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［講座のカリキュラム例（過去実績）］

※カリキュラムは開講時の潮流や参加される方の属性、ご要望などに合わせ、
開講後も随時最適な内容に変更・更新してまいります。

［過去実施講義例］※カリキュラムは開講時の潮流や参加される方の属性、ご要望などに合わせ、変更されます。

代表取締役 執行役員社長
クリエイティブディレクター

CDC

１
９４８年東京生まれ。
立教大学経
済学部卒業後、
電通入社。
クリエ
ーティブディレクション局にて、
クリ
エーティブディレクターとして活躍、
その後、
インタラクティブ・
コミュニケ
ーション局長、
執行役員、
常務取
締役を歴任、
2015年4月より現
職。
カンヌ国際広告映画祭審査
員を務める他、
イギリス
「キャンペー
ン」
誌で特集されるなど、
世界的な
広告クリエーター。
東京インタラク
ティブ・アド・アワード初代審査員
長。
最 近では「
、世 界 一受けたい
授業（
」日テレ2014年2月放送）
で
広告の講師として出演するほか、
日本経済新聞朝刊の文化欄に
てコラム
「世界を変えた広告 十
選」
を連載
（2014年2月27日から
全10回）
。
ブログ
『走れ！
コータロー
（スギヤマ）
』
や、
ツイッターも更新中！

CDC

ら

株式会社電通
クリエーティブ・ボード/
エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター
クリエイター・オブ・ザ・イヤー、
カンヌライオンズ40回、D&AD、
OneShow、アドフェスト・グラン
プリ、広告電通賞（テレビ、ベスト
キャンペーン賞）、ACCグランプ
リ、ギャラクシー賞グランプリ、
メディア芸術祭など内外の広告
賞を400以上受賞。2013年カン
ヌライオンズチタニウム・アン
ド・イ ン テ グ レ ー テ ッ ド 部 門 、
2005年2014年フィルム部門は
じめ、D&AD、クリオ、ACC審査委
員長など、国内外の審査員多数。
D&AD President Lectureなど、
国内外の講演多数。主な仕事に九
州新幹線全線開業「祝！九州」。ポ
カリスエット「Jump!」。BIG「10億
円・西島秀俊シリーズ」。リクルー
ト「すべての人生がすばらしい」
グリコ「Smile!Glico」キャンペー
ンなど。そして著書として「すべ
ての仕事はクリエイティブディ
レクションである」
（宣伝会議）
。

クリエイティブラボ
「PARTY」
の代
表取締役
（CEO）
。
これまでにナイ
キ、
グーグル、
SONY、
無印良品な
ど企業のクリエイティブディレクショ
ンを手がける。
「経験の記憶」
をよ
りどころにした
「身体性」
や
「体験」
を伴うコミュニケーションのデザイ
ンは大きな話題を呼び、
国際的に
も高い評価を得ている。国内外の
200以上に及ぶデザイン賞・広告
賞を受賞。相模ゴム工業「LOVE
DISTANCE」
では日本人として13
年ぶりとなるカンヌ国際クリエイテ
ィブ祭フィルム部門での金賞を獲
得。国内外の１０以上のデザイン
賞・広告賞で審査員を歴任。

「Social Creativity」

白土謙二氏

大きな課題ほど、連立方程式化して解く

元 株式会社電通
特命顧問
77年電通入社。以来約20年間、ク
リエーティブ・ディレクター、
ＣＭ
プランナー、コピーライターを勤
める。あらゆる領域を戦略と表現
の両面から統合的なコンサルティ
ングを行う。
97年インタラクティ
ブ・ソリューション・センター局
長。電通初のインタラクティブメ
ディアを使ったマーケティング・
コミュニケーション開発を行う。
2000年プランニング・プロデュー
ス局長。社会的な課題の解決を行
う、
ソーシャル･マーケティングを
研究・提案。
01年よりコミュニケー
ション・デザイン・センター
（現）
エ
グゼクティブプランニングディレ
クター。社会的な課題の解決とブ
ランディングを結びつけた、
21世
紀型のブランディング手法や、企
業の経営・事業課題をこれまでに
ないストラテジック・プロセス・デ
ザインという視点から統合的に解
決するコンサルティングを開発、
実践している。戦略担当執行役員
を経て、13年より特命顧問。15年
に同社を退社後、今までの実績と
経験から、広告とは異なる多方面
の領域で活動中。

