
「⽉刊 イベントマーケティング」
広告企画のご提案

第6稿2016.2.22
2015.６.１

展⽰会・ビジネスイベントの
主催者・出展者が読むフリーペーパー

新聞・ウェブ・メルマガ・SNS
国内外の最新情報をクロスメディアで

発⾏部数・購読者数の⽔増しせず
確かな訴求⼒
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媒体概要 ●⽉刊イベントマーケティングの特徴

「⽉刊イベントマーケティング」
創 刊 号：2015年７⽉2１⽇発⾏
発⾏頻度：毎⽉2８⽇前後
体 裁：タブロイド判
配 布 数：１万部＋α

POINT１ あえて”紙“の理由とは。
検索ではなく、探索を楽しむ

アナログデバイスならではの、検索ではなく、
探索で得られる情報との偶然の出会いを楽しむ
コンテンツ。

POINT２ テーマ特化型フリーペーパー。
初回は１万部から幅広く配布

初回は、2000社のマーケターへの直送と全国イ
ベント会場への設置配布で計１万部からスター
ト。テーマ特化型フリーペーパーとして幅広く
配布。

POINT３ 公開編集会議で
みんなとつくるメディアへ

マーケティング、イベントのフィールドにいる
プレイヤーたちと⼀緒につくりあげる編集⼿法
で、ユーザーと距離の近いメディアへ
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媒体概要 ●⽉刊イベントマーケティングの読者

「⽉刊イベントマーケティング」
創 刊 号：2015年７⽉28⽇発⾏
発⾏頻度：毎⽉28⽇前後
体 裁：タブロイド判
発⾏部数：１万部

＜定期配送分＞＊7900部
2000部 会場に設置（会場運営者への直送分含む）

5900部 読者に直送
ーーーーーーーーーーーーーーーー
＜発⾏⽉に開催するイベントで配布＞
2100部 イベント会場内で配布



3

媒体概要 ●設置場所（全国49会場の共有エリア・打合せスペースにて2,000部を設置）

東京ビッグサイト*
幕張メッセ
東京国際フォーラム*
インテックス⼤阪
(株)ツクルバ
(株)マグネットスタジオ
アクセスサッポロ
コングレスエア中野
コングレスエア⽇本橋
ナレッジキャピタル
コングレコンベンションセンター
パシフィコ横浜
森ビル
神⼾国際展⽰場
インフィールド
セラトピア⼟岐
テクスポート今治
沖縄コンベンションセンター
くにびきメッセ
スペースマーケット
岡⼭コンベンションセンター
富⼭産業展⽰館
ＡＴＣホール
UDS(株)

つくば国際会議場
朱鷺メッセ
ハイブ⻑岡
京都リサーチパーク
兵庫県⽴淡路夢舞台国際会議場
サンシャイン
⼤阪国際会議場
⼤阪産業振興機構
スバル303
ヤマダグリーンドーム前橋
(株)テーオーシー
マグネットスタジオ
マックスパート
東京ドーム
(公財)⼤阪産業振興機構
The Room 代官⼭
UDS(株)
シティプラザ⼤阪
住友不動産ベルサール(株) 
新宿ＮＳビル(株)
堂島リバーフォーラム ほか

*展⽰会場内
（「新価値創造展」、「国際ミーティングEXPO」、「Japan 

Exhibition Forum」、「ツーリズムEXPO」など）

※施設管理者への送付分、会場担当者個⼈の購読分（約1000部）を除く



イベント主催, 

1597, 21.1%

イベント関連企業

（施⼯、レンタル、⼈材）, 

1300, 17.2%

MICE（⾃治体）, 

1229, 16.2%

会場, 1184, 

15.6%
イベント

企画・運営, 

208, 2.7%

PR, 302, 

4.0%

マーケ⽀援, 

234, 3.1%

企業内マーケ・

販促部⾨, 1045, 

13.8%

企業⽀援（団体） , 

467, 6.2%
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媒体概要●読者プロフィール（ 2826件7939部送付の内訳会場設置分含む）

送付数 発送件数

展⽰会・イベントの主催企業、関
連企業、MICE関係者、会場、企業
の販促担当者などに均等に配布

発送件数では、企業の販促担当者が
多い（1部のみ購読が多い）

イベント主

催, 743, 

26.7%

イベント関連企業
（施⼯、レンタル、⼈材）

, 389, 14.0%

MICE（⾃治体）, 

416, 14.9%
会場, 158, 

5.7%

イベント

企画・運営,

43, 1.5%

PR, 106, 

3.8%

マーケ⽀援, 

68, 2.4%

企業内マーケ・販促

部⾨, 816, 29.3%

企業⽀援（団体）, 

48, 1.7%

7,939部 2,826件
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媒体概要 ●業種別購読者（直送分）のプロフィール

