礎講座

Googleアナリティクスなどの解析ツールを活用したWeb改善講座
訪日観光客向けWebプロモーション実践講座
BtoB企業のためのインターネットマーケティング実践講座
ソーシャルメディアマーケティング実践講座

Facebookスタートアップセミナー
インスタグラムマーケティング基礎講座
スマートフォンマーケティング基礎講座
ネット広告実践講座

基幹
講座

専門
講座

基礎
講座

コーポレートブランディング推進講座
企業広報講座
トップ広報講座
スピーチライティング講座
IRコミュニケーション実践講座
コーポレートサイト強化1日集中セミナー

広報担当者養成講座

広報

PR基礎講座
ニュースリリース作成講座

メディアリレーションズ実践講座
デジタル広報基礎講座

PR基礎講座 地域PRコース
PR基礎講座 非営利PRコース
BtoB広報講座
グローバル広報講座
戦略PR講座
危機管理広報講座

メディアトレーニング実践講座
広報効果測定1日セミナー
SNS運用担当者養成講座
インナー広報実践講座
PRツール作成講座
採用広報講座

基幹
講座

専門
講座

基礎
講座

周年活用プロモーション講座
動画プランニング実践講座
コスト＆クオリティマネジメントセミナー
プロモーショナル・マーケター養成講座

セールスプロモーション講座

Web・デジタル

販売促進基礎講座 販促物のレスポンスを獲得するための1日集中セミナー

インタラクティブプロモーション実践講座
プロモーション・プランニング実践講座
効果測定を基にしたプロモーション基礎講座
イベント企画・集客実践講座
POP制作ディレクション基礎講座

キャラクタープロモーション実践講座
"売れる"特産品プロモーション基礎講座
行動デザイン実践講座
訪日観光客に向けたプロモーション基礎講座
ASEAN市場のプロモーション基礎講座

基幹
講座

専門
講座

基礎
講座

最新カンヌセミナー
海外アワードセミナー
最新グローバル・リテラシー講座
ラジオCM制作実践講座
タイポグラフィ実践講座
広告デザイン実践講座
バズ・クリエイティブ実践講座
ユニバーサルデザイン基礎講座
企業課題を解決するクリエイター養成講座
デジタルクリエイティブイノベーションコース

コピーライター養成講座基礎コース
クリエイティブ・ライティング講座

Web動画クリエイター養成講座
編集・ライター養成講座

クリエイティブ・ディレクション講座
アートディレクター養成講座（ARTS）

クリエイティブ

クリエイティブ・ディレクション基礎講座
デザイン・ディレクション基礎講座

校正・校閲力養成講座
動画活用・ディレクション基礎講座

発注担当者のためのレイアウト基礎講
座

コピーライター養成講座 上級コース
コピーライター養成講座 共感コース
コピーライター養成講座 拡散コース
コピーライター養成講座 ボディコピー特訓コース
コピーライター養成講座 人材採用コピー専門コース
コピーライター養成講座 ヘルスケア専門コース
Webライティング実践講座
製品訴求ライティング実践講座
クリエイター・プランナーの評価・人事制度改善セミナー

発注担当者のための広告法務講座
CMプランニング＆ディレクション講座
フォトディレクション基礎講座
翻訳ディレクション基礎講座
訪日外国人向け制作ディレクション基礎講座
企業のための編集物ディレクション基礎講座
パッケージデザイン・ディレクション実践講座
ブランディングツール制作ディレクション講座
EMCビジネス英語講座
【マーケティング担当者向け英語研修セミナー】

専門
講座

基礎
講座

基幹
講座

2010年代に入り、グローバル化がますます進み、市場環境とメディア環境が激しく変化しています。そのため自社の商品やサービス
に付加価値を与え、より戦略的に企業と商品のブランドを強めていくことが不可欠になってきました。そこで宣伝会議では、このような
変化に直面したあらゆる企業に向けて、企業と商品のブランド力を高め、競争に勝ち抜いていくために必要なノウハウを身に付ける講
座を提供しています。広告業や、マス広告を展開する大手企業だけでなく、多くの中小企業が講座を研修の一環として取り入れてお
り、今や全受講生の7割近くが一般企業となっています。さらに利用する部署は、従来の宣伝部や販促部だけでなく、経営企画室、商
品開発部、マーチャンダイジング部、IT戦略室など、コミュニケーションに携わるあらゆる部門へと拡がっています。そうした企業の皆様
になぜ宣伝会議を選んで頂いているのか。そして150を超える講座や、企業ごとの課題に応じたカスタム研修を、どのように自社の教育計画の中
に組み込んで頂いているのか。実際に活用頂いた企業の皆様のお声を取材しました。

宣伝会議の講座とは

「わが社の講座・研修活用法」ご案内の背景

広告主企業
52%

広告関連企業
37%

メディア
官公庁・協会・団体

5%

ここ2年の受講者層を分析すると、
広告主企業が52%と全体の過半
数を占めています。企業がマーケ
ティング領域における人材育成に
力を入れていることが伺えます。
※学生は除く

　宣伝会議の教育講座は、日本初のコピーライター養成所として開講した「コピーライター養成講座」から歴史が始
まりました。その後、「マーケティング実践講座」「広報担当者養成講座」など、広告業界だけでなく、様々な業界
でマーケティング・コミュニケーションに携わる方に対する教育講座を多く開講してきました。近年では、Webの登
場などでコミュニケーションのあり方が変わってくると共に、「ブランドマネージャー育成講座」「ソーシャルメデ
ィアマーケティング実践講座」「コンテンツマーケティング実践講座」など、企業のデジタル担当に向けた講座など
を開講してきました

6%
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広報会議  DEC. 2016112

 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

キングジムは、ファイルや「テプラ」
といったオフィス用品で知られる国内
メーカーだ。ユニークな人格で知られ
るTwitterアカウント「@kingjim」も
人気で、17万以上のフォロワーを持つ。

