では
書籍 ない
を
学べ ハウ
ウ
ノ
実務 学ぶ！

ものを売るためには結局どうすればよいのか？
誰も体系立てて教えてくれないセオリーを学ぶ

販売促進基礎講座
2018年1月23日（火）１日集中
売上を高めるための施策が繰り返しの
「作業」になっていませんか？

昔から続けている施策を打つのみで、
新しい施策に取り組めていない

自社で行っている施策が
本当に効果的かどうか説明できない

既存顧客へのアプローチはある程度できているが
新規層を取り込むための手法が分からない

それぞれの施策がバラバラで
各施策の連動ができていない

Webを使った販促で自社でも
すぐに活用できる施策を知りたい

とりあえずSNSで広告を打ってみたが、
KPIの設定も他媒体との連動もできていない

画像提供 shutterstock

30種類以上の販売促進手法の役割、全体計画の立案、進行まで
自社に適した施策を打つためのノウハウを1日集中で網羅する！

モノが売れない時代になり、メディア環境も激変する中
効果が見えないまま過去の販売促進手法を踏襲し続けていませんか？
高度成長期を支えた人口増加が止まり、少子高齢化が急速に進んでいる昨今はモノが売れない時代と揶揄されています。現に
「認知促進・
イメージ形成」が得意な広告活動のみに気を取られていても売れなくなっているという事実もあります。だからこそ収益を得るために存
在する企業にとって、
「購買の直接的な動機付け」を得意分野とする販売促進の重要性は高まってきています。しかし多くの企業の販売促
進担当者はこれだけメディア環境が変わる中でも従来から続けている施策を踏襲するに留まっています。
その理由として前任担当者から
引き継がれた領域の知識しか与えられない、新たな施策を打つための社内説得に自信がないことなど様々な事情があります。そこで宣伝
会議は今まで体系立てて教わる機会の少ない、
担当者が身につけるべき販売促進の基礎部分のノウハウについて学ぶ
「販売促進基礎講座」
を開講いたします。

■講座のポイント

一度は学んでおきたい販売促進手法の整理と、
翌日から生かすことのできるプロの進行ノウハウを身に付ける
紙媒体からイベント・デジタルまで
30種の手法から
販売促進の全体像を把握

これからの販促担当者に必要な
Webを活用した集客手法の知識
と発注ノウハウを身に付ける

販売促進の業務は、
経営戦略の一環として策定された
「販売促進戦
略」に基づいて進めていくのが一般的です。この場合の「販売促進
戦略」
とは顧客をいかに獲得し、
その獲得した顧客をいかに購買し
てもらうかといった総合的・長期的な計画を指します。
しかし実際
にそのような観点で日頃の販売促進業務を進めている担当者は多
くありません。
その大きな理由の一つとして、
現在行っている施策
以外の手法への知識が足りないことがあります。そこで本講義の
前半部分では30種類以上の販売促進手法を網羅的に学習し、現状
の業務を俯瞰的に見ることができる視座を身に付け改善への糸口
を見出します。

スマートフォンを中心としたデジタルデバイスの普及によって、生活者が
購買に直結する情報をWeb上で収集するケースは激増しています。企業
の販促担当者が従来の施策に加え、Webを活用した販売促進・集客を
活かさない手はありません。実際にHPの作成やWeb動画の制作、SNS
広告配信などは多くの企業の担当者が取り組んでいます。
しかしWebの
集客を体系立てて学ぶ機会はなかなかないため、各施策に個別に取り
組むことはできても、
その連動性を活かすことや効果的な改善をできてい
るケースは多くありません。
そこで本講座では、
これからの時代により求め
られるようになるWebを活用した販促手法にフォーカスを当てて、各施策
の特徴から連動性、
担当者に求められる発注ノウハウを学びます。

■担当者が押さえておくべき販売促進の「縦」軸と「横」軸の概念
マインドシェアから見る顧客階層

全ての販促手法は５つに分類できる

ターゲットの心理目標

※参考書籍
「この1冊ですべてがわかる販促手法の基本」 岩本俊幸 著

顧客に対して適切なアプローチをするためには、マインドシェア
の観点から見た顧客階層の概念を持つことが必須です。自社との
関係に深さに応じて、個客に合わせたさまざまな施策の使い分け
を学びます