電通で特命顧問として、ブランド戦略、CSR活動等、統合的なコン
サルティングで数々の「伝説のプレゼン」を行ってきた白土謙二氏
。幾度となく社長プレゼンを成功させ、経営者の右腕となってきた
氏から、ビジネスの変化に合わせ、クリエイティブディレクション
にも求められるようになってきている「Social Creativity」という新
たな視点と、経営者とも対等に渡り合うための"奥義"を学びます。
＜講義のポイント＞
・大きな課題は連立方程式化する
・マルチ・コンスティチュエンシー・アプローチ
・アイデアを評価する3つのものさし
・社長プレゼンを成功させる60時間
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オープン・フラット・ネットワーク：みんなの力で解く！

「事業成長のためのクリエイティブディレクション」

佐藤夏生氏
HA K UHODO T HE DA Y
executive creative director / CEO
1996年学習院大学卒、
同年、
博
報堂入社。
マーケティング局へ配
属。2000年クリエイティブ局に異
動、
CMプランナーへ。08年クリエ
イティブディレクター、
13年エグゼ
クティブクリエイティブディレクター
となり、
同年8月、
リードエージェンシ
ー
「HAKUHODO THE DAY」
の
代表に就任。近年は、
広告だけで
なく、
商品開発、
建築デザイン、
店
舗開発、携帯のインターフェース
開発など、広告を超えた仕事を多
数手がけている。Mercedes-Benz
NEXT A-Classアニメーションプロ
ジェクト、
新潮社の新読書運動
「ワ
タシの一行。」
、
カゴメ野菜生活の
ブランディング、
メガネブランド
「Zoﬀ」
のオフィスデザインなど。

博報堂からクリエイティブ思考、クリエイティブアウトプットを武器に、経
営革新・事業革新を行う
「HAKUHODO THE DAY」のECD/CEOに
就任した佐藤氏。従来の広告業界、産業の枠を超えたアウトプットをう
み、ビジネスを創造し、事業を成長させていくクリエイティブディレクショ
ンの姿勢と視点を学びます。

前年比120％の成長とは、
1.2倍モノを売ることではない。
去年100人を幸せにしたのであれば、
今年は120人を幸せにすること。
あるいは、
去年100満足した人を、
今年は120満足させること。
それこそが、
企業や事業の真ﾉ成長ではないだろうか。

企業の抱える課題もミッションも、
顧客には見えないが
その思想や行動力は、
常に見られている。

＜講義のポイント＞
・クリエイティブディレクションは広告を作るためだけのものではない
・顧客から選ばれる、愛されるためのクリエイティブディレクション
・クリエイティブディレクションは視座の発見

株式会社ツナグ代表
株式会社4th代表
独立行政法人国際交流基金理事
公益社団法人「助けあいジャパン」代表
復興庁政策参与

企業として選ばれる思想や、
愛される行動を生みだし続ける、
決して簡単ではないその課題に、
クライアントと共に挑み続ける。

他 で は 絶 対 に 見 ることの できな い 、

デジタルテクノロジーなど次世代型コミュニケーションを扱うクリエイティブディレクターの視座を獲得します。

講師陣実績

※過去講義実績です。カリキュラムは開講時の潮流や参加される方の属性、ご要望などに合わせ、
開講後も随時最適な内容に変更・更新してまいります。

（事業構想大学院）
長谷川踏太氏（ワイデン+ケネディ）

（元ワイデン＋ケネディ）
（元電通）
曽原剛氏
（JWT）

マンジョット ベディ氏
（TYO ゼロスリー）

（クロスロード）

講義日程：2017年2月23日（木）開講（毎週木曜日 全15回）
受講定員：50名
受講料金：￥130,000（税別）
受講対象：広告会社・制作会社・Web制作会社・SP会社・PR会社など、また企業の宣伝部・マーケティング部門・広報部・経営企画部などで、
コミュニケーションの力で課題解決を求められる方。
講義内容：クリエイティブディレクションの基礎から実践までを講義。
全体のコミュニケーション設計から、
実現までの過程を実例をもとに解説。
第一線で活躍するクリエイティブディレクターの方法論から、自分独自の方法論を導く。
チームマネジメントやプレゼン技術、企画発想法、Web、
インタラクティブ、メディアプランニング、マーケティング、PR、
コミュニ
ケーションデザインなど、コミュニケーション構築に必要な考え方とディレクションスキルを学ぶ。

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

会社情報
お申込者様記入欄

TEL

申込者様
派遣責任者様
︻クリエイティブディレクション講座︼

19
E

19
E
（

）

UFJ

青山支店

1145602

■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/
※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。