キングジムの広報室は室長や事務ス
タッフを含めた6人体制で、それぞれ
がマスコミ対応やIR、広告宣伝、SNS
の運用まで幅広い業務を兼任する。自
社ECサイトなどダイレクト販売のチャ
ネルは持っていないが、「ブランドイ
メージの形成だけでなく、小売流通を
通じた購買意欲の喚起も重要なミッ
ションのひとつ」と広報室の井村桃子
氏は語る。
今年3月に宣伝会議の「クリエイティ
ブ・ライティング講座」を受講した井
村氏は、入社4年目。現在は他の広報
業務と兼任で公式Twitterアカウント

「@kingjim」の“中の人”を担当して
いる。今年3月、2010年から公式アカ
ウントを管理・運用していた前任者か
ら担当を引き継ぎ、日々更新を続けて
いる。「以前はメディアによる取材記
事のチェックなどの業務がメインでし
たが、最近ではTwitterをはじめ、自
ら文章を書く機会が増えています。各
メディアの読者や目的に合わせて表現
や言い回しを使い分けるなど、自分の
中で漠然としていた執筆に対する考え
を整理するために受講しました」。
最も参考になったポイントは、「い
い文章を書くためには『聞く』という
工程をおろそかにしない」ということ。
手元にある情報だけで文章を構成する
のではなく、ヒアリングやリサーチこ
そが重要だと改めて実感したそうだ。
Twitterの文章も、ネットユーザーの
心に響く表現を他社の公式アカウント

や人気のサイトなどから研究している。
最近では10月21日に発売した新製品

「ポメラ」DM200のPR担当として、
リリース作成も手がけた。アプローチ
したいメディアに確実に届くよう、講
座で得た知識をベースにタイトルの言
葉一つひとつを精査して文章を練り上
げることができたという。目下の目標
は自ら企画書を作成し、メディアに持
ち込んで「攻めのPR」を実現するこ
とだ。

会社DATA
文具・事務用品を製造、販売する。「クリエイティブ・ライティン
グ講座」を受講。

“
”

フォロワーは17万人以上
響く言葉の研究は惜しまない

キングジム
広報室　井村桃子 氏

30

お問い合わせ先はこちら／株式会社宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　＜受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）＞

宣伝会議の「クリエイティブ・ライティング講座」を受講。
井村氏が作成した
新製品のリリース。キングジムが運営するTwitterアカウント。

misaki.futajima
テキスト ボックス

misaki.futajima
スタンプ



広報会議  MAR. 2017110

 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

ファイナンシャル・プランナーによる
無料保険相談サービスを展開している
保険のビュッフェは、設立から約4年
という新興企業だが、すでに13万件以
上の相談実績を持つ。

　同社が本格的な広報活動に着手した
のは2015年秋ごろのこと。以前は人
手不足により戦略的な広報活動に着手
する余裕がなかったが、取締役である
松本隆潮氏の指揮のもと、コーポレー
トコミュニケーション部に専任のス
タッフを1人配置した。自社で実施し
たオリジナル調査の内容などを含め、
月に約4本のペースでプレスリリース
を配信するようになった。 
　この1年で『news every.』（日本テ
レビ）や『情報ライブ ミヤネ屋』（読
売テレビ）などメディアに取り上げら
れる機会も増えている。次第に社内で
も広報の役割が理解されるようになり、

現在はトップの判断に基づきすぐに動
くことができるよう、広報の機能は経
営企画部に移管されている。 
　コーポレートコミュニケーション部
は、女性のライフスタイルメディア

「8c
セ ン チ

enti」をはじめとした自社メディ
アの運営を担っている。「保険という
商品は一般的な消費財と異なり、検討
期間が非常に長い。保険の必要性を感
じるライフステージは人それぞれなの
で、自社メディアを通じてできるだけ
多くの消費者のライフスタイルに入り
込むことで、アプローチできる層を顕
在化させる必要があります」。 
　自社メディアの運営にはソーシャル
メディア上でのコミュニケーションも
欠かせない。そこで同社が受講したの
が宣伝会議の「ソーシャルメディア
マーケティング実践講座」だった。感
覚的になりがちなソーシャルメディア
の運営ノウハウを、一度体系的に学ぶ

べきという考えから受講を決めたとい
う。 

「SNS活用で成功している企業は社会
的な話題を先読みし、緻密に計画を
練ってメディアを運営していることが
分かりました。保険は特殊な商材です
が、ネット上での顧客とのコミュニ
ケーションに応用できることはかなり
多いと感じます」。受講した内容は社
内会議で共有し、次年度の広報戦略立
案にも活用している。 

会社DATA
ファイナンシャル・プランナーによる無料保険相談サービスを展
開。「ソーシャルメディアマーケティング実践講座」を受講。

“
”

感覚的なSNS運営から脱し 
体系的にノウハウを学ぶ
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お問い合わせ先はこちら／株式会社宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　＜受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）＞

宣伝会議の「ソーシャルメディアマーケティング実践講座」。講座内容を踏まえた社内勉強会の様子。

保険のビュッフェ
取締役 コーポレートコミュニケーション部　松本隆潮 氏

女性のライフスタイルメディア「8centi（センチ）」。

misaki.futajima
テキスト ボックス

misaki.futajima
スタンプ



広報会議  FEB. 2017114

 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

愛知・刈谷市に本社を置くアイシン精
機は日本の経済成長を支えてきた自動
車部品メーカーのひとつだ。トヨタグ
ループに属する同社は、2015年6月に
トップが交代したばかりでもある。新
たな方針のもと、社内にも変革の機運
が生まれている。

