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■ メール広告①

ダイヤモンド流通情報フラッシュNEWS

DRM-onlineは流通業界関係者が最新の業界動向をつかむために活用
しています。その更新情報をいち早く伝えるメールニュースが「ダイヤモン
ド流通情報フラッシュ」です。

※配信日は変更になる場合があります 事前にお問い合わせください

配信数 13,800件

配信日 週2回配信（月、木曜日）※

読者プロフィール

流通業　38%
商社・卸　6%
メーカー　31%
IT企業　7%
その他　18%

1回 350,000円 23.2円

4回（1ヶ月内） 500,000円 8.3円
1.00%

入稿規定

原稿規定 テキスト形式、全角35文字×5行（URL含む）

入稿日 配信日の3営業日前

広告枠 1メールにつき4枠

備考

・URLの表記には前後に半角スペースが必要です
・広告内容によっては掲載をお断りする場合があります
・広告掲載順番は申込み順となります
・クリックカウントは貴社入稿URLを変換して計測し
　ます。計測不要の場合は、入稿時にお知らせください

掲載料金

※平均CTRは目安です。内容により異なりますので、事前にお問い合わせください
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セミナーや発表会などの告知で、高い
集客効果を実現しています。

AD



■ メール広告②

オプトインメール広告 （特別号配信）

「ダイヤモンド流通情報フラッシュ」の全登録ユーザーを対象とした、
流通業界関連のターゲティングが可能な「オプトインメール広告」を、
『お知らせメール特別号』として配信できます。

※必ずしもご希望日に添えない場合があります。 事前にお問い合わせください

回数 掲載料金 配信単価 平均CTR

1回 500,000円 38.2円

4回（1ヶ月内） 900,000円 17.2円
1.00%

入稿規定

原稿規定
テキスト形式、全角35文字×30行程度推奨（URL含
む）

入稿日 配信日の5営業日前

広告枠 1日2回、2社限定

備考

・URLの表記には前後に半角スペースが必要です
・広告内容によっては掲載をお断りする場合がありま
す
・クリックカウントは貴社入稿URLを変換して計測し
　ます。計測不要の場合は、入稿時にお知らせくださ
い

掲載料金

※平均CTRは目安です。内容により異なりますので、事前にお問い合わせください
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配信数 14,400件

配信日 当社営業日随時※

読者プロフィール

流通業　36%
商社・卸　6%
メーカー　30%
IT企業　7%
その他　21%



■ メール広告③

DHC（Diamond Home Center）情報フラッシュ

HC業界の最新トピックス情報、ヘッドラインニュース情報の更新を電子
メールでお知らせします。

※配信日は変更になる場合があります 事前にお問い合わせください

配信数 2,620件

配信日 毎月第1.3木曜日配信

読者プロフィール

流通業（含むＨＣ）　17%
商社・卸　6%
メーカー　36%
その他　41%

1回 100,000円 40.2円

2回（1ヶ月内） 250,000円 25.1.円

入稿規定

原稿規定 テキスト形式、全角35文字×5行（URL含む）

入稿日 配信日の3営業日前

広告枠 1メールにつき3枠

備考

・URLの表記には前後に半角スペースが必要です
・広告内容によっては掲載をお断りする場合があります
・広告掲載順番は申込み順となります
・クリックカウントは貴社入稿URLを変換して計測し
　ます。計測不要の場合は、入稿時にお知らせください

掲載料金
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HC業界に特化した情報発信にお役
立て下さい。
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■ サイト概要・アクセスデータ

DRMオンライン概要

DRMオンラインは、流通専門誌出版社が運営する流通ビジネ
ス専門の情報サイトです。

最新の業界ニュースをはじめ、注目テーマの特集や連載企画、統計デー
タのアーカイブなど流通業界関係者に役立つ情報を発信します。

Webサイト概要

・サイト名 ：DRMオンライン（ダイヤモンド・リテイルメディア）
・URL ：http://diamond-rm.net/

アクセスデータ 2018年3月末現在

・アクセス数 ：約160,000PV/月
・ユニークユーザ数 ：約51,000ユーザ/月

5

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD AD



■ ユーザー属性

小売業関係者が全体の40%
食品メーカー20%と続く

総合スーパー 4.5％
食品スーパー 10.9％
ホームセンター 3.5％
コンビニエンスストア 0.6％
ドラッグストア 2.7％
生協・農協 2.3％
通信販売 0.5％
百貨店 0.7％
その他小売業 4.8％
商社・卸 6.3％
食品 22.0％
家庭日用品 4.4％
化粧・医薬品 3.0％
その他製造業 6.2％
情報システム 7.2％
その他 20.4％

経営 13.3％
企画・調査 12.5％
人事･教育 2.1％
広報･宣伝 4.2％
財務･経理 1.4％
店舗開発 1.6％
仕入れ 6.9％
販売促進 7.5％
販売・営業 23.8％
マーケティング 7.0％
商品開発 3.1％
情報システム4.7％
製造･生産 0.4％
その他 11.5％

