
Web施策に対する会話に取り残されていませんか？Web施策に対する会話に取り残されていませんか？

このような方におすすめ
▶広告会社・制作会社の営業、プランナー、
   ディレクターの方
▶印刷会社の営業、デザイナー
▶企業のマーケティング部、宣伝部、営業企画部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

最低限のデジタル潮流を理解し、
社内外のメンバーと対等に話ができるようになる！

交渉・打ち合わせ・提案で困らない
最低限知っておくべきWebの知識を学ぶ

Webリテラシー講座
申込後７日間 終日視聴可能

【オンデマンド配信】

Webキャンペーン Webサイト Web広告 SNS
etc…

画像提供 ： 123RF

営業をはじめ、
全社のWebの

リテラシーが著しく低い

クライアントにWeb案件を
頼まれたがどのように

外部発注すればよいか分からない

商品開発やマーケ部門、
施工会社を巻き込めていない。
それぞれが力を発揮しあえる
運営の進め方はないか…

イベント目当ての来場者が多い。
とはいえ見込客しか呼ばないのでは、
社内の不安を払しょくできない…

部下や取引先からWebの話を
当たり前のようにされるが、
実は8割分かっていない

Web周りの受注は
大きな金額にならないため、
クライアントに提案しないまま
ここまで来てしまった



今や、Webとその他の施策を断絶して考えることもなく、
いかにシームレスな環境で消費者と接点を作るかという点
に各社が試行錯誤しています。Webについては専門会社
に依頼したほうがよいかとも思いつつ、横串を差したプラ
ンを考え実行するには、広告会社にWebもお願いするの
が早いと考える企業も少なくありません。そんな時、マス広
告枠やグラフィックの制作物を得意としてきた企業が、
Webについてはよく分からず、案件をきちんと拾って来れ
なかった…ということも起こってしまいます。

Webでなんとなくこんなことができたらなと思いつつ
実態が分からず会話に出せない…

クライアントのWebに対する知識がますます上がる昨今、
クライアントの前で「知らない」顔はできません。クライアン
トが真に実現したいことも掴めないまま、知っている言葉・
手法を何とか並べて乗り切っている。そんな状況をいち早
く脱さなければ、Webも的確にできる競合にアカウントを
奪われてしまう、ということさえあり得ます。本講座では、
マーケティングコミュニケーションの領域で最低限必要な
Webの知識を身に付け、クライアントと対等に話ができる
ようになることを目的に開催します。

もはや、知らないでは通用しない。
必須知識として身に付けることで広がる提案の幅

付き合いのあるクライアントから全体プロモーションの
一部としてWebも任されるがいまだに苦手意識がある

ほぼ全ての部門においてWebは欠かせない施策
となっています。グラフィック制作を担当していた
デザイナーや、マス広告の売上が全てだった営業
パーソンでさえ、日常業務の中でWebの話題は尽
きません。より効率的な業務進行のためには、１つ
ひとつの言葉の意味を「簡単に理解」することが必
要です。しかし、「そんなの知ってて当たり前」とい
う空気感が漂う社内外では、Webの基本的な成り
立ちや仕組みを聞くことは難しくなっています。本
講座では、「今さら聞けない」Webの基礎知識や
仕組み、活用ポイントを分かりやすくお伝えします。

社内にWebに
詳しい人材が
おらず全体の
底上げが必要

グラフィックで
付き合いがあった
企業からWebも
お願いされ、
対応しなければ
ならない

講座のＰＯＩＮＴ

打ち合わせの場で頷くことしかできなかったWebの話に反応し、
提案に結びつけられるようになる

多数にわたる「Web」の施策・・・
何を目的にどう組み合わせるかの判断が必要

このような方に最適な講座です

正直Ｗeb系の
動きについて
いけておらず
部下にも
知ったかぶり
をしてしまう

メーカー
宣伝部長

Webも絡めた
プロモーションを
依頼されているが
最適なプランニング
ができない

広告会社　
プランナー

制作会社
ディレクター

印刷会社　
営業

SEO

SNS広告

リターゲティング広告

リスティング広告

アドネットワーク広告

Webサイト

LPO

EFO

チャット

アフィリエイト広告

ソーシャルメディア運用

メールマガジン

オンライン動画

Webメディア出稿

Webキャンペーン企画



学習のPOINT

POINT1

マーケティングのデジタル化を理解
消費者の行動についてメンバーと
共通認識で対等に話ができるようになる

すでにWebは宣伝部、販促部だけが分かっていればよいスキルで
はなく、マーケティング活動に関わる全ての部門に必須のスキルと
なっています。なぜならば、お客様となる消費者がWebというもの
を特別に意識することはなく日々の生活を送っているためです。そ
の生活の中にいかに入っていけるかという点で企業の努力が必要
ですが、なぜかまだ苦手意識を持ってしまうという方は数多くいま
す。本講座では、消費者目線でWebの位置づけや役割を理解する
ことで今必要なマーケティングを腹落ちさせます。