「好きなことをやって、いい明日をつ
くろう」─2015年6月に就任した伊
原保守新社長が掲げた、2016年のコー
ポレートスローガンだ。グループ会社
を含め、世界各地で約10万人の社員が
働いている同社では、このスローガン
のもと、一人ひとりがやりがいを持っ
て新しいことにチャレンジできる風土
づくりを目指している。
広報部は企業広報チームと企業ブラ
ンドチームの18人から構成されており、
バックグラウンドも経験してきた部署
も様々。近年は広報業務の経験が浅い

スタッフが多いという点が課題となっ
ていた。「新社長就任に伴う風土づく
りに対する社内の期待が大きいだけに、
まずはスキルの底上げが必要と感じま
した」と講座の派遣責任者であり、企
業広報チームのリーダーを務める外山
正之氏は振り返る。
同社はこれまで宣伝会議の講座を複
数受講したが、中でも日々の業務の底
上げにつながったと感じたのは「イン
ナー広報実践講座」だった。社内報の
担当者が2016年2月に受講し、同年5
月には学んだ内容を活かして社内報の
リニューアル号を発行した。
「地域の企業は、元広報担当者や専門
家など、第一線で活躍している方の生
の声を聞く機会が少ない。子育て中の
社員など、時間の制約のあるメンバー
でもスキルアップできる機会は積極的
に活用しています」といい、東京で開
催する講座を名古屋でも同時中継で受

講できるという点をメリットとして挙
げる。
受講した社員は月に一度、全体の部
会で20分程度のプレゼンを行い、講義
内容を共有する。「社員のモチベーショ
ンが向上し、社内報も年間テーマを設
けた具体的な内容になってきました。
今後は年2回発行するグループ報にも
力を入れていき、10万人の社員に『ア
イシングループの今』を伝えていきた
いです」。

会社DATA
トヨタグループの自動車部品メーカー。宣伝会議の「インナー
広報実践講座」を受講。

“
”

約10万人の社員に
新たなスローガンを発信
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お問い合わせ先はこちら／株式会社宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　＜受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）＞

宣伝会議の「インナー広報実践講座」。グループ報『HELLO WORLD』。社内報『びー・うぃず』。

アイシン精機
広報部 企業広報チーム チームリーダー　外山正之 氏
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 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

エームサービスはオフィスや工場、病
院・社会福祉施設、学校、スタジアム
といった様々な場所で給食事業を展開
する企業だ。現在はグループ全体で全
国約3800カ所、1日約120万食を提供
している。

　単体でも2万5000人の従業員を抱え
る同社において、広報室が抱える最大
の課題はインターナルコミュニケー
ションの充実と刷新だ。「当社は広義
では外食産業に当てはまりますが、
サービスを提供する施設特性やお客さ
まのニーズによって、メニューや価格
帯、サービス形態などが大きく異なり
ます。そのため、チェーン展開のお店
と比較し、他の現場で働いている従業
員がどんな仕事や工夫をしているのか
想像するのが難しいという課題があり
ます」と広報室の清家尚氏は語る。 
　社内報やイントラネットを活用した

各現場のタイムリーな情報共有やトッ
プメッセージの浸透などが主な活動だ
が、このほか従業員のモチベーション
向上につながる表彰制度も広報室が企
画した。「広報室のメンバーは5人。多
岐にわたる広報業務のなかでも、今年
はインターナルコミュニケーションに
特に注力したいと考えています」。 
　そんな同社が定期的に受講している
のが、宣伝会議の「広報担当者養成講
座」だ。「当社は平均して約3年で部署
異動があります。広報室にも他部署か
ら未経験者が着任するケースが多々あ
り、まずは広報の『イロハ』を学ぶた
めに、スタッフに受講してもらうこと
から始めています」。 
　講座を受講することで普段は知る機
会が少ない、広報のノウハウを学ぶこ
とができるのは貴重な機会だという。
実際に受講したメンバーからも「最前
線の現場で活躍する講師の方々から新

たな活動にチャレンジしている事例を
聞くことができ、自社の活動へのヒン
トも得られた」という声が聞かれてい
るそうだ。現在注力しているイントラ
ネットの改善も、講座で得た知識を
ベースに実行に移すことができた。 

「広報の基本から応用まで補完できる
講座もあり、横断的に受講することで
知見が深まる」と清家氏。同社では他
にもスピーチにまつわる研修などを取
り入れている。

会社DATA
オフィスや工場、病院・社会福祉施設、学校などで給食事業
を展開。

“
”

イロハから実践ノウハウまで 
未経験者も知識を身につける
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お問い合わせ先はこちら／株式会社宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　＜受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）＞

次回は6月23日に開講。顧客のニーズに合わせた食事を提供する。

エームサービス
企画業務部広報室長　清家 尚 氏

社内報や会社案内など、広報室が発行しているツール。 
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 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

2006年に北九州空港に就航した航空
会社のスターフライヤーは、大手の
航空会社とも、格安航空会社（LCC）
とも違うコンセプトで2002年に設立
された。就航から10年が経つものの
認知度が低いという課題がある同社
が、その課題を解決するためにどの
ように講座を活用しているかを聞いた。

スターフライヤーは「彗星のように、
輝きを生み出し世界を駆け巡る航空会
社」をコンセプトに掲げ、就航を開始。
そのコンセプトが具現化されているの
が機材とサービスだ。コーポレートカ
ラーのブラックを基調にした全席革張
りシートの機内。通常180席つくれる
機体でありながら150席に限定し、全
席にモニターやAC・USB電源、リク
ライニングは角度に応じて座面も可動、
ヘッドレスト・フットレストも装備してい
る。機内サービスもコーヒーチェーンの
タリーズとコラボしたドリップコーヒー
にチョコレートをつけて無料で提供する
など、顧客満足度の向上に努めている。
24時間営業の北九州空港に就航して
から10年が経つ同社だが、認知度が低
いという課題があった。同社マーケティ
ング部の竹内隆介氏は、「新興の航空
会社というだけで、いまだにLCCと
間違われることが多いです。航路も羽
田と福岡間を飛んでいることすら知ら