管理職 48.8％

経営 19.9％

専門職 4.1％

一般社員 22.4％

その他 4.8％

業種 職種 役職

企画、販売・営業、販促部門の従
事者が多い

経営者、管理職などの意志決定
者が全体の73%
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■ コンテンツ紹介

ブログ
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ニュース セミナー情報



■ 広告メニュー

バナー名 表示ページ 表示方法

①トップレクタングル 全ページ（一部除く） ローテーション

②インフィード トップページのみ 固定

③ボトムレクタングル 全ページ（一部除く） ローテーション

広告メニュー一覧
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①

② ②

③

※②のインフィード広告とは、コンテンツとコンテンツの間に表示される体裁の広告
です。DRMオンラインの場合、新着記事の下にインフィード広告のスペースを設けま
す。バナーのほか、テキストリンクを設定できます。



■ 広告規定①

メニュー名
サイズ

左右×天地(pixels)
ファイル形式 容量 原稿変更 ALTテキスト

アンダー
テキスト

入稿締切日

トップレクタングル 340×250
FLASH※、jpg、png、gif

(アニメ不可)
50kb以内 1回/月 不可 不可 5営業日前

インフィード 130×80
jpg、png、gif
(アニメ不可)

50kb以内 1回/月 不可 11字×3行 5営業日前

ボトムレクタングル 340×250
FLASH※、jpg、png、gif

(アニメ不可)
50kb以内 1回/月 不可 不可 5営業日前

原稿規定
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メニュー名 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 想定imp. 単価

トップレクタングル ¥300,000 1枠 １ヶ月 毎月１日 100,000 ¥3.0

インフィード ¥300,000 1枠 １ヶ月 毎月１日 100,000 \3.0

ボトムレクタングル ¥200,000 1枠 １ヶ月 毎月１日 100,000 ¥2.0

掲載料金

※レギュラーバナー、レクタングルにつきましては、imp売り、ご希望の掲載期間での掲載も可能です。在庫につきましても、合わせてお問い合わせください。



サイズ（左右×天地） 容量 ループ 秒数

1 swfファイル

2 flaファイル 設定確認用

3 gifファイル （代替用）

4 html (確認用）

備考

flaファイル

swfファイル

1 URL 式 チェックボックスをチェック

2 ウインドウ 式 チェックを入れない

3 変数

注意

説明

禁止事項

フォント

バックグランドカラー

音声

アニメーション

フレームレートについて(FPS)

その他、禁止事項 1

同時掲載本数

原稿差替

ALT 代替Gif

OS

ブラウザ

プラグイン

レポート

備考

掲載環境（右記環境での表示を
保証するものではありません）

＊JavaScript ON

Windows98以上

IE6以降、Firefox3以降、Safari4以降、Opera10以降（最新版を推奨）

FLASH10

タイムライン上での「GetURL」使用の禁止

各メニューのレギュレーションに準ずる

掲載期間中の差替え不可。ただし、掲載期間が2週間以上に連続する場合は、各週ごとで変更可。

不可

レポートはFLASHと代替gifの配信数の合計になります。

入稿時のGetURL設定に関する不明点は、弊社入稿担当までご確認ください。別途資料を送付します。

不可

無限ループ可

18フレーム/秒以下

リンク先URL数
Flash-1個 （リンク先URLは別途入稿メール内で指定）

代替Gif-1個　（リンク先URLは別途入稿メール内で指定）

 on(release){

  if((clickTAG.substr(0,5) == "http:") or (clickTAG.substr(0,6) == "https:")){
   getURL(clickTAG,"_blank");

  }
 }

アクションスクリプト

アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているかの説明をしてください。再度プログラムの変更を依頼することがあります。

・外部ファイルを取り込む処理
・外部サーバとの通信処理

・ユーザ環境情報を取得・更新する処理
・ユーザのクリックアクション以外の行動を取得する処理

・外部ハード機器を必要とする処理
・テキストオブジェクトに関する処理

・過度にCPUに負荷を与える処理
詳細は媒体資料を参照。

文字はアウトライン化すること

背景色はデフォルト（白）で入稿

入稿ファイルのバージョン
指定なし

FLASH10（もしくは8以降）でパブリッシュ

「GetURL」の設定

「clickTAG」と入力（リンク先URLは別途入稿メール内で指定）

「_blank」と入力

「送信しない」を指定

大文字小文字の差異が無いように記述してください。

注意

※cookie漏洩防止の為、右記

のようにご記述下さい。

on(release)　チェックボタンにチェック

対応メニュー：レギュラーバナー、レクタングルバナー

原稿ファイル

各メニューのレギュレーションに準ずる。

各メニューのレギュレーションに準ずる。

要

フラッシュバナーを入稿の場合は上記4種をセットで入稿願います

■ 広告規定②
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※FLASHバナーについて



■ タイアップ広告

オリジナルタイアップ広告

純広告では伝えきれないソリューションの特長を記事形式のスタイルでご紹介します

メールニュース

誘導

仕様 2,000字程度（ページ換算で2ページ程度）  写真1～2点、チャート1点程度

掲載期間 1ヶ月

お申し込み 掲載開始日の1ヶ月前

誘導枠 トップレクタングルorインフィード広告掲載/定期メールニュース広告配信(2回)

