時間もコストもなかなか取れないけれど、
「それでも、やったほうがいいよな…」と、お思いの皆さまへ

自主プレゼン力養成講座
7月28日（火）1日集中【東京教室】
普段の会話の中から、
企画提案のチャンスを掴みたい。

良い企画は思いつくが、
つい後回しにしがち。

アイデア勝負の提案はやめて、
ストーリーづくりを重視したい。

つくるプロではあっても、
提案をするプロではない。

多くの会社が出入りしているので、
オリエンを待たず、先手を打ちたい。

的外れな提案は、関係性に響くから、
軽々しくはできない。

企画を持ち込みたいが、
どうやってアプローチしようか。

紹介案件だけでは、
これ以上の拡大も
現場のモチベーションも限界。

企画を形にしたい
クリエイターの皆さま
新しい案件を獲得したい
プランナーの皆さま
仕事を待っている現状から卒業したい
デザイナー、コピーライターの皆さま

にオススメ

なぜオリエンがないのに、企画が実現するのか？
見えない課題を解決する視点が、求められています！
三寺 雅人 氏

横澤 宏一郎 氏

勝浦 雅彦 氏

山本 康博 氏

ジオメトリー・グローバル・ジャパン

タンバリン

（コピーライター/CMプランナー）

ビジネス・バリュー・クリエイションズ

課題はいつもクライアントの中にしかないと、思っていませんか？
駆け出しからエグゼクティブまで行う自主プレ。
社名に関係なく、企画を形にするチャンスがある。

ただし情熱だけでは当然ながら通らない。
自主プレならではの「勝利の方程式」を学ぶ。

自身のキャリアアップを見据える方や、
もっと面白いことに取り組

普段のオリエンありきの仕事に慣れていると、
「 最低限ここは押

みたいと考える方。
また目標達成や業績アップのため、新しいク

さえないと」
と真面目になりすぎてしまい、
クライアントも思いつか

ライアントを獲得したい方。自主プレゼンに取り組む理由は人そ

ないようなサプライズは生まれません。逆に何でもありとゴール設

れぞれです。自主プレゼンは「自主」だからこそ、競合コンペでは

定自体が的外れでは、
「 面白いけどウチのにはちょっと合わない

じかれることなく、大手広告会社から個人事務所まで、誰でも取

な」
と、一蹴されてしまいがちです。自主プレを成功させるポイント

り組むことができます。
しかし、
それ故にそのやり方は誰から教わ

は、
クライアント自身も認識していない課題を解決する、予想を超

ることもなく、
自分自身の裁量の中でコントロールしなければなり

えたクリエイティブにあります。
「自主プレゼン力養成講座」
では、

ません。抱えている業務が膨大な上に、
コストも割けない中で、

従来とはまったく質の異なる提案をし、新しい企画を形にしてい

チャンスを掴む行動力が求められています。

る講師陣から、
自主プレならではの勝利の方程式を学びます。

講座のポイント

Point1

Point2

広告賞も多数受賞する講師陣の、
クライアントを「はっ」とさせるメソッド。

クライアントも気づかない課題を、
見抜くための考え方。

講師陣は、無名の駆け出しの頃から、
自主プレゼンをいくつも

クライアントの課題解決を目的とした企画・提案はもちろんの

形にしてきた実績の持ち主です。広告賞受賞につながるよう

こと、
クライアント側も見落としがちな
「半歩先」の課題感を見

な成功事例から、
日々の取り組みに至るまで、今も現場の第

抜く必要があります。本講座ではクライアント側の本音とし

一線で活躍するクリエイターに学び、
ご自身の活動に落とし

て、国内メーカーでブランドの責任者を歴任してきた講師も登

込んでいただきます。

壇します。

下記のような方にオススメの講座です。
新規で見ず知らずの
ルーティンの作業には、

クライアントに提案する

正直うんざりしている。

際、抱えている課題を

自分のやりたい企画を

外から想像するしかなく、

実現したい。

なかなか響くプレゼンが
できない。

クライアントを
リードして、
下流の作業的な
仕事から
上流に入り込みたい。

代理店や、社内の営業
が持ってくる仕事には
限界がある。
広告賞受賞など、
ステップアップに
つながる仕事を自分で
とってきたい。

年代も領域もさまざまな、圧倒的実績を持つ講師陣です。

「何でもあり」の過程を紐解く

アプローチ

ブラマネ忙し度チェック ©山本康博氏
電話
メール
アポイント
押しかけ
ＳＮＳ
紹介
社内営業
リクエスト

「自主プレだから何でもあり」
では具体的に動き出すことはで
きません。既存の仕事の延長から、
「 押しかけプレゼン」、SNS
を活用した提案まで、
その手法は様々です。本講座では実際の
事例を基にクライアントへのアプローチ方法を学びます。
またク
ライアント目線で、
パートナーとして必要な視点を体系的に学び
ます。