れておらず、認知度の低さを痛感して
いる」と話した。
このような課題に対してマーケティ
ング部では目標を「首都圏での認知度
向上」と「スターフライヤーに対する
正しい理解」に定めた。目標達成に向
け、認知を高めるだけでなく、どのよ
うな航空会社なのかを理解してもらう
ことが必要と考え、参加者と直接対面
できるイベントの実施を決めた。そし
て竹内氏は自分たち“らしさ”を伝え
るためのヒントを得ようと、消費者の
インサイトをついた企画で行動を強く
促す手法を学ぶ「行動デザイン実践講
座」を受講。空間全体のデザインだけ
でなく、体験してもらう価値もデザイ
ンすることの重要性を学べたという。
受講後、10月には横浜でシート体験
とグランピング（グラマラスキャンピ
ングの略）をかけあわせたプロモーショ
ンイベントを実施。社内で企画したと
いう同イベントについて竹内氏は、「今

スターフライヤー
営業本部マーケティング部担当課長 竹内 隆介氏
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会社DATA　2002年設立。福岡県に本社を置く航空会
社。本拠は北九州空港。

までのように、ただシートを展示する
だけのイベントではスターフライヤー
の価値が伝わらない。そこで、シート
体験と併せてグランピングゾーンを用
意しました。お客さまはグランピング
ゾーンでコーヒーを飲みながら星空と
機体をデザインしたシートゾーンを眺
めながらくつろぎ、頃合いを見計らっ
てシート体験をする。そうすることで
スターフライヤーの提供する価値をしっ
かりと体験いただけることができまし
た」と解説した。イベントには2日間で約
1万人が参加した。回収したアンケート
約300件では、スターフライヤーを知ら
なかった人が約7割、そのうち95％以上
が「乗ってみたい」と回答したという。

消費者のインサイトをついた企画で行動を強
く促す手法を学ぶ。

横浜で実施したプロモーションイベントの「グランピングゾー
ン」の様子。講座で学んだことを生かして社内で企画した。

ブランドの“らしさ”を伝える
「体験価値」をデザインする方法
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 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

保育教材・遊具製造販売のジャクエ
ツは、創業100年の老舗企業だ。長
い歴史で培ってきた顧客との関係性
を軸に事業を展開しているが、業界
の変化に伴い営業スタイルを変えて
いかなければならないと感じている。
変化に対応するための講座活用法を
同社の一瀬美佳氏に聞いた。

保育教材や遊具の製造・販売や子ど
も施設の建築・設計を手がけるジャク
エツの、主要な顧客は幼稚園や保育園。
同業界は比較的変化にとぼしく、「関
係性で受発注が成り立つ面もあった」
と同社の一瀬美佳氏は話す。しかし、
やはり変化の波は訪れた。その引き金
引いたのは、2006年にスタートした
「認定こども園」制度だ。
「認定こども園」制度によって、自
治体や地域のニーズに応じ、幼稚園・
保育園の形は多様化していった。「結果、
お客さまのニーズの幅が広がり、当社
としてもニーズに適した付加価値の高
い提案を行う必要性が高まったのです」
（一瀬氏）。ショッピングモールや病院
などが設置するキッズルームなどへ事
業拡大を図るにも、営業力の強化は不
可欠だった。
一瀬氏がとりわけ課題視したのは、
顧客の抱えるニーズを引き出す力、情
報収集・整理と、最終的な提案に結び

つける表現力だった。従来、同社では
開発目線の表現にかたよりがちであっ
たため、こうしたスキルを見直す必要
があったという。
一方的な開発目線から抜け出し、顧
客の興味を引く言葉を生み出すにはど
うすればいいか。そこで一瀬氏が受講
を決めたのが、「製品訴求ライティング
実践講座」だった。
同講座では、『B to Bで切り口となる

「What to say」（伝えるべきこと）を
探し出す』方法や、『「よくある表現」
から脱するメッセージ開発のプロセス』
などが1日集中カリキュラムとして組
まれている。
「商品の魅力の伝えかたを考える前
に、まずお客さまのニーズを把握する
ための情報と自社が保有する情報とを

ジャクエツ
社長室　一瀬 美佳 氏

33

会社DATA　創業100年。保育教材や遊具の製造・販売
を手がける老舗企業。

集め、整理することが大事だとわかり
ました。その上で表現にとりかかるた
めの糸口や切り口を探すほうが、お客
さまのニーズにそえるようです」。
受講を終え、次のステップは、同社
内の商品開発者を対象とした研修の実
施だ。営業資料ひとつとっても、『新
商品が出ます。こんな仕様です』といっ
た味気ない事実を列挙するものが多い
のが現状。こうした資料では販売に十
分に寄与することは難しい。「誰でも
お客さまのニーズをより深くくみ取り、
付加価値の高い提案ができるようにす
ることが最終目標です」。

開発の視点とお客様の視点を結び、体系的にメッセー
ジを開発するセオリーを学ぶ。一瀬氏が手がけた採用案内のパンフレット。

制度改正で保育教材市場が変化
提案力を鍛え、細かなニーズに応える
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 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

クラフトビールでシェアNo.1を誇る
ヤッホーブルーイング。今でこそ「よ
なよなエール」を筆頭に、差別化さ
れた製品で多くのファンを魅了し、
11年連続増収増益を続ける同社だが、
その背景には、市場の流行り廃りと
ともに経営の危機さえあったという。
そんな状況を打破するために井手氏
が自ら取り組んだ、現在も進化を続
けている社員研修について聞いた。

研修での成功体験を
プロジェクトの現場でも実践する  

クラフトビール市場で断トツのシェアを
誇るヤッホーブルーイングは、これまで十数
ブランドを展開してきた。しかし、流行に左
右されやすい市場の性質から、業績悪化に悩
まされた時期があったという。

