市場に商品が溢れる時代でも
自社の新商品のポジションをきちんと築き、注目を浴びるための

新商品コミュニケーション戦略講座
2018年2月7日（水）１日集中
「新商品」には話題性に賞味期限がある！
思い通りに広まらずいつの間にかその他の商品にまぎれてしまう前に…

新作

はじめから大きな予算を
投下して仕掛けることはできない

新発売

期間限定

NEW RELEASE
新商品の発売は、
棚を確保する
チャンスでもあるため
流通対策も考えて
コミュニケーションを企画したい

新しい味

デジタルをうまく使って
話題にさせたいが、
どう仕掛ければよいのか分からない

NEW
発売前に想定した売れ方と
異なる広がり方をしており、
どのように軌道修正してチャンスを
拡大すればよいかわからない

日本初

新登場

自社のこれまでの
新商品ローンチの型はあるが、
他にももっとやり方があるはず…

■企業の

商品開発
マーケティング
ブランドマネージャー
宣伝
広報

■広告会社の

プランナー
営業
などの方にオススメ

商品の特徴だけでは差別化が難しい時代
コミュニケーションの切り口で新商品を成功させるノウハウを学ぶ

新商品は鮮度が命！
話題性の一つである「新しさ」を最大限に生かしてチャンスを広げるために
発売に合わせてあらゆる手段を
試しているが、さほど広まらずに「新商品」の
鮮度が切れて終わる

予算がない新商品は
やれることが決まっており、
施策による爆発的なヒットが生み出せない

新商品は自社にとっても一種の賭けのようなもの。だからこそ、新

注力ブランドが絞られる傾向がある中で、
それ以外の商品は、予

商品の情報をできるだけ多くの消費者に届け、試してもらい、
リ

算がはじめから豊富に与えられることはほとんどありません。準備

ピートにつなげて結果を残したいところ。
しかし、実際には、
自社に

期間に余裕もなく、慌ただしくいつもやっている方法でローンチを

とっては物珍しい新商品でも、市場にとっては溢れる商品の一つ

迎えるということも多々あります。
それがベストではないと思いなが

でしかなく、
イマイチその価値が伝わらないというもどかしさを感じる

らも、
そんなに簡単に話題化させることはできず、他社もやってい

こともしばしばです。
そうしているうちに、競合の商品も現れ、
さらに

るようなことに落ち着いてしまう…。
そんなお悩みをお持ちの皆様

目立たなくなってしまいます。

に向けて、低予算でもできる企画を総ざらいし、話題化させるコツ
を学ぶ本講座を開催します。

新商品の話題化を図るためのポイント
ＰＯＩＮＴ1

ＰＯＩＮＴ2

ＰＯＩＮＴ3

【ターゲットの拡大】

【メッセージ】

【手法】

世の中のブームに合わせた見せ方や
話題になっていることとの絡め方で、
商品が正面から狙っている層以外にも
広げることができる

「自己紹介」としてのメッセージングのみ
ならず、
トレンドワードを混ぜながらコミュ
ニケーションの切り口を多数用意する

多額の広告費を投下できない場合でも
注目を浴びるコミュニケーション手法を武
器にする

新商品のプロモーションでは、商品の価値を一度広げて考えてみることが必要
PR要素

施策

〇〇味

数量限定

世界初

季節限定

〇〇専用

コラボ

プレミアム

〇〇産

口コミ

サンプリングイベント

SNSキャンペーン

期間限定店舗

共創

記者発表

店頭演出

広告出稿

ネット広告

コミュニティサイト

PR要素と世の中の関心事
とを掛け合わせてメッセー
ジを複 数 用 意し、コミュニ
ケーションに落とし込む

本講座で学ぶこと
POINT 1 コミュニケーションによってターゲットの間口を広げる
商品の価値を多方面でとらえ
受け入れられる市場を広げる
開発した新商品の「新しさ」は、
コミュニケーションの仕方に
よって、消費者の頭の中に新しい選択肢をつくることができま
す。
たとえば、味が少しさわやかな缶コーヒー を、朝専用の缶
コーヒー としてコミュニケーションすることで、
朝を快適に過ごし
たい人・朝にこだわりがある人をもターゲットにできるかもしれま
せん。企業目線では、
「新しいさわやかな味」
が伝えるべき価値
になりがちですが、少し視点を切り替えて考えることで、多方面
にアプローチすることが可能になります。企業の中にいてはな
かなか気づきづらいこの視点の切り替え。本講座では、
消費者
のインサイトをうまく活用しながら、
こういった視点の切り替え方
や、
それによりパイを広げるアプローチ方法を学びます。

