
オリエンテーション基礎講座

【オンデマンド配信】 申込後7日間 終日視聴可能

の受講生が
92％
「実務に役立つ」と答えています。5段階評価で「5：大変役立つ」「4：役立つ」を回答した割合を示しています。
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［在宅で受講可能・オンライン開催］



受講生の声

思っていたのと違う…と嘆いても、
出さなければならない成果も
社内外からの評価も得られません。

経済がやや上向いてきたとはいえ、コストに対する企業
の意識はいっそう厳しくなっています。広告宣伝費も例
外ではなく、企業の宣伝担当者には、広告宣伝活動の費
用対効果がこれまで以上に厳しく問われるようになり
ました。

このような状況下で、オリエンテーションの重要性が改
めて高まってきています。広告主企業にとって、オリエ
ンテーションは広告会社・制作会社に対して、広告の
ターゲットや目的、予算などを伝える最初の場です。

ここで必要な情報を分かりやすく、的確に伝えること
で、広告会社・制作会社とゴールを共有でき、目的を達成
する広告宣伝活動につながります。しかし現状では、多
くの企業においてオリエンテーションのノウハウが社
内で確立されていません。そのため、場当たり的なオリ
エンテーションが行われ、結果的に広告会社からも的外
れな提案が挙がってくることになり、余計な手間と時間
が掛かってしまっています。そこで宣伝会議では、オリ
エンテーションをより効果的に行うための知識とノウ
ハウを習得する、「オリエンテーション基礎講座」を開催
いたします。

講座で学ぶこと

思った以上の企画が挙がる
オリエンテーションの基本を学ぶ
オリエンテーションは、TVCMのような予算の大きいものか
ら、販促ツールのような小物までさまざまな場面で行われま
す。会議などでオリエンシートを用意しても、打ち合わせ
ベースでは準備に限界があります。本講座では、マーケティ
ング目標との一貫性を持たせたコミュニケーション戦略を
策定し、実際の広告キャンペーンに落とし込むノウハウを講
義します。オリエンテーションの目的からオリエンテーショ
ン時にカバーすべきポイントまで、網羅的に学びます。

広告会社・制作会社任せにせず、ポテンシャルを
引き出すパートナーシップの築き方を学ぶ
広告予算を最も費やすのがメディアですが、広告会社として
は、メディアに注力した企画を考えることが当たり前になっ
ています。そこでいかに広告会社・制作会社任せにせず、コ
ミュニケーションエラーをなくしていくのかが重要になり
ます。講座では、本当に必要なメディアは何かという視点で
メディアプランを見直しつつ、広告会社との齟齬をなくすた
めに必要なメディアの知識と広告界の仕組みを学びます。

曖昧なオリエンテーションからは
どの案が最適かを誰も判断できない！
同じ方向で議論するためのキーメッセージ開発を学ぶ

広告会社にはそれぞれカラーがあるため、オリエンそのまま
の内容で案を出してきたり、くせ玉を投げてきたりと、広告
会社によって方向性がブレがちです。方向性を定めるために
は、「何を伝えるべきか」「どう伝えるべきか」を理解したうえ
で、商品・サービスのブランド価値向上に結び付けるコミュ
ニケーション戦略が重要です。そこで講座では、「キーメッ
セージ」開発のプロセスを学び、ブレないクリエイティブを
導き出すスキルを身に付けます。オリエンテーションにおい
て担当者を最も悩ませる、ターゲットを動かす軸となる広告
のメッセージを導き出す方法を学びます。

小売業
これまで自己流でやっていたオリエンとのギャップを感じま
した。今まで発注の際に情報として足りていなかった部分、考
えが及んでいなかった部分について考えさせられました。

流通小売業
今まで、昔からの流れ、慣習のまま業務を行っていましたが、
今回の講座を聞いて、「メディアよりも先にアイデアを考え
る」、「消費者インサイトを探り、こちらが伝えるべきベネ
フィットを明確にする」という２つのポイントが大変参考に
なりました。ぜひこの考えを社内で共有したいと思います。



キーメッセージを導き出すために必要となる、ターゲットの情緒に訴えかける心理的な利益（便益）を把握す
る手法を身に付けます。

講座の流れ

金融機関
クリエイティブのキーメッセージの発想について、ステップ
を踏んで考えることがこれまでなかったので、大変勉強にな
りました。オリエンテーションについてだけでなく、広告全
般に関して幅広く学べました。

総合商社
マーケティング課題とコミュニケーション課題を混同して
オリエンしてしまうなどオリエンテーションの当事者とし
て思い当たる点が、いくつもありました。豊富な経験に基づ
き多くの実例を用いながら教えてくださり、とても理解がし
やすかったです。

消費財メーカー
コンペでプレゼンを受けるとき、ズレている案もあったりし
たのですが、それはこちらのオリエンテーションの内容にも
問題があるのだと分かりました。広告会社との付き合い方も
分からないままこれまで進めてきたので、今回の内容は参考
になることばかりでした。

化粧品メーカー
「何をどこまで広告会社に伝えるべきか」は、まさに自分自身
が日々の業務の中で感じていた課題でした。その課題に対し
て、広告主・広告会社の双方の立場からの考えをお話しいた
だけて、頭の中がスッキリしました。

