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セミナープラン

売り手である「ビジネスパートナー」と

使い手である「ユーザー」に同じメッセージを届けていませんか？

ビジネスパートナーは
「売れている【市場】/売れる【製品】/【どうやって】売るのか？」を
知りたがっています。
BCNでは、数多くのセミナー開催からこの答えを導き出し、
貴社に最良の形でセミナー受講者に情報提供を行います。
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IT業界向けメディアを持つBCNが主催となり、ビジネスマッチングの場を設けます。
貴社製品の販路拡大、その後の販促へとつなげる｢リアル｣な場としてご活用ください。
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BCNセミナー

BCNがセミナーの企画・運営をお手伝いいたします。

メディア協力による中立性、客観性の向上が図れます。
集客支援から、事後報告レポートまでサポートいたします。

客観性の向上

数多くの実績に基づいたノウハウの提供、及びきめ細かい対応を行います。
MTG実施による情報共有、貴社社内向け作業のサポートも。

円滑な運営体制

編集部とのMTGの実施、テーマ設定、コンテンツの助言、モデレータなどサポート。

セミナー設計のサポート

BCNのデータベースへ、BCNが前面に立ったセミナーを行うことで、
関係性が薄い新規パートナーへのアプローチが可能です。

新規パートナーへの
アプローチ
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・新規パートナー開拓（販売、開発）・既存パートナー勉強会、AWARD等
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BCNセミナー プラン概要

【大阪】
50名 2,300,000円(税込2,530,000円)～
80名 2,800,000円(税込3,080,000円) ～

※会場費・設備/備品費により変動

ご利用用途

形 式

ご提供・納品メニュー

・BCN主催セミナー 主催または共催 <オフライン/オンライン>

■企画・プロモーション
・全体コーディネート（テーマ出し）・集客、告知 (週刊BCN、週刊BCN＋、メールマガジン)
・イベントレビュー掲載（週刊BCN、週刊BCN＋ ）・基調講演講師 候補出し、手配
■セミナー
・セッション枠、事務局運営（当日運営含）
■ハンズアウト・レポート制作
・アンケート作成（事前申込、会場内）・申込リスト制作、納品・ハンズアウト制作・報告書作成

【東京】
50名 2,100,000円(税込2, 310,000円) ～
100名 2,500,000円(税込2,750,000円) ～

※会場費・設備/備品費により変動

【オンラインセミナー】
定員 100名

2,220,000円(税込2,442,000円)～



・名古屋（50名規模）
・広島（50名規模）
・仙台（40名規模）
・福岡（40名規模）
・札幌（30名規模）

・鹿児島（15名規模）
・金沢（30名規模）
・松山（30名規模）
・沖縄（30名規模）

その他

【東京】
・ホテル雅叙園東京
・ベルサール
・フクラシア
・TKP
（会場/設備費40万円～）

【大阪】
・ヒルトンプラザウエスト

・梅田センタービル
・梅田スカイビル

（会場/設備費22万円～）
※カッコ内数字は開催実績です

※表示金額は概算です。正式なご提案金額は別途お見積りの上ご提案させて頂きます。
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BCNセミナー ご活用イメージ

その他開催実績都市 開催実績会場(東京・大阪)

BCNセミナー
東京開催

【開催イメージ】
100名規模/フクラシア

概算価格¥3,355,000円（税込、会場費含）

さらにパートナーを増やしたい！

BCNセミナー
大阪開催

【開催イメージ】
50名規模/ヒルトンプラザウエスト

概算価格¥2,750,000円（税込、会場費含）

地方のパートナーを増やしたい！

パートナーAWARD／

勉強会
※要ご相談

既存パートナーの満足度を上げたい！
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BCNオンライン
セミナー

エリアの制限なく、ライブ配信を発信したい！
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BCNセミナー 実績一覧(一部)

実施月 ご協賛企業 開催地 会場 定員 セミナータイトル

2017年
4月

マジックソフトウェア・
ジャパン様

※共催セミナー
東京 新宿NSビル 250名

“つなぐ”技術で実現！デジタルビジネスを迅速かつ容易に
～IoT時代に最適なシステム・データ連携とは～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_170425/

2017年
7月

ウイングアーク１ｓｔ様
※共催セミナー

広島 メルパルク広島 50名
IoTから働き方改革まで一挙公開 最新の情報活用セミナー

http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_170726/

2017年
9月

ソフォス様 東京 秋葉原UDX 80名
AIで新たなセキュリティ脅威に先手を打つ！

http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_170726/

2017年
9月

Everジャパン様 東京 BCN アカデミールーム 30名
デジタル・AI時代の新たなSI成長モデル

～クラウドERP“System Ever”で掴む新たな市場～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_170927/