広告と営業活動の間の役割を果たす販売促進にはさまざまな手法
がありますが、
大きく５つに分類することができます。
この５つの
分類とそれぞれの組合せを学ぶことで体系立てたノウハウを身に
付けます

■学ぶポイント

その場その場で考えるのではなく
全体像を設計するためのセオリー

販促計画の作成手順

販売促進の業務は非常に幅広く、
その活動がカバーして
いる領域はさまざまです。
しかし実際の現場を見てみる
と、販促担当者を十分に確保できている企業は少なく、
日々目の前の業務に追われているという現状が広がっ
ています。
短期的な目で見ると必要最低限の業務をこな
し売上に多少貢献しているという見方もできますが、
包
括的なノウハウを持てていないケースがほとんどです。
その原因として領域の広さ故にそれぞれの企業が独自
の販売促進手法を築き上げていることと、OJTの指導体
制の中で販売促進に関して包括的に学ぶ場がないとい
うことが挙げられます。そこで本講座の前段では、今ま
でなかなか学ぶ機会のなかった販促担当者が身に付け
ておくべき、
販売促進のしくみと流れを理解し全体像を
設計するノウハウを学びます。

30種類以上に及ぶ販促手法を網羅して
具体的なノウハウを自社に落とし込む
多くの販促担当者は、販売促進業務が非常に幅広いた
め、
今自分が行っている施策に対してはある程度知見が
あるものの、
それ以外の手法に対しての知識はあまり持
てておりません。
そのため果たして現在の施策が他の施
策と比べた時にどうなのか、
コストに見合った施策の組
合せはどういったものかが分からないため、
どこかで変
えなくてはと思うもののなかなか踏み込めていない方
がほとんどです。現行の施策を続けるべきなのか、新し
い施策を打つためには何から取りかかればよいのか、
を
導き出すためには数ある販促手法を網羅的に学ぶ必要
があります。そこで本講座では自社の業種や目的、予算
などに合致する施策を打つために30種類以上に及ぶ販
促手法を体系的に学びます。

役割別販促手法

各業種業態に適した販促手法
A

UP

UP

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

UP

,-,

生活者の行動に沿った適切な手法で
働きかけるのがWeb集客の鉄則
Webを活用した集客の手法は多くあります。どの手法をど
のようなタイミング打てばよいのかを理解するためには、
ま
ずWebを取り巻く生活者の行動の実態を把握する必要
があります。そこで本コマでは、企業や商品、サービスを知
らなかった生活者が、注意喚起され、関心を持ち、検索し
て、アクションを起こし、情報を共有するというAISASのフ
レームワークを用いて、生活者のWebでの行動を紐解きま
す。その後、生活者の行動に沿った適切な手法を取捨選
択するために必要な各手法の特徴や関係性、加えて担当
者に求められるパートナー会社への発注のノウハウ、効果
測定と改善への道筋について学びます。

Webを活用した集客手法
デジタル広告
有料集客

媒体に広告費用をかけて、
集客するための方法

検索エンジンに
網をかける

検索エンジンに
網をかける

集客

無料集客

広告費用をかけずに、
Web上における
露出を高めて、
集客を最大化
させるための手法

- バナー広告、タイアップ広告、動画広告な
ど
-検索連動型広告（=リスティング広告）

- 検索エンジンマーケティング
（SEO）

一度Webサイト
に訪問したユー
ザーを活用する

-再訪を促す（=リターゲティング広告）
-共有と拡散

パートナーサイ
トを活用する

- 相互リンク
- アーティストやタレントサイトへの告知

PR的な
手法を使う
既存ユーザーに
アプローチする

- ネットPR
- インフルエンサー施策
- メール
- ソーシャルメディア上での告知

■カリキュラム
テーマ

10:00

販売促進の仕組みを理解して
全体像を設計する

販売促進のしくみと流れ/顧客層のセグメンテーション/マインドシェアの獲
得/販促手法を５つに分ける/売上をつくる3つの要素/販売促進計画の作成手
順/現状分析シート/目的と目標の設定/年間販促計画表