□マーケティングコミュニケーションに
　ついて

マーケティングコミュニケーションを
学ぶことで広告のプロセスについて
頭の中を一度整理します。

□キーメッセージ開発のプロセス

ブレないクリエイティブを導き出す
オリエンテーションを学びます。

□情報の整理

短時間、限られた予算の状況でもシンプル
に分かりやすくまとめる、オリエンにあ
たっての情報整理の方法を実践します。

□パートナー関係の築き方

広告主と広告会社の立ち位置、考え方を理
解することで、付き合い方・ハンドリング・
イニシアチブの取り方を学びます。

□プレゼンテーション

プレゼンテーションの目的を理解し、広告
主がプレゼン中に実施すべき事項を学び
ます。
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カリキュラム
時間

第1章
約75分

第2章
約165分

第3章
約35分

第4章
約55分

第5章
約60分

第6章
約80分

テーマ 講義内容

導入
オリエンテーションの考え方

理論
オリエンで伝えるべきポイントの作り方

（広告オリエンの型）

オリエンの実践

プレゼンテーション

クリエイティブの力の引き出し方

「型」が生み出す「人を動かす」キャンペーン

オリエンが抱えている課題／オリエンテーションとは何か？／ギャップが生まれるメカニズム／広
告主にとってのオリエンテーション

広告の立ち位置／マーケティングと広告は異なる／広告実施までのフローと広告の立ち位置／広告
開発（クリエイティブディベロップメント）の型／差別化とは何か／広告開発のフレームワーク

オリエンシートに必要な情報／戦術のきっかけとしてあらかじめ伝えるべき情報／その他事前に伝
えること／広告会社の種類と選び方（広告会社の種類・選び方・依頼する仕事の種類、依頼するクリエ
イティブの種類、予算・コンペと指名発注・コンペの実施方法）

クリエイティブにとってのオリエンとは何か？／クリエイティブに伝えるべき「４つ」のこと／オリ
エンからプレゼンまでの間に行っていること（「量」の精査・「質」の精査）／プレゼンをどう聞いてほ
しいのか／フレームを刷新した事例（アタック/ UQ / Spotify）解説

プレゼンテーションの目的／プレゼンの場で広告主が絶対にやらなければならない３つのこと／プ
レゼン後に広告主がやらなければならない２つのこと／プレゼンテーションの評価

「アテント」キャンペーンが生まれた背景／ブリーフ「５つの鉄則」／ブランディング「２つの鉄則」

講師プロフィール

広告会社側（リクルート、TUGBOAT）のクリエイティブと、広告主
側（グリコ）のブランド構築の両方の経験を生かして、デジタルを
活用した顧客体験（CX）を手掛けカンヌライオンズなど受賞多数。
2012年より日本のポッキーの、16年より全世界のポッキーの広告
を統括。17年からシンガポールに駐在し、P&G、ユニリーバ、ネス
レ、ロレアル、ペプシコ出身の外国人マーケターたちと広告開発に
取り組む。アドタイのコラムニストとして「世界で活躍する日本人
マーケターの仕事」の連載を担当。著書に『宣伝担当者バイブル』
（宣伝会議）、『「売り方」のオンラインシフト』（翔泳社）。

玉井 博久氏

20年間にわたり日用品・医療機器のマーケティング職（ブラン
ド、デジタル＆CRM、広報）を歴任。ジョンソン・エンド・ジョン
ソン株式会社コンシューマー カンパニーで「バンドエイド」、
同社ビジョンケアカンパニー にて「アキュビュー」を担当。そ
の後、日本ヒルズ・コルゲートにてマーケティング本部を統括。
2018年に大王製紙株式会社に入社。21年12月より現職。

坪田 明晃氏
大王製紙　
ホーム＆パーソナルケア部門
マーケティングコミュニュケーション本部
本部長

1981年生まれ。2007年電通入社。情報システム局、営業局を経
て30歳から現職。花王アタックゼロ「#洗濯愛してる会」、UQ
「三姉妹」「UQUEEN」、日清カップヌードル、日清焼そば
U.F.O.、 湖池屋「プライドポテト」、Spotify、みずほ銀行ジャン
ボ宝くじなどを担当。 TCCゴールド、ACCゴールドなど受賞。

鈴木 晋太郎氏
電通 zero
クリエーティブディレクター/
CMプランナー/コピーライター

※日程・講師・カリキュラムは変更となる場合がございます。ご了承ください。

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

会社名

住所

氏名

Eメール

氏名

所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日

Eメール

宣伝会議からの情報　①いる　②いらない　 ③ すでに届いている

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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講座
概要

●開催日程：ウェブサイト記載の指定の7日間視聴 ●受講料金：54,000円（税込 59,400円） ※申込金5,000円（税込 5,500円）含む
●講義会場：宣伝会議オンライン上でのご視聴となります ●受講定員：なし　　 　
●受講対象：広告主限定（宣伝部、広告部、制作部など広告・宣伝、制作に関わる方）
※本講座は、広告主企業限定とさせていただいております。広告業に従事されている方の受講はご遠慮いただいております。　※本講座の内容を社内研修としてご提供することも可能です。
企業の課題・社員のレベルに合わせた研修をお考えの方は、お電話・メールにて事務局までお問合せください。　お電話 ： 03-3475-3030　メール ： info-educ@sendenkaigi.com

230413