クライアントの本音を知り、その半歩先を行く

クライアント課題

例えば商品のライフサイクルや、営業の都合上な
ど、
クライアント側からまったく新しいアイデアを競合
にかけることがある
一方で、実はクライ
ブランド健康診断
アント側も気づい
チェック表 ©山本康博氏
ていない課題が多
く存在しています。
その 課 題を見 抜
き、解決策を先回
りして提示すること
が 、自主プレにお
いては重 要です。
クライアントの半歩
先を行く考え方を
学び、企画立案に
生かします。

クライアントに「気づき」
を与える、
インサイトを突いたアイ
デアを
「量産」
しなければ、
自主プレゼンで勝ち上がることは
できません。本講座では、
メディアや広告という枠組みにとら
われないコミュニケーションデザイン発想を身につけると共
に、得意領域の異なる講師陣から、
クライアントを
「はっ」
とさ
せるアイデアを生み出すメソッドを学びます。

伝わる言葉

©横澤宏一郎氏

人を動かすHuman Idea

©三寺雅人氏

生活者インサイト

良いクリエイティブは、そのまま良い営業ツールになる

クリエイティブ

営業にはないクリエイティブの強みとして、
目に 視点連鎖法
見える形でアウトプットを提示できる点があります。
自身のプレゼンを一目で伝える営業ツールを、活用
しない手はありません。だからこそ
「良いクリエイティ
ブ」
をつくる必要があります。
しかし重要なのは必要
以上に予算を投じてデモをつくるだけではなく、
クラ
イアントを動かすための視点を持つことです。

©勝浦雅彦氏

自主提案の5つの心得と実践例
Ⓒ三寺雅人氏

・ブランドと人の接点を見つける
・自分たちの土俵で戦う
・熱意だけは確実に届ける
・失敗を恐れず簡単に諦めない
・楽しく定期的に実施していく

どれほどの熱意も、それだけでは稟議のたびに冷めていく

実行

クライアント側も、
いわゆる面白い企画を求める クライアント理解必須10項目 クライアント側の評価項目
©山本康博氏
一方で、
その実行には非常に慎重になっています。 ©山本康博氏
何がボトルネックとなっており、
どこをどう刺激すると
動きやすいのか、
クライアント内部の事情を知るこ
とでハードルがぐっと下がります。本講座では、
クラ
イアントにとってかゆいところに手が届くパートナー
になるための必須項目を学びます。

カリキュラム
時間

テーマ

10：00
〜

自主プレの いろは

12：00
〜

13：00
14：30

クリエイティブの力で、
やりたい仕事を取りに行く！

〜

14：50
16：20
16：40
〜

クライアントを知り、
実際に形にする！

18：10

講義概要

講師

名もない新たな環境での挑戦/我々は広告クリエイターであり、人を動かす
アクトクリエイターでもある/人を動かすHuman Ideaとは？/自主プレの5つ
の心得と実践例/ワークショップ

三寺氏

横澤流自主プレとは/やりたい仕事は自分で獲得する/コアの部分のアイ
デアをクリエイティブが出す/どのようにアプローチするのか/クライアント視
点と生活者視点/アイデア発想法/ワークショップ

横澤氏

勝浦流自主プレとは/クリエーティブの強みを生かして、新規を獲得する/風
穴をあける/アイデアの切り口/オリエンがないからこそできること/クライア
ントの意向とオリジナルアイデア

勝浦氏

クライアントも実は分かっていない「ここ」
を刺激しろ！/メーカーが動きやすく
なるポイント/クライアントからのヒアリング/企画の評価項目/ブラマネ攻略
カレンダー/ブランドステージチェック/ワークショップ

山本氏

講座概要
●開講日時：7月28日
（火）
10:00-18:10
●受講定員：50名
●受講料金：49,000円
（税別）
●受講対象：企画を形にしたいクリエイターの皆さま
新しい案件を獲得したいプランナーの皆さま
仕事を待っている現状から卒業したいデザイナー、
コピーライターの皆さま

●開催会場：表参道・渋谷

講師プロフィール
三寺雅人氏

勝浦雅彦氏

百戦錬磨の自主プレの心得を伝授

ジオメトリー・グローバル・ジャパン合同会社
ヘッド・オブ・クリエイティブ

国内広告代理店でCMプランナーとして活動後、外資系広告代理店
ビーコンコミュニケーションズに入社。
クリエイティブディレクターとして
外資、
国内双方のクライアントを担当する。
また、
クリエイティブの発想やアイデアを基に
自主提案を仕掛けていく社内プロジェクトを立ち上げ、
夕張市復興キャンペーン
「夕張夫
妻」
を企画・実施。
カンヌ国際広告賞でグランプリを受賞。2012年4月にビーコン史上
最年少でエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター
（ECD）
に就任。14年、
ジオメト
リー・グローバル・ジャパン合同会社ヘッド・オブ・クリエイティブに就任。組織全体をマ
ネージしつつも、
自らプレイヤーとしてプロジェクトを進めている。国際広告賞の受賞およ
び審査員経験も多数。最近では個人的に県や市のイメージ戦略にも携わっている。