設立は1996年。翌97年からクラフトビー
ルづくりを始めた。しかし99年をピークに
ブームが一服。売り上げが減少に転じると同
時に社内の雲行きも悪くなるばかりだった。

振るわない業績の原因を部署間で押し付けあ
い、顧客から厳しい言葉をもらうこともあっ
たという。

売り上げ自体は、2004年にネット販売を
始めることで回復の兆しが見えてきたが、組
織改善がなされなければ、企業としての成長
は頭打ちになってしまう。井手直行氏は2008
年に社長に就いてすぐ、「チームビルディング」
を最重要課題に設定した。

まずはネットショップが開催する「チー
ムビルディング研修」に自ら参加。理解を深
め、得た内容を自社にそのまま持ち帰り、井
手氏が講師を務める社内研修をつくりあげた。

この冬で、同社内研修は8期目を迎える。
これまでに社内メンバーのべ50人が受講した。
やる気を尊重するために、強制ではなく、参
加意思を示せば受講できる体制とした。

研修では、座学と、体を動かしながら取
り組むグループワークを通じ、「参加者同士
でチームになること」という目的への到達を
目指す。他人の行動・思考パターンや得意・
不得意といった個性を理解できるようになる
と、議論もスムーズに進むようになり、チー
ムとしてひとつにまとまる感覚を覚えていく
という。

参加後は、主業務に加え、自ら考えて課
題を発見した上で賛同者を募り、組織を横断
するプロジェクトチームを主導できるように
なった人材も少なくない。「目的に応じて勢
いよくチームを組み、成果を上げたら、解散
する。良いサイクルが見られるようになりま

会社DATA　1996年設立。クラフトビールの製造・販売を
行っている。「ブランドマネージャー育成講座」を受講。

“
”

会社の成長に直結した
「チームになること」

ヤッホーブルーイング
代表取締役社長　井手直行 氏

30

ブランドの論理から、具体例をふまえた戦略までを 
講義とワークで学ぶ

した。ここ数年の売上高の成長をけん引して
いると確信しています」（井手氏）

チームビルディングだけでなく、専門的
なスキル・ノウハウを習得するために、社外
研修や社内の勉強会などを活用しているのが
同社の特徴だ。「ブランドマネージャー育成
講座」（宣伝会議）にも社員を派遣した。
「すべてにおいて、他社との差別化を図り

たい。そのためには、全社員がマーケティン
グ思考、顧客思考を持つことが不可欠です。
個人のスキルをチームの力で倍増させたい。
その先にお客さまの感動があると考えていま
す」と井手氏は語る。

展開するブランドと、プロジェクトによって企画・運営され
ている「よなよなエール 大人の醸造所見学ツアー」の
リリース。
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 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

女性用のヘアケア商品を販売するレッ
ドビジョン（東京・新宿）は、ECサイ
トを中心に展開している。商品の特
性上、現状では店舗での販売はして
いない。顔が見えない顧客に対して
どんなメッセージでアプローチし、
購入につなげていくのか。そのため
に講座をどのように活用しているの
かを聞いた。

上辺のテクニックだけでは、
「伝わらない」ことを実感

レッドビジョンは、女性用育毛剤を
はじめとする「マイナチュレ」シリー
ズを通信販売のみで展開している。薄
毛・抜け毛は女性の悩みの中でも深刻
度が高いため、手軽に購入がしやすい
通信販売に絞っている。
統括マネージャーの鬼澤亨仁氏は、

「オン・オフライン上のみでのコミュ
ニケーションになるからこそ、文章だ
けで消費者にどう伝えるかが課題」と
語る。

そこで鬼澤氏はこの課題を解決する
ために、全12回の講義で「伝え方」の
本質から、それを実践していくための
スキルを身に付ける「クリエイティブ・
ライティング講座」を受講。「ネット
上や本の情報は上辺のテクニックだけ。
『本質的な部分』と『ストーリー性』
を持たせることが重要であると学びま
した」（鬼澤氏）。
受講をきっかけにDMの改善に着手。
鬼澤氏によれば、「もともとは休眠顧
客や既存顧客向けにハガキのDMを
送っていたが、反応率は1％ほど。新
たに試みたアップセルDMでは、ス
トーリー性を持たせるために封筒にチ
ラシを同封する形式に変更しました。
その結果、社内では『反応率は5％く
らいだろう』と言われていたが、16%
と、ワンランク上のアップセルに成功
しました」と説明。また、同社ではさ
まざまな講義で得た知識を社内で共有
して成果を挙げている。
Webサイトのリニューアルのタイミ
ングで「Webサイトにダメだしすると
ポイントがもらえる」というキャンペー
ンをマイナチュレ事業部の田中美帆氏
が企画・提案した。
「集まった約300件の意見をWebサ
イトやサービスの改善に生かしていま
す。Webサイトに訪れてもらうきっか
けにもなりました」と田中氏。

会社DATA　2007年設立。女性用育毛剤を製造・販売
している。カスタマージャーニー基礎講座やメールマーケティ
ング実践講座等を受講。

“
”

ストーリー性を持たせてＤＭ改善
既存顧客のアップセルに成功

レッドビジョン
統括マネージャー 鬼澤亨仁 氏（左）　マイナチュレサポート事業部 田中美帆氏（右）

29

ビジネスの場面で、人を動かすための 言葉の使い方、
選び方を学ぶ。

販売促進のパンフレット。レッドビジョンではツール類の
作成を内製化している。

今後について鬼澤氏は、「以前より
も競合が増えてきた。女性の育毛剤と
いえば、『マイナチュレ』となるよう
にブランドを浸透させていきたい。ま
た、デジタルツールの進化やソフトの
バージョンアップなど、日進月歩のデ
ジタル分野は変化の対応に追われがち。
他の社員には、ツールありきではなく、
自分たちの力で新しいことを生み出す
ためにベースとなる考え方を学んでほ
しい」と語った。
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講座・研修のお問い合わせ先はこちら／株式会社宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　＜受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）＞