SP、PR会社
(株)オリコム、(株)ビーコミ、トーマツベンチャーサ
ポート㈱、(株)⽇経ピーアール、中央宣伝企画（株）、
東京ピーアール企画(株)、(株)⽇本SPセンター、毎⽇新
聞社、 (株)アドゲイプロモーション、 (公社)⽇本アド
バタイザーズ協会、TBWA＼HAKUHODO＼QUANTUM、
㈱読広クロスコム、㈱博報堂、㈱電通、（株）宣伝会議、
JBメディアパートナー㈱、東芝エージェンシー(株)、㈱
⼤広、テレビ⼤阪(株) 、 (⼀社)⽇本イベント産業振興
協会ほか、

MICE関連
⽇本コンベンションサービス(株)、㈱ＪＴＢコーポレー
トセールス、BWT JTBコーポレートセールス
(株) コングレ、⽇本コンベンションサービス(株)、(⼀
財)神⼾国際観光コンベンション協会、コンベンション
リンケージ、⽇本政府観光局ほか

展⽰会・ビジネスイベント主催者
リード エグジビション ジャパン(株)、(株)ビジネス
ガイド社、アテックス(株)、(株)スペースメディアジャ
パン、⽇本⾃動⾞⼯業会、トレードショーオーガナイ
ザーズ（株）、(株)マイナビ、フジサンケイビジネスア
イ、(株)電通テック、(株)インタークロス・コミュニ
ケーションズ、UBMジャパンホールディングス(株) 、
⾹港貿發発展局、marcusevans、インクグロウ(株)、
ディーエムジー・イベンツ・ジャパン(株) ほか

⼤学・専⾨学校
東京⼯科⼤学、東京⼯学院、東京富⼠⼤学、
桜美林⼤学、明海⼤学、東京国際⼤学、淑徳⼤学ほか

展⽰会関連企業（企画・制作・施⼯）
イベントレジスト(株)、サクラインターナショナル(株)、
(株)映像センター、㈱丹⻘社、モニック(株)、(株)タケ
ナカ、(株)ディスカバリー・コア、 (株)博展、 (株)ム
ラヤマ、㈱エキスポインターナショナル、 (株)乃村⼯
藝社、 (株)ムラック、(株)タケナカ⼤阪⽀店ほか

⼀般企業のイベント・マーケティング担当
ヤフー(株)、 ファイザー(株)、(株)富⼠通アドバンスト
エンジニアリング、 (株)はてな、セールスフォース、
(株)堀場製作所、オラクル、ブルームバーグL.P.、シ
ティバンク銀⾏㈱、フォーエバーリビングプロダクツ
ジャパン、⽇本マイクロソフト、TOTO㈱、 ⽇本アム
ウェイ合同会社、 (株)オリエンタルランド、（株）や
ずや、UBS証券会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券（株）、三井住友銀⾏、(株)リクルートキャリ
ア、パナソニック ビジネスサービス㈱、コクヨファニ
チャー(株)、ドイツ証券(株) ㈱リクルートホールディ
ングス、東京海上⽇動⽕災保険株式会社、三菱地所(株)、
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券(株)
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媒体概要 ●2016年度はこうなる

発⾏部数 2015年 １万部 → 2016年 1万5000部 設置場所 50か所 → 120か所

直送先 2800件 → 3500件 ページ数 8⾯ → 16⾯
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媒体概要 ●コンテンツ

１⾯ キービジュアル&キーワード
＜メッセージング⾯＞

２3⾯ 特集
＜トレンド・テーマ⾯＞

４⾯ 海外事情・MICE
＜市場動向・レポート⾯＞

５⾯ アイデア・イノベーション
＜ノウハウ⾯＞

８⾯ 今⽉の裏表紙
＜インタビュー⾯＞

＜今後の予定＞
９10⾯ イベント主催者インタビュー

サポート企業紹介

マーケティング⼿法⽐較

読み物６ ： ニュース３ ：告知・PR１
（オピニオン／ノウハウ／インタビュー） （リリース情報／旬な情報） （集客・販促⽤情報）

６7⾯ イベント／マーケティング
ツール・サービス・テクノロジー
＜最新ニュース⾯＞

各⽉のイベント・セミナー情報
＜お役⽴ち情報＞

＜今後の予定＞
1112⾯ 助成制度情報

法制度情報

ベンチャー・スタートアップ情報

賞味期限の⻑い記事 ストレートニュース

⽉刊紙として賞味期限の⻑い記事を中⼼に構成

告知・PR記事
4⾯ 記事広告

ーイベント告知
ー会場オープン
ーサービスリリース
＜PR・コラボ⾯＞

2016年からの

新規コンテンツ
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広告の種類 ●純広告（創刊記念特別料⾦）

