
通常 49,000円の講座が
12,500円に！最大 ̃  ° ̨  ˝ ˙ ̇

マーケティング /クリエイティブ領域
オンライン講座スタンダードトレーニング

広告の予算をむやみに増やすのではなく、育成に振り分ける。
マーケティング業界で学ぶべき高度で専門的なオンライン講座パック

新常態に適応をするために
社員のマーケティングと
クリエイティブ力を高めます。

研修コストを大幅削減

最先端の
マーケティングを
仕事の合間に
修得できる

デジタル版の
無料購読や受講
管理システム
など特典多数

在宅、職場でも
ネット環境が
あればどこでも
受講可能

リモート勤務でも
共通理解ができる

明日の企画会議に
すぐ応用できる

社員育成の管理が
簡単に

 

コピーとは、

人を動かす

アイデアを

言薫で書いたもの．

コロナ禍により、昨年までの施策の改善や、単なる広告予算の積み増しだけでは、従来通りの成果
を上げることさえ困難な環境に置かれています。「今何をすべきか」を知るための、最先端のマーケ
ティングとクリエイティブの知見を、便利でお得な形で、「オンライン講座」で身に付けます。

˜° 
POINT 最先端のマーケティングや、デジタル分野の知見が学べる

マーケティング 宣伝広告・メディア
プランニング クリエイティブ 販売促進

広　報 デジタル 営業・企画 編集ライティング
コンテンツ企画・

大きな環境変化のなかで、「経済を動かす、状況を変えてゆく」ためのマー
ケティング／クリエイティブ領域の知見はますます求められる時代となって
ます。このスタンダードトレーニングでは、つねに更新される最先端のオン
ライン講座が100種類以上、すぐに受講できる形で整備されています。組
織を変革するDX領域も、自治体による地域活性からグローバルマーケ

ローカル／ 人事・採用 入門・初心者 業種別
グローバル 向け マーケティング

ティングまで、社員が関心のある領域を、好きなだけ徹底的に掘り下げる
ことが可能なシステムになっています。

˜˝ 
POINT オンライン環境があれば、自宅も出先でも、どこでも受講可能

コロナ禍により、職場への出社や在宅勤務、リモートオフィスなど様々な拠点で社員は離れて業務にあたるよう
になりました。こうした環境で共通の理解を持つためには、オンライン環境での知見の共有が必要です。オンラ
イン講座では、いつでもどこでも、業務の合間に「ながら視聴」で知見を修得できます。

˜˛ 
POINT アンケート審査による徹底した実用性向上とクオリティ管理

このサービスでは、常に講義の有意性と実用性それぞれに対するアン
ケートが厳しくチェックされています。満足度が一定数を下回る講師は常 

˜ 
平均満足度

°˜ 以上/˛点 ˜ 
活用実感度

°˛ 以上/˛点
に入れ替えられ、満足度と実用性の高いｶﾘｷｭﾗﾑが常に提供される仕組み
となっています。
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ノ多闘△サジ 第二営業本部 東京都中央区銀座8-20-36

