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たとえ他業界であっても、組織の壁を乗り越えて長期の企業価値を高める。
グループ全体の資産を上手く活用する広報のあり方を学ぶ。

グループ会社間の情報を単なる「共有」から「成果」へ昇化させる

グループをまたいだ情報を横串に見られるのは広報だけ。

グループ広報講座
【オンデマンド配信】 申込後7日間 終日視聴可能

グループの広報担当者会が毎回、
近況報告だけで終わってしまい、
参加者の姿勢も徐々に協力的で
無くなっているように感じる…

最近M＆Aした会社と
グループとしての
連帯感を作りたいが、

文化の押し付けになりそうで、
遠慮してしまいがち…

広報部門が無いグループ会社に
広報として社内外に情報を発信する事の
重要性が理解してもらえないので、

協力を引き出し辛い…

「グループで協力関係を強化しろ」と
経営陣からは言われているが、
広報定例会、グループ報、
イントラネット構築、

何から手を付ければ良いか…

グループ会社のリリース添削を
頼まれることがあるが、
畑違いの業界で

内容のアドバイスができない…

親会社自体は
広報ネタを持たないので、
子会社にネタ提供を求めるが
「新しいネタは無い」と
いつも返ってくる…

経営者が表に出る場面で
持株会社と事業会社のどちらの
広報が仕切るか揉めたことがある…

個社の広報引継ぎが
うまくいっておらず、

グループ共通のマニュアルを作りたいが、
各社で広報の立ち位置が異なるので、

機能するか不安…

●企業の広報部、経営管理部、
　総務部の担当者
●企業経営に携わる方

におススメ



グループであるメリットを
広報部門でつくる

企業グループを組織するという事は、異なる文化・意思決
定・慣行を有する法人同士が、同じ目標に向かって事業
活動を展開するという事です。その際に、障壁となりうるの
は、長年の経験で培ってきた仕事のやり方や、ある会社で
は暗黙の了解とされているような見えない文化など、各々
で異なる社内文化です。そのような文化をお互いに認識・
理解し認め合うことはグループとしての価値を高める全て
の土台となります。担当者は、時には業界の壁を越え、文
化を編成する、指揮者としてのスキルが求められます。

広報が個社の利益だけでなく
グループの価値を高める

企業グループでは、取り組みの共有や、メディア対応の
ルール化など、グループ全体の価値を高める為に情報連
携が欠かせません。短期・単体での企業価値を高める傾
向がある企業広報の役割と、株主やM&Aなどの顧客以
外のステークホルダー視点も有して、長期の価値向上を
担うグループ広報活動ではその作法も異なります。そこで
宣伝会議では、広報部門の立場から、複数の法人を有す
るグループ内の資源活用を考える「グループ広報講座」を
開催いたします。

グループ会社の内情にまでは精通していないので
お互い踏み込めないでいる…

講座のポイント
グループ会社間での連携を強化し、ベクトルを合わせることで

統一感ある広報組織を構築する

point1
グループと個社の

広報機能の役割を整理する
グループの一部では広報組織を有し
ていなかったり、事業会社ではなく、持
株会社にその機能を集中させたりして
いる体制もあります。多くのグループ会
社を有する企業は、どのような意図が
あり、ネットワークを構築しているのか、
事例から学びます。

point2
お互いに協力できる
広報の関係を構築する

企業と社会の窓口である、広報部門
が連携することで、経営陣同士の連
携とは異なった視点から、グループの
ブランドを考えることが出来ます。買収
などで企業体が大きくなってきた組織
では、一層の成長を目指す上で必須
のスキルとなります。

point3
ステークホルダーへ
情報を届ける

ひとつの企業内で、経営指針の浸透
を図ることも容易ではありませんが、複
数の企業が集まるグループではなおさ
らです。個々に営利活動を行いながら
も、グループ全体として同じベクトルを
歩み続けるために、広報の日々の業
務からできる施策について考えます。

グループ各社によって異なる広報組織の背景を理解する



講座で学ぶこと

グループ会社の中に、広報組織が存在しない
個社がある場合は、情報発信に対する意識に
温度差を感じるような出来事が往々にして発
生します。しかしどの様な場合でも、同じ「看板」
を背負っているために、社会からは同一ブランド
として認識されます。個社の活動が、グループ
全体のイメージにも影響を及ぼす可能性がある
以上、「あの会社の問題」と置き去りにするので
はなく、お互いの事業に良い効果を生むため
に、対外的なコミュニケーションに関して、統一
したルールを設ける必要があります。講義では、
社内外に対してグループとしての連帯感を高め
る意義と、グループ内でのコミュニケーションに
ついて、事例を基にブランドの視点からも学び
ます。

同一ブランドとしての心構えを共有するSTEP1

企業の存在意義を表す経営理念があるよう
に、グループと社会の約束である、グループ理
念を設けている組織も多いです。しかし、多角
的な成長を続けるグループだと、例えば、金融
業を祖業としながら飲食業や物流業まで広く
手掛けるなど、事業の実態とグループ理念との
間にギャップが生まれる事も想定されます。その
ような場合にも、グループを構成する各社員
が、事業の拠り所としてグループの理念を把握
し、腹落ちさせる必要があります。講義では、グ
ループ理念をお飾りにせず、社員一人一人に
まで、グループに対する帰属意識を高め、同じ
ブランドを作るグループ人としての自覚を育てる
方法を学びます。