POINT2

手法の総整理
特徴と違いを知ることで、
何が今必要かを見極める

Webを活用する際に目標や実施プランを事前に計画することは重
要ですが、見当違いのプランを立てては本末転倒になってしまいま
す。「既存顧客との関係性を高めたいのに、バナー広告出稿額を増
やしてしまった」、「新規サイト訪問者を増やしたいのにソーシャルメ
ディアを活用してしまった」など、Webの活用方法が分かっていな
ければ、改善施策にも通用しません。本講座では、ありがちな間違っ
た施策を実施しないために、あらゆるWeb施策のさわりを総ざら
い。活用の基本を習得します。

POINT3

Webの設計を知らなければならない
目的を達成するために、
適切な設計方法を知る

デジタルを絡めた施策を考える際、ターゲットとなる対象に合わせ
た各メディアの使い分けが必要となります。そのため必要なのが
「設計」です。オウンドメディアのコンテンツを充実させてはいるが単
なる作りこみに終わっているなど、多くの企業で設計不在の状況が
発生しています。そのような事態を防ぐためにも、各メディア特性を
知った上で、設計できる考え方を学びます。

Webは特別なものではなく、
すべてと連動するもはや基盤的存在

Web…あらゆるプロモーションと連携

イベント カタログ チラシ TV 新聞

営業 店頭 POP DM ラジオ 雑誌

対面 マス

設計順序

（塚本氏の講義資料より）

（本間氏の講義資料より）



明日から即活用できるヒントを詰め込んだカリキュラム

講師プロフィール

約115分

約115分

約110分

テーマ 講義内容 講師

本間 充氏

塚本 容子氏

五井 裕之氏

従来の広告・マーケティングとWebの立ち位置／消費者にとってのWebの
存在／Web登場以来の消費者の行動／消費者の行動に対するWebの最
適化／打ち合わせで出てくるWeb用語の理解

Ｗeb広告の推移と変遷／Web広告を出稿する目的／Web広告の分類～
表示形式と課金方式～／Web広告の種類と仕組み／Ｗeb広告の実際の
活用事例

デジタル時代のWebマーケティングとは／繋がりをもったデータの威力／
リスティング広告からDSPまでの実務／デジタルマーケティングのディレク
ション／デジタルマーケティングを機能させる体制

デジタル概論
マーケティングのデジタル化を

理解する

Ｗeb広告出稿のイロハ

Webマーケティングの
進展と適応の実務

時間

※講師・日程・カリキュラムは一部変更となる場合がございます。

講座
概要

1992年、花王に研究員として入社。96年に社外向けWebサーバーを自ら立ち上げ、99年にWeb専業の部署を設立し、DigitalMarketingをグローバルに取り組む。
2015年10月に、アビームコンサルティング株式会社に入社。ディレクターとして、多くの事業会社のマーケティングの支援を行う。その他、ビジネスブレークスルー大学講
師や、東京大学大学院数理科学研究科客員教授（数学）、内閣府政府広報アドバイザー、文部科学省数学イノベーション委員などを務めている。

本間 充氏
アウトブレインジャパン株式会社 顧問／アビームコンサルティング株式会社 顧問
事業構想大学院大学 客員教授

2007年、信販会社に入社。販促業務を担当。10年医療機関のコンサルティング会社にて、マーケティング・広報業務に従事。14年、市場調査会社に入社。新規事業のマー
ケティング担当として、デジタルマーケティングを推進。20年4月よりGMOあおぞらネット銀行に入社。

塚本 容子氏
GMOあおぞらネット銀行株式会社 ビジネスソリューショングループ マーケティング統括チーム

富士フイルムグループのインハウスエージェンシーの役割を担う部門に所属。プロモーション領域において、企画・プロデュース・制作ディレクション・メディアプランニング
を担当。デジタルカメラ、フォトブック、チェキ、フジカラーの年賀状、お正月を写そう、写プライズ、企業広告、BtoBなどのプロモーションに携わる。2010年、運用系広告の
配信を行う部門を社内に立ち上げ、領域を拡大。グループへの統合的・横断的なデジタルマーケティングサービスの提供を目指している。

五井 裕之氏
富士フイルムビジネスエキスパート株式会社 マーケティングコミュニケーション本部 マネージャー／プランナー

〒

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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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
WEB申込
FAX申込

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

●講義形態 ： 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 ： 広告会社の営業、プランナー、制作会社のディレクター、デザイナー、印刷会社の営業、
　　　　　   企業のマーケティング部、宣伝部、営業企画など
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