
問合せ：宣伝会議教育講座本部
info-educ@sendenkaigi.co.jp
ご案内有効期限：2020年5月31日

アフターコロナ・ウィズコロナ時代を生き抜くために、
マーケティング＆クリエイティブの力を全社員に。

在宅での受講も可能

個人のレベルアップから、部署全体のレベルアップが真に問われる時代に。

猛烈な変化に対応するために誕生した人材育成の決定版
「スタンダードトレーニング」がついにオンライン化！

単なるリテラシーの向上ではなく、メンバーの実務上の課題を広範囲に、そして
実務の課題を解決できるレベルに落とし込めるメリットはそのままに

「いつでも・どこでも受講できる」環境が、貴社の成長を大きく推進します。

スタンダードトレーニングだからできる最先端の領域
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オンライン版スタンダードトレーニング 登場

+

スマートフォンでの受講

①オンラインで受講

マーケティング＆クリエイティブ

約120万円分が

40万円
で受講可能に！

2020年6月30日迄
のお申込み限定

【オンライン版】
スタンダードトレーニング



「実務に役立つ」との満足度は4.3/5.0 あの宣伝会議のリアル講座が
ついにオンラインで学べるスタンダードトレーニングとしてついに登場

【オンライン講座+雑誌+デジタルマガジン】
約120万円相当をお特に利用できる

「宣伝会議オンライン版スタンダードトレーニング」とは？

1講座あたり平均約3万円
のオンライン講座40回分
（約120万円相当）が、40
万円（1講座あたり1万円）
でご受講いただけます。

一度お申込みいただけれ
ば、期間内は受講講座と視
聴期間設定いただくだけ。
講座派遣の度に希望を募り、
稟議をあげる、といった手
間がなくなります。

社員を一同に集めて実施す
る研修とは異なり、個別の
業務に合った講座が揃って
いるため、社員様の研修に
対するモチベーションが高
まります。

オンライン版スタンダードトレーニングのポイント

②雑誌 年間購読 ③デジタルマガジン

「宣伝会議」「販促会議」「広報会議」「ブレーン」
ご希望の１誌を１年間お届け

過去5年分の記事がいつでも・どこでもチェッ
クできるデジタル版を５アカウント付与

①オンライン講座が受講可能になる
チケット40枚（1講座につき1枚消費）

導入企業のメンバー
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在宅での受講 スマホ受講

1枚消費 1枚消費

1枚消費 1枚消費

企業で購入

③受講

②チケット
配布受講チケット

40枚

①希望講座
を募る

提供:123RF ※各講座の受講期間は指定した日から3日間となります。



広範囲に、そして実務で使えるレべルまで。
充実のラインアップが、次の時代を生き抜く力となる。

対象オンライン講座の一例

講義の視聴画面

①120万円分の講座を
40万円で受けられる！

②受講時期は半年間の中
から3日間を設定！
好きなタイミングで
受けられます。

③6時間の講義を
平均約150分間に凝縮！
短時間で重要なポイントを

習得できます。

選び抜かれた講師が
迫力の講義を展開。
投影された資料で理解

も高まります。

特徴

※価格は5月31日までの限定価格となり、以降変更の可能性があります。
※ラインナップ・講義時間・配信開始日は変更の可能性がございます。

※対象講座はオンデマンド配信講座になります。



教育の課題は企業によってそれぞれ異なる。
1社ごとの企業の課題に寄り添った受講スタイルを提供。

受講スタイル例

広告会社
人事部長

受講ラインナップ（例）

対象：新卒・中途採用10名

・コロナの影響で毎年実施し
ている研修が出来なかった。
今後必要となる基本スキル

を習得させたい。

メーカー
マーケティング部

課長 対象：新卒・中途採用10名

・コロナの影響で研修が出来
なかったので、今後必要とな
る基本スキルを習得させた

い。

対象：マーケティング部
約20名

・在宅期間中に部署のスキル
アップを行いたい。

・1人2講座ずつ希望を出して
もらい、融通の利くタイミン
グで受講してほしい。

制作会社
社長

対象：全社員約１０0名

・社内で希望者を募り、興味
のある講座に参加させたい。
・社員のスキルアップを応援
する会社として、定期的に受
講チケットを購入したい。

※貴社の課題をお伺いしながら、最適な受講スタイルを提案する事も可能です。お気軽にご相談下さい。

①新卒・中途採用者受講型

②部署スキルアップ型

③福利厚生導入型



申し込み後の煩雑な作業を発生させず、
手軽に受講できる環境を整備。

申込から受講までの流れ（5月中旬実装予定）

派遣責任者 受講者

価格

①申込書記入・送付 ③宣伝会議オンライン
に登録

②受講希望者を募る

④アーカイブ講座申し込み
URL・チケットを受講者に送付

⑤アーカイブ講座申し込みURL
から申し込みと視聴期間

