
PLANNING SOLUTION AWARDS
SEMINAR 2019

Jan.16(Thu)－Jan.17(Fri)

日本の最高峰のプロモーション・プランニングを
優秀プランナーの生声で聴ける充実の２日間！!

一般社団法人 日本プロモーショナル･マーケティング協会

●各日、それぞれ定員８０名様。
●先着順となりますので、ぜひ、お早目のお申込みを！

締切りは2020年1月9日（木）

◆開催日時 2020年1月16日（木）、1月17日（金）
13：30～17:45（２日間共）

◆開催会場 日本印刷会館 2階大会議室

JPM プランニング・ソリューション・アワードセミナー2019
受講申込みのご案内

（受講申込書付）



一般社団法人 日本プロモーショナル･マーケティング協会
プランニング・ソリューション・アワード委員会 委員長 近野 慎一

皆様から大好評をいただいております
｢JPMプランニング・ソリューション・アワードセミナー2019」を今年度も
2020年1月16日(木)と1月17日(金)の2日間、開催いたします。

★ 第17回JPMプランニング・ソリューション・アワードの
上位入賞優秀7作品及び個人顕彰の受賞者の講義を2日間で実施します。

会場：日本印刷会館 2階 大会議室
〒111-0033 中央区新富1-16-8

日時：2020年1月16日（木）、1月17日（金）13:30～17:45 2日間共

●1日目 1月16日(木) 13：30～17：45

13：30～13：45
事務局挨拶 一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会 専務理事 宮久 哲実
プランニング・ソリューション・アワード 審査委員長挨拶

株式会社 電通リテールマーケティング 代表取締役社長 近野 慎一

13：45～14：35
① インナー・プロモーション企画 銀賞

OGASAWARA50 COLORS／ 小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会
講 師：丹治 直子 氏

株式会社 大広 東京第２顧客獲得局
クリエイティブディレクター

14：40～15：30
② コストパフォーマンス・プロモーション企画 金賞

プレミアムノンフライデー／日清食品株式会社
講 師：才川 翔一朗 氏

株式会社 ＡＤＫクリエイティブ・ワン/navy株式会社
エクスペリエンスデザイナー/クリエイティブディレクター

（休憩：15分間）

15：45～16：35
③ ベスト・プロモーショナル・クリエイティブ賞

耳で聴かない音楽会／ 公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団
講 師：宇佐美 雅俊 氏

株式会社 TBWA HAKUHODO Disruption Lab

コピーライター
16：40～17：30

④ プロモーショナル・マーケティング大賞
幸楽苑のV字回復を生んだ「経営と広告の統合プロモーション」

／株式会社幸楽苑ホールディングス
講 師：河西 智彦氏

株式会社 博報堂 統合プラニング局
クリエイティブディレクター／CMプランナー
コピーライター/統合コミュニケーションプランナー

17：30～17：45 まとめ・事務局からの連絡

◆JPMプランニング・ソリューション・アワードセミナー2019受講プログラム

ＪＰＭプランニング・ソリューション・アワードセミナー2019
ご案内

※両日共、講師等の変更がある場合がございますこと、ご了承ください。



●2日目 1月17日(金) 13：30～17：45
13：30～13：45

事務局挨拶 一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会 専務理事 宮久 哲実

プランニング・ソリューション・アワード審査委員長挨拶
株式会社 電通リテールマーケティング 代表取締役社長 近野 慎一

13：45～14：35
① 既存商品活性化プロモーション企画部門 銀賞

BOSS×NAVITIMEキセキのボスジャン当たる！／サントリー食品インターナショナル株式会社
講 師：久我 佳太 氏

株式会社 電通テック OMOプランニングセンター
OMOコミュニケーション・プロデュース推進２部
コピーライター兼クリエイティブプランナー

14：40～15：30
② 既存商品活性化プロモーション企画部門 金賞

きのこの山・たけのこの里国民総選挙 2018／株式会社明治

講 師：鹿毛 絵梨花 氏
株式会社 読売広告社 クリエイティブ局第１クリエイティブルーム
プランナー

（休憩：15分間）
15：45～16：35

③ ベスト・プロモーショナル・プログラム賞
検討者と開発者のリアルライブ対話「NIGHT SHOWROOM」／三菱自動車工業株式会社

講 師：橋爪 慎一郎 氏

株式会社 博報堂 第二クリエイティブ局
クリエイティブディレクター

16：40～17：30
④ JPM The Planner 2019受賞記念講座

「顧客の心を揺り動かす｡お客様ファーストのプロモーション戦略」(仮題)

講 師：大久保 重伸 氏
株式会社 博報堂 第三クリエイティブ局アクティベーションプラニング部
部長 アクティベーションディレクター

17：30～17：45 まとめ・事務局からの連絡

受講料

会員社 非会員社（一般）
●通常受講料

1日受講 ： 7,000円(税込)

2日間連続受講：12,000円(税込)

●通常受講料

1日受講 ： 9,000円(税込)

2日間連続受講：15,000円(税込)

※プロモーショナル・マーケター(PM)有資格者割引受講料

1日受講 ： 3,000円(税込)

2日間連続受講： 5,000円(税込)

申込み方法

裏面の「JPMプランニング・ソリューション・アワードセミナー2019申込書」
に記入しメール（PDF添付）でお申込み下さい。

Ｅメール：jpma@jpm-inc.jp

定員

１日受講：80名様
セミナーは、事前申し込み制とさせていただきます。
会場は定員厳守のため、先着順で申込を締切とします。

申込み締切日 2020年1月9日（木）

◆受講要項



※２日間のセミナー内容、講師等の詳細は、中面のご案内をご参照ください。
□受講申込

社名 所属部署/役職

申込責任者
（申込者）

電話番号

住所
〒 メール

アドレス

□受講申込者の受講タイプ（1日のみ受講あるいは2日連続受講かいずれか）に○を付けて下さい。
※プロモーショナル・マーケター(PM)有資格者の方は必ずID番号（9桁の数字）をご記入下さい。

受講者名 所属部署/役職
PM

有資格者
ID番号記入欄

1日のみ
受講

2日間
連続
受講

通常

PM有資格者

通常

PM有資格者

通常

PM有資格者

通常

PM有資格者

①通常申込

②ＰＭ有資格者申込

計 名

•通常申込：会員社の方 1日のみ受講は7,000円(税込) 2日間連続受講は12,000円(税込)

非会員社・一般の方 1日のみ受講は9,000円(税込) 2日間連続受講は15,000円(税込)
•PM有資格者申込：

会員社／非会員社を問わず該当者の方 1日のみ受講は3,000円(税込) 2日間連続受講は5,000円(税込)

必ず2020年1月9日(木)までに、EメールPDF添付にてお申込みください。

１日受講80名様の定員になり次第締め切らせて頂きます。講義ごとの申込みはできません。

申込み締切り(12/25)以降のキャンセルはできません。参加できない場合は、代理の方がご出席下さい。

※企業で4名以上の参加の場合は、お手数ですが、複数枚でお申し込みをお願い致します。

□申込受講料・支払方法
※会員社申込みの方は請求書払いとさせていただきます。
※非会員社・一般の方のお支払いは、当日現金払いとさせて頂きます。（領収書は発行致します）

計 円
・請求書払い

・当日現金払い
のみ

日本プロモーショナル・マーケティング協会行

1/16 1/17

会員社

非会員社・一般

①通常申込

②ＰＭ有資格者申込

計 名

計 名

計 名

計 円

計 円

計 円

メール：jpma@jpm-inc.jp

◆ＪＰＭプランニング・ソリューション・アワードセミナー2019 申込書