○ ページ指定（各号１枠４C） ○ ページ指定外（４C）

スペース サイズ（左右×天地） 出稿料⾦

表１ 243mm×80mm 24万円

記事中 42mm ×94mm ８万円

表４ 243mm×108mm 26万円

表１／④

１P 5段組みP

記

事

中

表４／③

最終P
スペース サイズ（左右×天地） 出稿料⾦

① １P 243mm×355mm 48万円

② 1/2P 243mm×173.5mm 28万円

③ 1/3P 243mm×108mm 20万円

④ 1/4Pヨコ型 243mm×85mm 16万円

⑤ 1/4Pタテ型 119mm×173.5mm 16万円

⑥ 1/8P 119mm×85mm 10万円

⑦ バナーサイズ 119mm×40mm ６万円

①

⑤②
⑦

⑥

③ 1/3P 243mm×108mm 14万円

④ 1/4Pヨコ型 243mm×85mm 11万円

⑥ 1/8P 119mm×85mm ６万

⑦ バナーサイズ 119mm×40mm ４万

○ ページ指定外（１C）

※出稿料⾦は、税別。
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広告の種類 ●記事体広告
○ ⾒開き２ページ（各号１枠４C） ○ １ページ

スペース 各ページのサイズ（左右×天地） 出稿料⾦

記事１P+広告１P 243mm×355mm 96万円

記事１P + １P広告

1/2P 243mm×173.5mm

1/3P 243mm×108mm

1/4Pヨコ型 243mm×83.5mm

広告

※原則、完全データ⽀給。
取材・制作費は別途、出稿料⾦+20％〜。
広告スペース部分は、下記のいずれかより選択。

1/4Pヨコ型〜

1/2P

スペース サイズ（左右×天地） 出稿料⾦

１P 243mm×355mm 48万円

※原則、完全データ⽀給。
取材・制作費は別途、出稿料⾦+20％〜。
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進⾏スケジュールと出稿特典
○ 進⾏スケジュール（純広告）

No. 発⾏⽇ 広告申込締切
（発⾏4週間前）

広告原稿締切
（発⾏3週間前）

09 ３⽉30⽇(⽔) ３⽉４⽇(⾦) ３⽉11⽇(⾦)

10 ４⽉28⽇(⽊) ４⽉５⽇(⽕) ４⽉11⽇(⽉)

11 ５⽉30⽇(⽉) ５⽉２⽇(⽉) ５⽉10⽇(⽕)

12 6⽉28⽇(⽕) ６⽉３⽇(⾦) ６⽉10⽇(⾦)

13 7⽉28⽇(⽊) 7⽉1⽇(⾦) 7⽉11⽇(⽉)

14 ８⽉29⽇(⽉) 8⽉1⽇(⽉) 8⽉10⽇(⽔)

●問合せ先：MICE研究所「⽉刊イベントマーケティング」広告申込先

担当：⽥中 ⼒（riki-tanaka@event-marketing.co.jp)

〒105-0004 東京都港区新橋5-12-9 ABCビル4F-A

TEL:03-6721-5303 FAX：03-6721-5704

企画打合せ 取材 原稿確認

〜発⾏１か⽉半前 〜発⾏１か⽉前 〜発⾏３週間前

○ 進⾏スケジュール（記事体広告）

《広告出稿特典》

◯Webニュースサイトへのバナー掲出
広告出稿特典として、webサイト「EVENT MARKETING （イベント
マーケティング）」TOPページへのバナー広告を掲載します。

＜バナー広告サイズ＞
300px × 600px
※原則、完全データ⽀給

＜バナー広告掲載期間＞
「⽉刊イベントマーケティング」への広告出稿号発⾏⽇より次号の発
⾏⽇前⽇まで（約１か⽉）

◯メールマガジン【イベントマーケティングNews】での記事配信
約１万件のイベンター・マーケターへ毎週⽉曜⽇に配信するメールマ
ガジンで記事を掲載します。＊紙⾯掲載記事の掲載を
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会社概要

株式会社MICE研究所

代表取締役： ⽥中 ⼒

設⽴・創業： 2015年7⽉1 ⽇

住所 ： 〒105-0004 東京都港区新橋5-12-9 ABCビル4F-A

電話番号 ： 03-6721-5303

FAX番号 ： 03-6721-5704

資本⾦ ： 700万円

業務内容 ： 出版業（フリーペーパー「⽉刊イベントマーケティング」発⾏）