2017年
10月

ソフォス様 福岡
TKPガーデンシティ
博多アネックス

40名
AIで新たなセキュリティ脅威に先手を打つ！

http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_171011/

2017年
10月

ソフォス様 名古屋 ミッドランドホール 50名
AIで新たなセキュリティ脅威に先手を打つ！

http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_171018/

2017年
11月

ソフォス様 大阪 ヒルトンプラザ・ウエスト 50名
AIで新たなセキュリティ脅威に先手を打つ！

http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_171109/

2017年
11月

アマゾン ウェブ サービス
ジャパン様

※共催セミナー
名古屋 名駅南オルバース 50名

システムインテグレーター必聴！
トップベンダーが語るクラウドビジネスのつくり方

～なぜ、AWSは強いのか～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_171128_1201/ 

2017年
12月

アマゾン ウェブ サービス
ジャパン様

※共催セミナー
新潟 駅南貸会議室KENTO 30名

システムインテグレーター必聴！
トップベンダーが語るクラウドビジネスのつくり方

～なぜ、AWSは強いのか～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_171128_1201/ 

2018年
6月

レコモット様 東京 BCN アカデミールーム 40名
脱VDI!テレワークもモバイルワークもこれ1つ!!

「moconavi」＋「Splashtop」ではじめる、働き方改革の提案

http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_180628/



BCNセミナー 実績一覧(一部)

実施月 ご協賛企業 開催地 会場 定員 セミナータイトル

2018年
7月

SAPジャパン様 東京 BCN アカデミールーム 30名
パッケージ製品開発の常識が変わる!!

～クラウド時代のISVを支えるSAP ISV/OEMプログラム～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_180711/

2018年
11月

BlackBerry Japan様 東京 BCN アカデミールーム 40名

働き方改革を推進するBYODモバイルのベストな提案とは
～BYODとセキュリティを両立した

BlackBerryのモバイルソリューション～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_181107_1109/

2018年
11月

BlackBerry Japan様 大阪 ヒルトンプラザ・ウエスト 30名

働き方改革を推進するBYODモバイルのベストな提案とは
～BYODとセキュリティを両立した

BlackBerryのモバイルソリューション～
http://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_181107_1109/

2019年
3月

エイトレッド様 東京 BCN アカデミールーム 30名

ISV・SIer必見！アプリケーションを開発しないクラウドサービス構築

～OEMワークフロー「ATLED Work Platform」で広がる
新たなビジネス展開～

https://www.seminar-reg.jp/bcn/sem_190313/

2019年
6月

ウェブルート様 東京 BCN アカデミールーム 30名

世界のサイバー攻撃から、お客様を一緒に守りましょう！
～『簡単・快適・迅速』だから売れる、ウェブルートの

最新セキュリティAI～
https://www.weeklybcn.com/journal/news/detail/20190808_168910.html

2020年
2月

バルコ様 東京
TKP東京駅日本橋

カンファレンスセンター
50名

東京五輪イヤーで待ったなし！
本質的な働き方改革を実現する遠隔会議ソリューション

https://www.weeklybcn.com/journal/news/detail/20200326_173357.html

2021年
2月

アステリア様 オンライン 50名
現場のデジタル変革に効くノーコードアプリ開発ツール

～ 「Platio」で新しいSIビジネスに踏み出そう～
https://www.weeklybcn.com/asteria_special/

2021年
4月

F5ネットワークス
ジャパン様

オンライン 100名
地方自治体のIT投資は大きな転換点に

行政のDXにつながるITインフラの提案とは
https://seminar-reg.jp/bcn/210413_sp/

プライベートセミナー企画以外にも、「テーマ特化型セミナー」、「BCN Conference 」など

「複数社協賛型」のセミナー企画も毎年開催しております。
詳細は別途企画書をご用意しておりますので、営業担当までお問い合わせください。 P6



BCNが出版で培ったノウハウと専門知識を活用。セミナー、オウンドメディア（映像・紙）で
企業メッセージや製品･サービスを、ターゲット顧客層にダイレクト訴求。
企業の統合的マーケティング・コミュニケーションの実現を強力にサポートいたします。

P7

オウンドメディア制作

映像メディアの企画・制作

紙メディアの企画・制作

いつでもどこでも潜在需要や顧客にアプローチ可能。

語りかける言葉のプレゼンテーションが訴求力を向上します。
直観的な理解と訴求力に優れた動画映像は、伝えたいメッセージを短時間で
分かりやすく伝達できます。導入事例や新商品情報も、
動画の表現力が効果を発揮します。

ステークホルダーとのダイレクトな関係性を創造することが出来ます。
BCNが持つプロの力で強力に支援します。
紙メディアの企画・制作はBCNが最も得意とする分野です。
社内報や投資家向け機関紙、広報誌などのハウスオーガンはもとより、
営業・マーケティングを支援する販売促進ツールの制作を、
BCNの経験豊富な編集・制作スタッフがサポートいたします。

さらに週刊BCNや週刊BCN＋と連携することで、

BCN既存読者へのPRを展開することが可能です。

詳細は担当営業までお問い合わせください。



株式会社BCN BCN営業部

電話番号 03-3254-7801（代）

メールアドレス w_sales@bcn.co.jp
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広告お問い合わせ先

広告掲載、制作サービスに関するお問合せ、
お申込みは下記の連絡先までお問い合わせください。
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