30種類の販売促進手法から
適切な施策を自社に落とし込む

30種を超える販促手法のすべて/見返りが期待できる販売時点直接型/媒体を
活用した新規顧客獲得手法/既存顧客「情報」を「リスト」へ/体験させるイベン
ト活用/デジタル×その他の販促手法/企業事例

Webを活用した集客手法と
担当者に求められる発注ノウハウ

Webを活用した集客手法/有料施策と無料施策/デジタル広告各手法の位置づ
け/効果を上げるSEO対策/PR的な手法の活用/既存顧客へのアプローチ/オー
ディエンスとリーチ法/KPIの設定と改善ノウハウ

〜

時間
12:00
〜

13:00
15:00
〜

15:20
17:20

内容

講師

岩本俊幸氏

鶴園むさ司氏

※講師・カリキュラムは変更となる場合がございます

■講師プロフィール
岩本 俊幸氏

鶴園 むさ司氏

株式会社イズ・アソシエイツ代表取締役
一般財団法人ブランド・
マネージャー認定協会 代表理事

株式会社フロンテッジ
営業本部 メディアプロデュースグループ

平成3年、東京都港区新橋にて広告制作会社の経営を開始。主な取引先は、
メーカー、商社、人材派遣会社、保険・金融業、政府外郭団体から通販、店舗ビ
ジネスまで幅広く取り扱ってきている。SMBCコンサルティング、三菱UFJリサー
チ&コンサルティング、
みずほ総合研究所、百五経済研究所、浜銀総合研究
所、
ダイヤモンド社など講演実績多数。著書『確実に販売につなげる驚きのレ
スポンス広告作成術』(同文舘出版/2010)、
『この1冊ですべてわかる販促手
法の基本』
（日本実業出版社/2011）
、
『お店の売上を倍増したいならお金をか
けずにアイデアで勝負する』(監修、商業界/2014)、
『 社員をホンキにさせるブラ
ンド構築法』(共著、同文舘出版/2015)、
『 BtoBマーケティング&セールス大
全』(同文舘出版/2016)をはじめ、
『月刊商業界』の連載、
『 販促会議』
など執
筆多数。

2008年、総合広告代理店に入社。デジタル案件を中心に、
アカウントプラン
ナーとして大手飲料メーカー、大手百貨店、大手スポーツメーカー、官公庁など
多くのナショナルクライアントを担当。 2014年から株式会社フロンテッジに在
籍。デジタルメディアプランナーとして、最新のアドテク、SNSをはじめ、
オン・オフ
ライン問わず効果的な組み合わせ・ソリューションを提案する。
「上級ウェブ解析
士」資格保持。

●開催日程：2018年1月23日（火） ●講義時間：10：00〜17：20
●受講料金：49,000円（税別・申込金５千円含む）
●講義開場：東京・表参道
●受講定員：35名
●受講対象：メーカー、小売、流通の販売促進・広告宣伝に携わる方。
SP会社、印刷会社、制作会社で販売促進に携わる方

講義概要

０３−3475−3033

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
□『販促会議』年間購読なし 49,000円（税別）※申込金5千円含む
本講座受講料のみ

□『販促会議』年間購読パック 60,556円（税別）※申込金5千円含む
本講座受講料＋「販促会議」年間購読受講生割引（20%オフ）

※『販促会議』
はお申込いただいた日の翌月1日から下記ご住所まで配送いたします。
（月末お申込の場合、数日遅れる可能性がございます）

会社情報
申込者様

氏名

派遣責任者様

販売促進基礎講座
お申込み者情報記載欄

会社名
住所

TEL

〒

所属部署

役職

所属部署

役職

生年月日
19

年

月

日

年

月

日

Eメール
氏名

生年月日
19

Eメール

申込形態
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

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

口座名義：株式会社宣伝会議

※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。※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。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。お席をお取りしておりますので、
ご都合が悪くなってしまった場合は、代理の方によるご出席等をお願いいたします。※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
（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。

■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：03-3475-3030 E-mail：info-educ@sendenkaigi.com www.sendenkaigi.com/class/