新商品が狙うターゲットセグメントがどこかによって、
プロモーション方法は変わる

市場セグメント基準
1.測定可能性
2.利益確保可能性
3.接近可能性
4.差別化可能性
5.実行可能性
（コトラー＆ケラーのマーケティングマネジメントより）

POINT 2 それぞれのターゲットに合わせて商品をPRする文脈をつくる
新商品にまつわるPR要素をネタの軸として
拡散していく情報を作る
ヒットする商品は、商品自体にこれまでになかった革新的な機
能や特徴、
インサイトをうまく捉えた仕掛けが含まれていること
が多くあります。せっかくのその要素をどのように広めていくか
もまた重要なポイントです。
その機能だけで十分なPR要素に
なる場合には、
それを基軸にプロモーションの企画を考えると
いうのは有効な手段です。本講座では、
これまでにヒットした
新商品のプロモーションをプロの視点から解剖し、一般化し
て学びます。
また、
そこで得た知識を実践で活かしていくため
に、
ワークを実施。一般化したノウハウをさらに企画に落とし
込むプロセスを学びます。

POINT 3 発売前から話題化を図るために情報の出し方を設計する
発売前の仕込み、発売後の柔軟な対応で
売り伸ばせるか否かが決まる
新商品をプロモーションする上では、
「発売前」
という特徴的な
期間をいかに有効に活用できるかが一つの鍵となります。
その
期間にわくわく感をいかに作ることができるかで、売上の初速
が変わるといっても過言ではありません。既存のブランドにロイ
ヤリティを感じている方などに特別招待の形でイベントを行い、
口コミで
「噂」的に広めていくなどの方法がありますが、
それを
発売後までの動きを見越して立体的にかつ統合的にプラン
ニングしていく力が必要です。本講座では、発売前から戦略的
に仕掛け、発売日、発売後までの一連のプロモーション計画
の立て方を学びます。

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
講演テーマ

講義概要

新商品がとるべき
コミュニケーションのセオリー

自社の新商品が消費者に与えるインパクトを知る／生活者の情報の取得環境／インサイト／新
商品の価値転換／商品のスペシフィック・メッセージを導く

〜

日時
10：00
12：00
13：00
〜

転換させた価値を
企画に落とし込む

15：00
15：20
〜

永川芳仁氏
ターゲットの設定／ターゲットを巻き込む企画の立て方／ワーク

低予算でできる顧客を
ファンにするプロモーション

17：20

講師

ブランドのオリジナリティを活かしたプロモーション／商品開発時に見出したターゲットインサイトを
企画に落とし込む／マスメディアに頼らないSNSと口コミ手法の実践／プロモーション全体スケ
ジュールの考え方／店頭へ顧客を誘引する

稲垣聡氏

※講師・日程・カリキュラムは変更となる場合がございます。

講師陣
市場のニーズに合わせてブランドのメッセージを生み出すプロ！
数々のブランド戦略に携わる

永川 芳仁氏

稲垣 聡氏

ブルーカレント・ストラテジー代表／
ブルーカレント・ジャパン株式会社 バイスプレジデント

株式会社ヤッホーブルーイング
Strategy & Promotion 軍団

大手広告会社を経て、
2013年入社。
ブルーカレント・ジャパンを含め、
フライシュマ
ン・ヒラードグループの東京ブランチにおいて、B2Cを中心にしたブランディング、
マーケティングコミュニケーション戦略を担当。
ブランド開発、商品開発、
リブラン
ディングなどをはじめとしたブランド戦略、
マーケティングおよびコミュニケーション戦
略のほか、
メディアプランニングやTVCをはじめとしたクリエイティブ監修まで、
戦略
視点で幅広い領域に携わっている。

講座
概要

愛されるブランド作りと
予算をかけない真心あるプロモーションで注目の企業！

リクルートメディアコミュニケーションズ、
パラドックス・クリエイティブのコピーライ
ターを経て、2011年ヤッホーブルーイング入社。
「よなよなエール」
「僕ビール、君
ビール。」
をはじめとする製品のマーケティング戦略・ブランド戦略を担当。

●開講日時 ：2018年2月7日
（水）10：00〜17：20
●受講定員：40名
●受講料金：49,000円（税別、申込金5千円含む） ●開催会場：東京都港区南青山周辺
●受講対象：企業の商品開発、
マーケティング、
ブランドマネージャー、宣伝、広報、広告会社のプランナー、営業などの方

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
□『宣伝会議』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

□『宣伝会議』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＋「宣伝会議」年間購読受講生割引（20%オフ）

※「宣伝会議」
は受講料をお支払いいただいた日の翌月1日から下記希望連絡先のご住所まで配送いたします。

会社情報

TEL

会社名

申込者様
派遣責任者様

新商品コミュニケーション戦略講座
お申込み者情報記載欄

住所

〒

氏名

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。但し、
同一の講座を別々の方にご受講頂くことは禁止としてお
ります。※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/