◄ ▼ ► Marketing & Creativity 

：ふ宣伝会議
●本製品についてのお問い合わせは

東京第二支店 03(3546)7733

札幌支店 011(708)3541

東関東支店 043(305)4901

大阪支店 06(6745)1634

仙台支店 022(796)2101

神静支店 045(620)0863

中四国支店 082(232)9261

北関東支店 048(640)5795

名古屋支店 052(228)7865

福岡支店 092(282)6301

【オンライン版】スタンダードトレーニングのポイント

お得な価格設定

1講座平均3万円のオンライン講座40回分
（約120万円相当）を、50万円で受講可能。

派遣体制の
効率化に

1度申込すれば、管理画面で講座/日程を指
定するだけ。都度稟議の手間もありません。

研修に対する
意欲向上

集合型研修と異なり、個別の業務にあった
講座を選び、意欲高く受講する事が可能。

日程・会場調整不要
コロナ感染対策にも

集合型研修と違い、集合できる日程や会場
の調整も不要。出先でも自宅でも受講可能。

4種類の雑誌から
1誌1年間お届け

ーレブ」「議会報広」「議会促販」「議会伝宣「
ン」からご希望の1誌を1年間お届けします。

バックナンバー含め
電子版5名分付与

ご希望の電子版アカウントを5名分付与。
バックナンバーのキーワード検索も可能です。

受講生の好きなタイミングで講座が受けられます講座ラインナップ

配信開始日 講座名 講義時間（予定）

視聴可能 広告ビジネス基礎講座 380分
視聴可能 データ分析力養成講座 290分
視聴可能 コンセプト開発講座 180分
視聴可能 インサイドセールス基礎講座 100分
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 150分
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 200分
視聴可能 ＷＥＢリテラシー講座 360分
視聴可能 ＳＮＳ運用担当者養成講座 310分
視聴可能 一段上のセンス・デザインに仕上がる PowerPointデザイン基礎講座 270分
視聴可能 Facebookスタートアップセミナー 250分
視聴可能 クリエイティブ・ディレクション基礎講座 420分
視聴可能 化粧品業界のための SNSコンテンツ講座 150分
視聴可能 ニューノーマル（新常態）時代を生き抜く インバウンド・国内観光復興プロモーション実践講座 180分
視聴可能 ニューノーマル時代のブランド戦略から考える顧客獲得講座 160分
視聴可能 広告効果測定講座 240分
視聴可能 ブランドストーリーを活用したコンテンツ制作実践講座 330分
視聴可能 図解力養成講座 160分
視聴可能 動画活用・ディレクション基礎講座 260分
視聴可能 Web・デジタル戦略設計基礎講座 180分
視聴可能 YouTubeを活用した動画マーケティング基礎講座 180分
視聴可能 Webサイト作成基礎講座 380分
視聴可能 発注担当者のための法務講座 210分
視聴可能 カスタマージャーニー講座 150分
視聴可能 インサイト活用基礎講座 150分
視聴可能 レスポンスを高めるための Webクリエイティブ講座 180分
視聴可能 校正・校閲力養成講座【 Webサイト・SNS専門コース】 260分
視聴可能 仕事をスピーディに進めて UXを高めるメールライティング講座 240分
視聴可能 SEO対策基礎講座 360分
視聴可能 オンライン時代のセールスコンテンツ講座 240分
視聴可能 コーポレートブランディング推進講座 320分
視聴可能 社内報作成講座 300分
視聴可能 広告・マーケティングに役立つ心理学実践講座 250分
視聴可能 ソーシャルリスニング基礎講座 430分
視聴可能 プロジェクトマネジメント基礎講座 210分
視聴可能 マーケターのためのKPI設定講座 300分
視聴可能 オウンドメディア活用実践講座 180分
視聴可能 Webプロモーション担当者養成講座 480分
視聴可能 予算ゼロから始めるPR基礎講座 400分
視聴可能 コミュニケーション戦略プランニング講座 230分
視聴可能 Webデザイン・ディレクション基礎講座 160分 

定価 

¥46,000 受講チケットを40枚（1講座につき1枚消費）配布します。 
¥36,000 
¥36,000 
¥18,000 
¥21,000 
¥29,000 
¥49,000 
¥46,000 
¥36,000 
¥40,000 
¥49,000 
¥32,000 
¥33,000 
¥33,000 
¥39,000 
¥39,000 
¥32,000
¥39,000
¥32,000 
¥32,000 
¥49,000 受講時期は半年間の中から３日間を設定いただきます。 
¥39,000 

オンデマンド配信のため
受講生のスケジュールに合わせて
便利に受講が可能です。

導入企業のメンバー導入企業

受講チケット40枚

˜ ̋

チケット
配布 

希望
講座

Aさん Bさん Cさん

営業

Dさん Eさん Fさん

マーケ

Gさん Hさん Iさん

新人

¥36,000
受講生の好きなタイミングで講座が受けられます。 

¥32,000 
¥32,000 
¥39,000 
¥39,000 
¥39,000 
¥39,000 
¥43,000 
¥32,000 
¥32,000 
¥49,000 
¥36,000 
¥49,000 
¥32,000 
¥65,000 
¥49,000 
¥39,000 
¥32,000 

※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。
※今後も対象講座は順次追加していきます。

上記の講座は対象講座の一部抜粋となります。他にも約60講座以上ございます。

˛ ̋  ̋  ̇ ˝ ̋  ̋ 円（税別）

「【オンライン版】宣伝会議スタンダードトレーニング」価格

オンライン講座
チケット 4 0枚

デジタルマガジン
5アカウント雑誌１誌 年間購読

販売 教育コンテンツ・プラン開発元

株式会社 宣伝会議 おかげさまで 67年
本社：東京／本部：札幌・名古屋・大阪・福岡

画像提供：123RF