 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

CO・OP商品の開発と全国の生協へ
供給を行っている日本生活協同組合
連合会（生協）では、約100万に上
る顧客の声※を参考に、CO・OP商
品のブランド刷新を進めている。約
4000品にも及ぶ商品を刷新するため
には効率の良さと的確な指示が求め
られることから、デザイナーへのディ
レクションスキルを講座で学び、実
務に生かしているという。
※データベースに登録された累計数。

「商品のデザインに統一感がなく、
売り場でCO・OP商品かどうかの判別
がつかないという課題がありました」
と語る上村憲弘氏。このような課題の
解決と多様化する組合員ニーズに応え
るために、約4000品ある商品の大半を
刷新するプロジェクトを進めている。
課題はほかにもあった。「2014年に
実施したアンケートでは、CO・OP商
品が消費者にどのように思われている
のかを調べました。『安全・安心』と
いうイメージは高かったのですが、『お
いしい』というイメージが相対的に低

いという結果になりました。食品を主
体に開発しているので、『おいしい』
というイメージを想起させることは重
要。その点も意識して刷新を進めるこ
とになりました」（上村氏）。
とはいえ生協では、いままでに大規
模なリニューアルを実施したことがな
く、デザイナーへのディレクションの
ノウハウはほとんどなかった。そこで
上村氏は「デザイン・ディレクション
基礎講座」にスタッフを派遣し、社内
でレポートを共有。「今までの自分た
ちの進め方がそもそも的外れではない
かどうかを確認できた。また、デザイ
ナーに対して『格好よく』してくださ
いといった抽象的な言葉をいかに具体
化、言語化するかが重要であることが
学べた」（受講したスタッフ）。
また、受講後は「デザインはどうし
ても主観がつきまとう。デザイナーに

“
”日本生活協同組合連合会

ブランド戦略本部 開発管理部 ブランド管理グループ グループマネージャー 上村 憲弘氏
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会社DATA　1951年3月20日に設立。CO・OP商品の開
発と全国の生協へ供給を行っている。

対してどのようにディレクションした
のか、その流れを自分たちで振り返る
ことでブレないようにしている」という。
現在も進めているブランド刷新では、
まずはCO・OP商品であることがわか
るようにラベルを統一。視認性を意識し、
シズル感も演出した。「おいしさや魅力
などの商品価値をひきだすために、調
理画像や素材をすべて見直しました。
また、調理方法などを示すアイコンの見
直しや裏面に、二次元バーコード、声を
おきかせくださいといった表示を行い、
組合員の声を積極的に収集し、形にす
ることを丁寧に進めています」（上村氏）。
2015年から進めている刷新は、今で
は予定の約半分ほどが完了している。
2018年の3月を目標にすべてを刷新す
る予定だ。

結果を出すデザイン
に仕上げるための
発注ノウハウ、判断
基準を学ぶ。

刷新したビーフカレーの甘口、中辛、辛口のパッケージ。

「格好よく」ではダメ。デザイナーに
依頼する際のポイントを習得
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講座・研修のお問い合わせ先はこちら／株式会社宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　＜受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）＞

 わが社の講座活用法
 社員を変え、会社を伸ばす

全20のストアブランドを全国に245
店舗展開しているセレクトショップ
大手のユナイテッドアローズは、
2016年8月に会員サービスの刷新を
行なった。総会員数が昨対比117.2％
（１月時点）と好調の背景と併せて講
座の活用法について聞いた。

ユナイテッドアローズは2016年8月に
会員サービスを刷新し、もともと別々だっ
たリアル店舗とオンラインストアの会員
IDを統合した。「お客さまにとっては
不便でしたし、当社にとってもリアル店
舗とオンラインストアの購買データを
結びつけた顧客分析が満足にできてお
りませんでした」――こう語るのは、
デジタルマーケティング部CRMチー
ムのリーダー、安藤彩子氏だ。
会員IDの統合を経て、ことしの春には
ドメインが分かれているコーポレートサ
イトと各ブランドサイトの統合を図る。
同時に、分析チームも立ち上げる予定だ。
「情報があふれる中、お客さまにとっ
て価値のある情報やサービスを届ける
には、分析をもとに最適なもの・期待
されているものは何かを知った上で提
供する必要があります」
会員IDの統合により、顧客のリア
ル店舗での購買データとオンラインス
トアでの購買データを紐づけることが
できるようになった。加えて、Webサ

イトを閲覧してる顧客の行動データも
合わせて分析すれば、趣味趣向・ライ
フスタイルなどの把握も可能になり、
よりお客様を深く知ることができるよ
うになる。
こうした経緯から安藤氏は、データ
分析の目標設定やKPIの策定、具体的
な分析方法、社内体制の整え方までを
網羅的に学ぶ「データマーケター育成
講座」を受講。同氏は、POSデータな
どの購買データ分析に10年ほど携わっ
ているものの、「Webのアクセス解析に
関しては実務経験が浅かった」という。
「一部Webサイトの分析を外注して
いるのですが、ディレクションをもっと
上手にしたいと考えていました。重点
的に分析してほしい部分など優先順位
をつけたり、また、提出されたレポート
も効率よくポイントとなる箇所が判断で
きるようになりたかったのです」
講座は、約2カ月間・全8回の講義で
構成。「知識があいまいな分野を整理

ユナイテッドアローズ
事業支援本部 デジタルマーケティング部 CRMチーム リーダー 安藤 彩子 氏
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会社DATA　1989年設立。全20のストアブランドを全国に
245店舗展開しているセレクトショップ大手。