理念をグループの拠り所にするSTEP2

PR力や企業ブランドの管理など、グループ会
社で束になる事で、個社で取り組むよりも攻守
両面で強力な施策が可能になります。例えば、
各事業会社のキャンペーン時期を共有するだ
けでも、類似施策の重複を回避できたり、広告
会社への発注にボリュームディスカウントの交
渉ができたりと、表に出なくとも、先進的な企業
では取り組みが行われています。一方で、広報
部門の定例会を持っていても、文化の押し付
けにならないよう後からのグループ参加企業に
気を使ったり、同じ空間にいても積極的な参加
を引き出せなかったりするなど、現場担当者の
悩みは尽きません。講義では、情報の共有のみ
ならず、成果を生むために必要なポイントを考え
る事も目的としています。

グループならではの攻守の施策を打つSTEP3

森門氏 資料より抜粋

瀬尾氏 資料より抜粋

瀬尾氏 資料より抜粋



時間 講義内容 講師テーマ

第1部
約120分

第2部
約120分

第3部
約120分

森門 教尊氏

瀬尾 真理子氏

相山 大輔氏

グループ広報ならではの特徴と理想像／経営理念とグループ理念／グループで考
えるブランド／グループ広報がやるべき事としない事

グループ間で情報共有をする意義／業務の定義の明確化／情報共有の場作り／お
互いに協力関係を引き出す空間／心理的距離を縮める

グループ本社と子会社で異なる社員の心境 ・価値観 ・問題意識／グループとしての
意識変化を生むフレームワーク／必要な情報を組織の隅々まで届けるには

企業広報と違い
グループ広報ですべきこと

グループ広報担当者の情報共有

グループ社員へ情報を届ける

※日程・講師・カリキュラムは都合により変更となる可能性があります。ご了承ください。

カリキュラム

講座
概要

●受講形態 ： 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信　※お申込日から7日間視聴可能。視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。
●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円）  ※申込金5,000円（税込 5,500円）を含みます
●受講対象 ： 企業の広報部、経営企画部、総務部の担当者。企業経営に携わる方。

講師プロフィール
グループ会社間の課題を熟知する
企業ブランディングの専門家

森門 教尊氏
株式会社博報堂コンサルティング
パートナー

国際基督教大学教養学部卒業。外資系コンサルティングファー
ムを経て、博報堂に入社。博報堂ブランドコンサルティングの立ち
上げに参画。成熟産業における事業変革モデル創造・中長期成
長ビジョン戦略立案やブランド再生を支援。その後はデジタル戦
略からウェブサイト構築までを一貫して扱う博報堂ネットプリズム
に参画。現在はブランディングの視点から事業変革プログラム／
プラットフォーム構築等に携わる。 

組織内コミュニケーションの
プロフェッショナル

瀬尾 真理子氏
株式会社ソフィア
コミュニケーション・コンサルタント

広告制作会社でWebサイトやPR誌の企画・編集に携わった後、
フリーランスのライター、 Web編集者として活動。2005年より株
式会社ソフィアにて顧客企業のインターナルコミュニケーション支
援を行っている。これまでに、運輸会社、保険会社、マーケティング
会社、食品メーカー、化学メーカー、製薬会社など、さまざまな業種
の企業においてインターナルコミュニケーションのコンサルティン
グ、グループ広報支援に携わる。情報の受け手となる従業員の状
況を深く理解し、受け手の心に響き、行動につながるコミュニケー
ション施策の立案やコンテンツづくりを得意としている。

200以上の有名企業の社内広報を
支援する実務に精通した専門家

相山 大輔氏
株式会社産業編集センター
はたらくよろこび研究所 部長

日本パブリックリレーションズ協会認定PRプランナー。1998年に
産業編集センター入社。ライターとして10年にわたり、社内広報
媒体の企画立案や取材に携わる。現在はディレクターとして、さま
ざまな企業でインターナルコミュニケーションの戦略立案をサポー
ト。クロスメディアの発想に立ち、ブランディングや働き方改革、経
営計画などのコミュニケーションを手がける。これまでに携わった企
業数は200社以上。豊富な現場経験をもとに、効果的かつ実践
的な手法を追求している。目指すのは、単に伝えるだけでない、行
動変化を呼び起こすようなコミュニケーション。身内が身内に向け
て行うインターナルコミュニケーションは決して簡単ではないが、そ
の分、工夫次第で実益を生みやすく面白くできる分野、という信条
のもと、日々仕掛けづくりに邁進している。

受講者の声
グループでのブランド構築だけでなく、マネジメントの手
法まで盛り込まれており、実務のイメージが付きました。

（物流　親会社　広報）

会社ごとの具体例など、今日ここへ来なくては知る事
ができない情報を持ち帰って、社内で提案したいで
す。

（メーカー　子会社　広報）

グループ個社の各種メッセージとグループのものとを、
どう整理して見せるか悩んでいましたが、講義の内容を
試してみます。

（IT　親会社　経営企画）

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３‒3475‒3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議
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TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com　www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予
定の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理
由であっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・
宿泊費等の保証はできかねますのでご了承ください。※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。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査
までの間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの
方法で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー (https://www.sendenkaigi.com/privacy/) をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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すぐご受講いただけます
受講環境の設定に関する手続きのため 1週間ほどお時間がかかります

230413