横澤宏一郎氏

コピーライター/ＣＭプランナー
（宣伝会議講師・久留米大学非常勤講師）

2000年読売広告社入社。営業局を経て、
クリエーティブ局に転局し、
朝日生命、ハウス食品、
セイコーエプソン、東京ガス、NTTコム、
カプコ
ンなどを担当。06年電通九州入社。JR九州、
ハウステンボス、
ロフト、
ぜに屋本店、
福岡
市、福岡県等を担当。
その後、家庭の事情
（親の介護）
のために東京に復帰。電通本
社勤務となり、東芝、
アサヒビール、東洋水産、
イオン、
日本マクドナルド等を担当.。
さら
に、電通東日本で労働金庫、楽天イーグルス、
クレバリーホーム、
サントリーを担当するな
ど、組織の枠を超えた働き方を実践している。主な受賞歴に、TCC賞、TCC新人賞、
CCN最高賞、広告電通賞 最優秀賞、ACCゴールド、
アドフェストフィルムグランプリ、
クリエイターオブザイヤーメダリストなどがある。

山本康博氏

「自主プレで勝ち上がる」を体現

株式会社タンバリン
クリエイティブディレクター／ＣＭプランナー／コピーライター

１９９５年、博報堂入社。
プロモーション局配属。
９９年、
クリエイティブ局
に転局。
２０００年東京コピーライターズクラブ新人賞受賞。
その後、
自
主プレ時代。
０８年、
クリエイター・オブ・ザ・イヤー審査委員特別賞受賞。
クリエイティブ
ディレクターへ。
０９年株式会社タンバリン参加。
１４年同社代表取締役社長就任。主な
仕事に、
リクルート
「SUUMO」、
日野自動車「ヒノノニトン」
（堤真一、
リリー・フランキー）
、
プレイステーション４
「役者はそろった」
（山田孝之）
など。自主プレ時代は、
出版・音楽業
界を中心にポスターや低予算CMを数多く制作。

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

広告賞多数受賞のクリエイティブを実現

クライアントに響くプレゼンを知り尽くす

ビジネス・バリュー・クリエイションズ

代表

1965年生まれ。87年、伊藤園へ入社。92年、93年と2年連続で日経ヒット商
品番付に選ばれた「ぎゅっと搾ったレモン水」や「充実野菜」などを企画開発。95
年、
日本コカ・コーラへ。
「リアルゴールド」の缶化、
「ベジータベータ」などのブラン
ドマネジャーを経験後、31歳でマーケティング統括部長代理となり、1兆円規模のコカ・コーラ社新
商品マーケティング戦略を担当。99年、
日本たばこ産業へ移り、翌年34歳でマーケティング部長と
なり、飲料事業売上を5倍に伸ばす。
「桃の天然水」のブランドマネジメント、缶コーヒー「ルーツ」の
立ち上げに貢献し社長賞受賞。2年連続業界トップ売上伸長率達成。2006年独立。化粧品、医
薬品、アルコール飲料などさまざまな業界でリーディングカンパニーのブランドコンサルティング、
マー
ケティングに携わる。業界紙をはじめとしたメディアへの寄稿、企業研修、大学等での講義なども行
なっている。たたき上げの新商品・新サービス企画立ち上げスペシャリスト。潜在ニーズ研究家。

０３−６４１８−３３３６

お申込み者情報記載欄
氏名

会社名

部署・役職

派遣責任者氏名
〒

部署・役職
住所

TEL

E-mail（本人）

E-mail（派遣責任者）

申込形態

宣伝会議からの情報

お振込み先

①企業申込（請求書を発行します） ②個人申込
三菱東京 UFJ 銀行

青山支店

普通

1145602

①いる

②いらない

口座名義：株式会社宣伝会議

■お申込・お問合せ
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
TEL：03-6418-3330 E-mail：info-educ@sendenkaigi.co.jp www.sendenkaigi.com/kyoiku/
※受講料について、開講前のご入金を原則とさせていただいております。入金が確認できませんと、
ご受講いただけませんのであらかじめご了承ください。※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。※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。企業派遣による申し込みの場合でも、受講者の変更は受け付けておりません。※
天候不順によるアクシデントや講師の都合により、直前に日程変更になる場合がございます。
その際、交通費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
（http://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。