でき、網羅的に学べました。ワーク
ショップも多かったため、データを時
系列でみたり、種類別の比較など分析
時のポイントも掴めました。また、デ
ジタル担当者はどうしても社内にいる
ことも多いので外部の方たちとのコミュ
ニケーションは良い刺激にもなりまし
たし、新しい気づきを得ることができ
ました」（安藤氏）。
今後は、顧客がどのようなタイミン
グでWebサイトを閲覧しているのかや、
リアル店舗とオンラインストアのチャ
ネル併用についてなどを分析して、お
客様との最適化されたコミュニケーショ
ンを実現していく考えだ。

2016年8月に刷新した会員証は、リアル店舗でもオン
ラインサイトでも使用することができる。

デジタルマーケティングでは、「とりあえず」
分析するのではなく勘所を押さえる
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顧客視点に立った経営の必要性が叫ば
れる中、三井住友カードでは顧客体験
の重要性を社内で理解してもらうため
の社内研修を行っている。

全社でCX実践の重要性を理解し、
真の顧客目線を身に付ける。

総合決済ソリューション企業の三井
住友カードでは、「カスタマー・エク
スペリエンス（CX）実践による競争
力向上」を全社方針として掲げ、さま
ざまな改革が現在進んでいる。この背
景には、昨年、同社の社長に就任した
久保健氏が、コールセンター部門の改
革から始まったCXの実践を経営方針
としたことから始まった。「顧客満足
の向上はコールセンター部門だけでは
実現しえないため、『CS』や『CX』
の重要性を、全社員に自分ごととして
認識してもらう必要がある。全社の統
一的な方針として業務に生かすため、
当社独自の『CX』を定義し、根付か
せることが必要」と全社的な方針を打

ち出している。その取り組みの一つ
が、ネットビジネス事業部を中心とし
たデジタル時代の新しい顧客体験のあ
り方を見直す「顧客コミュニケーショ
ン改革」だ。昨年11月には、顧客利
便性向上を目的に自社サイトの全面リ
ニューアルを実施。デジタル上の顧客
接点を統合し、一人ひとりの顧客に
とっての体験価値の高いコミュニケー
ションを図り、顧客のLTVの向上を
目指している。
また、同時に全社方針をいち早く社
内に浸透させるというトップからの要
請に応えるために、同社人事部（東
京）兼　研修室　グループマネージャー
の赤井洋介氏は、セミナー「『顧客視
点』発想のデジタルマーケティング～
ユーザーエクスペリエンスの重要性
～」を企画。講師にエクスペリエンス
代表取締役社長の橘守氏を迎え、デジ
タルにおける顧客接点に関する内容を
中心とした全社員向けセミナーを東京
と大阪で開催し、社長を含む多くの社

社員を変え、会社を伸ばす

わが社の講座活用法

“
”

部門を横断して自分コト化し
顧客ロイヤリティを向上させる

三井住友カード
人事部（東京） 兼 研修室　グループマネージャー　赤井洋介 氏
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お問い合わせ先はこちら／宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）

▼

三井住友カードWebサイト

昨年リニューアルされたWeb
サイト。ユーザーデバイスに適
したデザインや、IDおまとめ機
能等によりユーザビリティ向上
を図る。

▼

三井住友カード Vpassアプリ

オートログインで簡単・便利に利
用できるスマートフォンアプリ。
位置情報やユーザー属性に合
わせてお得なクーポンも配信。

員が参加した。
「受講後、社員からは『顧客視点で
サービスを提供することの難しさを再
認識した』『顧客視点の実現の難しさ
を改めて感じた』との声が多く上がっ
た。実践による顧客ロイヤリティを向
上しなければならないという課題感が
社内で高まっている」と赤井氏は振り
返った。
今後は更にCXの実践を全部門・全
社戦略として定着させ、お客様に期待
以上の感動を与え、三井住友カードの
ファンになってもらえるような取り組
みを強化していく考えだ。

会社DATA
1967年に創業、来年50周年を迎える。クレジットカードに
関する業務のほか、ローン業務、保証業務、ギフトカード業務、
その他付随業務を行う。クレジットカードだけではなく、現金
以外の決済にかかわる取引を幅広く事業とし、サービスを提
供している。
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デジタル化を推進し、
ロイヤルカスタマーを増やしたい

ティサイトを中心に継続的な取り組み
を行っていく予定です」。

武井氏はさらに得た学びを自社に落
とし込むための提案を考えているとい
う。「デジタル化を進めていかなけれ
ばという意識は社内にもあるのです
が、食品業界は全体として、そのス
ピードが遅い傾向にあります。その中
でどう力強く推進していけるかが今後
の課題。データを活用したマーケティ
ングを行いながら、ロイヤルカスタ
マーを増やしていけたら」と武井氏は
今後の展望を描いている。 

「カンロ飴」を始め、多くのロングセ
ラー商品を世に送り出してきたカンロ
では近年、外部の知見も取り入れなが
らデジタルの活用を推進している。

デジタル化を推進し
ファンとの結びつきを強める

創業から100年以上の歴史を持つ、
菓子メーカーのカンロ。これまでマス
広告を中心にプロモーションを行って
きたが、近年デジタルの取り組みにも
力を入れている。同社内でWeb全般
を担当するネットチームに所属する武
井 優氏は最近、自社商品「ピュレグ
ミ」のコミュニティサイトを立ち上げ
た。
「マス広告の効果が落ちてきた実感

があり、新しいアプローチを考えてい
ました。その中で着目したのがファン
との関係性を深めるコミュニティサイ
トの存在です。広く浅くのマス広告だ
けでなく、狭くても深いファンの方た
ちとのコミュニケーションにこれから

のマーケティングの可能性があるので
は。そんな思いから企画を具体化させ
ました」。

企画のヒントになったのは、武井氏
が受講している「企業のための定期勉
強会 デジタルマーケティング・マ
ネージャー養成コース」だ。武井氏の
上司に講座を紹介され、受講を決め
た。「デジタル化が必要と言われても、
当社の場合何からどう取り組めばよい
のかわからないという課題がありまし
た。そのため、何かヒントをつかめた
らと思い、受講を決めました」と武井
氏。