（3日間）を設定

⑥宣伝会議から
視聴URLがメールで送付

⑦宣伝会議オンライン
マイページから視聴

※チケットの有効期限は利用開始月の1日から半年間となります。

400,000円（税抜）
①オンライン講座チケット40枚
②雑誌1誌年間購読
③デジタルマガジン5アカウント

【オンライン版】スタンダードトレーニング

オプション

5チケット追加 100,000円（税抜）

※ラインナップ、オプションの詳細につきましては弊社営業担当、または教育講座本部にお問い合わせください。

10チケット追加 180,000円（税抜）



宣伝会議【オンライン版】スタンダードトレーニング　ラインナップ 2020/05/14

配信
開始日

講座名 講義時間
予定（分）

定価

視聴可能 広告ビジネス基礎講座 360 30000
視聴可能 データ分析力養成講座 270 30000
視聴可能 コンセプト開発講座 180 36000
視聴可能 インサイドセールス基礎講座 120 18000

視聴可能
【緊急開催】緊急事態の長期化を見据えた
広報担当者のためのメディア対応講座

140 21000

視聴可能
【緊急開催】緊急事態宣言を受けて変わる
これからのマーケティングとブランド戦略

160 29000

5月25日 クリエイティブ・ディレクション基礎講座 240 25000
5月下旬 YouTubeを活用した動画マーケティング基礎講座 160 32000
5月下旬 発注担当者のための法務講座 160 32000
5月下旬 ＷＥＢリテラシー講座 160 32000
5月下旬 動画活用ディレクション講座 160 32000
5月下旬 ブランドコミュニケーション講座 160 32000
5月下旬 ＳＮＳ運用担当者養成講座 160 32000
5月下旬 POWERPOINT基礎講座 160 32000
5月下旬 メールマーケティング講座 160 32000
5月下旬 Facebookスタートアップセミナー 160 32000
6月上旬 ロジカル思考を活用した資料作成講座 160 32000
6月上旬 エクセル基礎講座 160 32000
6月上旬 インサイト活用基礎講座 160 32000
6月上旬 カスタマージャーニー講座 160 32000
6月上旬 図解力養成講座 160 32000
6月上旬 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 160 32000
6月上旬 店頭デザインディレクション講座コスメティックコース 160 32000
6月上旬 Webサイト作成基礎講座 160 32000
6月中旬 ダイバーシティ推進講座 160 32000
6月中旬 メーカー・ブランドのためのAmazon販売推進講座 160 32000
6月中旬 校正・校閲力養成講座【Webサイト・SNS専門コース】 160 32000
6月中旬 クリエイターのための法務講座 160 32000
6月中旬 マーケターのためのKPI設定講座 160 32000
6月中旬 Web・デジタル戦略設計基礎講座 160 32000
6月中旬 製品訴求ライティング講座 160 32000
6月中旬 インスタグラムマーケティング基礎講座 160 32000
6月中旬 レスポンスを高めるためのWebクリエイティブ講座 160 32000
6月中旬 マネジメント実践講座【クリエイティブチーム コース】 160 32000
6月中旬 バズクリエイティブ実践講座 160 32000
6月中旬 ライブ配信プロモーションスタートアップセミナー 160 32000
6月中旬 インターネットマーケティング基礎講座 160 32000

※価格は5月31日までの限定価格となり、以降変更の可能性があります。

※ラインナップ・講義時間・配信開始日は変更の可能性がございます。

※対象講座はオンデマンド配信講座になります。
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お申込書
規約に同意の上、「宣伝会議スタンダードトレーニング オンライン版」を申し込みます。

お申込日： 年 月 日

会 社 名

住    所

所属部署 役職

フリガナ

氏名 所属部署 役職

お申込者情報

責任者様

担当者様

　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　 TEL

Eメール

〒

フリガナ

氏名

Eメール

　　　　　　　　　　  　　 月 1日      　～　　　  　　  月 末日　　（例:5月1日～10月末日）

金    額
　　　　　　　　　　　　　　　　円（税別）

適用期間

プラン名 オンライン　

オプション
チケット　　　　　　　　枚追加　　　　　　　　　　　　　　　　円（税別）

お申込プラン

　　　　　　　毎月　　　　　　日締      　　　　　    月 　　　　　日払

　　　　　　　　   月 　　　　　日 　　   　　　  　月 　 　　　日

お支払い

支払規定

請 求 日 入 金 日