実際に受講し、今後の課題に気づい
たと武井氏は話す。「講義内で『これ
からはオウンドメディアに力を入れる
ことが大事』という話があったのです
が、それが私自身の課題感ともマッチ
していたため、本格的に向き合わなけ
ればと考えています。これまではオウ
ンドメディア内で何をやっても短命に
終わる傾向がありましたが、コミュニ

社員を変え、会社を伸ばす

わが社の講座活用法

カンロ
開発本部マーケティング部　ヒトツブカンロ・ネットチーム　武井 優 氏

29

お問い合わせ先はこちら／宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）

カンロが運営するコ
ミュニティサイト（左）
と、同「ピュレグミ」の
会員制サイト「ピュレ
コミ」（右）。

会社DATA
1950年に前身の「宮本製菓所」を開業し、1955年に「カ
ンロ飴」を販売。1960年にカンロ飴のヒットを受け、社名を「カ
ンロ株式会社」に改称した。

“
”
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156 2017.2宣伝会議

おけるロジカルシンキング実践セミ
ナー」を実施した。
「どちらのセミナーも入居者の要望
を洗い出していく中で生まれたもので
す。それぞれ参加者の9割以上が手ご
たえを感じているという結果も出てい
ます。セミナーを通して、施設の認知
度の向上や利用のきっかけ、参加者の
交流の場としても活用してもらうこと
ができました」と石山氏。今後もリ
ニューアルされた施設でセミナーやイ
ベントなどを開催し、より交流の場を
増やしていきたい考えだ。

金沢市の企業人に対し、支援を行って
きた、金沢市が運営・管理する「ITビ
ジネスプラザ武蔵」。多くの人の交流
の場になるよう、宣伝会議のカスタム
研修を実施した。

内容を決めるのは参加者
真に必要とされる学びを提供

金沢市の「ITビジネスプラザ武蔵」
は、市内の企業家に低価格な費用で賃
貸スペースや活動拠点を提供し、独立
を支援するインキュベーション施設の
役割も兼ね備えた、市が運営する公共
施設だ。2004年に開館し、2017年
で14年目を迎える。
本施設はこれまで企業人を10年以
上支援してきたが、本施設を運営する
金沢市経済局ものづくり産業支援課長
の石山博之氏は利用者と行政側との意
識にズレがあると感じていたという。
行政側は企業家の独立や活動の支援を
目的としていたが、入居者にアンケー
トを取ると「活動の場としてだけでな
く、交流の場としても利用したい」と
の声が多く聞かれた。そのため利用者
の声に寄り添うべく、館内リニューア
ルを実施。さらに入居者が学びながら
新たな交流の場にできるよう、宣伝会
議のカスタム研修を導入した。
「インキュベーション施設として本

施設を利用する人は、これからの事業
拡大に向け宣伝会議が企画しているよ
うなマーケティングの講座が役立つの
ではないか。また学びの場を設けるこ
とで、入居者が希望していた交流の場
にもしてもらえるのではと考えまし
た」と石山氏は当時を振り返る。
研修内容は入居者のニーズに合わせ
たものを提供したいと、入居者と宣伝
会議との間で打ち合わせを経て決定。
入居者からは限られた時間の中で「す
ぐ仕事に役立てるもの」を希望する声
が多く上がった。その結果、7月にPR
やWebですぐ使える「『言葉が変われ
ば、会社が変わる』～起業にビジネス
に“キャッチコピー力”を！～」と題し
たセミナーを実施。続けて10月に論
理的に考えることで経営に役立てる力
を身に付ける「マーケティング発想に

社員を変え、会社を伸ばす

わが社の講座活用法

“
”

マーケティングのカスタム研修で
金沢市内の企業人を支援

金沢市経済局 
ものづくり産業支援課長　石山博之 氏
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お問い合わせ先はこちら／宣伝会議　教育事業部　E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033　受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く／FAXは24時間受付）

12月20日にリニューアルが完成したITビジネスプラザ武蔵。

会社DATA
2004年に開設。撮影スタジオや研修室、大人数にも対応
する交流室など、制作や教育をはじめとする多様な活動に
対応する。企業家に低価格な費用で賃貸スペースや活動
拠点を提供し、独立を支援するインキュベーション施設でも
ある。施設のリニューアルは2016年12月20日完成。

misaki.futajima
テキスト ボックス

misaki.futajima
テキスト ボックス



宣伝会議
マーケティング・クリエイティブ
カスタマイズ研修のご案内 

全国で7000社以上の企業で導入されている、社員研修の決定版。
貴社のご要望に応じて、カスタマイズした研修カリキュラムを提供いたします。

■お問い合せ先／株式会社宣伝会議　教育事業部
E-mail. info-educ@sendenkaigi.co.jp
TEL. 03-3475-3030　FAX. 03-3475-3033
〈受付時間 9：30－18：30（土・日・祝除く FAXは24時間受付）〉

教育事業部
〒107-8550
東京都港区南青山3-11-13
新青山東急ビル9階
TEL. 03-3475-3030（教育事業部）

北海道本部
〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西4-1-2
武田りそなビル 6階
TEL. 011-222-6000（代表）

東北本部
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
仙台ファーストタワー 11階
TEL. 022-266-6981（代表）

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 6階
TEL. 052-952-0311（代表）

北陸本部
〒920-0853
石川県金沢市本町１丁目5-2
リファーレ10階
TEL. 076-224-3010（代表）

関西本部
〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島2-1-31
京阪堂島ビル 5階
TEL. 06-6347-8900（代表）

中四国本部
〒730-0051
広島県広島市中区大手町2-11-10
NHK広島放送センタービル 13階
TEL. 082-545-7311（代表）

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 7階
TEL. 092-731-3331（代表）