想定PV 1,000PV（月間）

実施料金 500,000円（税別）・（記事広告の取材・製作費込み）

※取材、撮影に関するオプションは別途お見積りいたします。 ※メールニュース原稿、トップレクタングル原稿は支給でお願い致します。
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トップレクタングルorインフィード広告
AD

タイアップ広告ページ



■ タイアップ広告
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広告枠
仕様 2,000字程度（ページ換算で2ページ程度）  写真1～2点、チャート1点程度

掲載期間 1ヶ月

お申し込み 掲載開始日の1ヶ月前

誘導枠 トップレクタングルorインフィード広告掲載/定期メールニュース広告配信(2回 )

想定PV 1,000PV（月間）

実施料金 500,000円（税別）・（記事広告の取材・製作費込み）

オリジナルタイアップ広告

純広告では伝えきれないソリューションの特長を記事形式
のスタイルでご紹介します

トップレクタングル
or インフィード広告、
メールニュースより誘導

タイアップ広告ページへ

AD
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トップページ

トップレクタングル
orインフィード広告

メールニュース
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◆「DRMオンライン」 リードジェネレーション特別企画

■小売流通業界のターゲットの部門の見込み客の獲得を獲得したい

小売流通業界の課題解決につながるソリューションや導入事例、セミナーレポート

等を掲載、ターゲットの小売流通業界のキーマンのリード獲得を目指 します。

■【主な構成内容】
①小売流通業界向けのソリューション解説や導入事例、セミナーレポート等を掲載
（タイアップ広告）
↓

②関連資料やホワイトペーパー（WP）のダウンロード（DL）施策の実施
↓

③資料WPをダウンロードされた方々のリストを提供

■【スケジュール】
・タイアップ広告ページの取材・制作： 約3週間
・ タイアップ記事広告ページ公開（リード獲得施策の実施）
・掲載終了（サイト内には保存・閲覧は可能）
・掲載報告レポート、リードレポート提出 （リード獲得リスト提出）

■【リード獲得型タイアップ】
掲載期間1ヶ月/ リード獲得件数（ 想定：100件）
料金： 実施内容によって御見積りをいたします。

※実施の場合には、DL（ダウンロード）資料、WP（ホワイトペーパー）の
データ提供をお願いいたします。

「DRMオンライン」特別企画としてリードジェネレーション
特設タイアップページを作成し、バナー及びメールニュー
スで小売流通業界のキーマンに訴求。小売流通業界向
けの資料、WPをDLによって提供しリードを獲得。

・トップレクタングル（バナー）orインフィード広告
・ダイヤモンド流通情報フラッシュNEWS 
（月・木曜配信: 15,100通）
・オプトインメール（特別号配信）（13,100通）

◆リード獲得プランの実施メニュー◆

【展開例】
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■ 特別メニュー

『ダイヤモンド・チェーンストア』誌と『DRMオンライン』の同時掲載

『ダイヤモンド・チェーンストア』誌に掲載した
記事広告を

『DRMオンライン』 Webサイトに同時掲載

『ダイヤモンド・チェーンストア』誌の掲載情報を『DRMオンライン』Web読者ターゲットに同時発信
誌面掲載したタイアップ広告をWebで再掲載。誌面との連動を図ります。

Web掲載料：45万円（税別・制作費込み）
※誌面広告掲載料は別途 ※同時掲載の場合のweb掲載料

雑誌とWebサイト、異なる読者層にリーチします
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■ 広告掲載スケジュールとご注意

申し込み

●お問い合わせ先 株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア クロスメディア戦略室

〒101-0051東京都千代田区神田神保町1-6-1タキイ東京ビル

TEL : 03-5259-5933 FAX : 03-5259-5935

・掲載日の3週間前にお申込みください。タイアップ広告のみ1ヶ月前となります。
・お申込み後の掲載日変更、キャンセルは原則お受けいたしません。

入稿

・バナー原稿は掲載日の5営業日前、Flash形式は7営業日前（クリエイティブの動作に問題が無いことが前提）となります。
※動作確認が必要なため、お早めに入稿ください。遅れた場合は、掲載開始日とおりの配信は保障できません。
・メール広告原稿は配信日の2日前になります。
・原稿規定に従った完全原稿でご入稿下さい。
・その他、特殊バナー等につきましては、事前にご相談の上ご入稿日を設定させていただきます。
・上記期限に遅れた場合、掲載開始遅延・配信事故等関しては、補填および配信の振り替え等は行いません。
・広告や広告のリンク先（Webサイト）の内容よっては広告やリンク先（Webサイト）の修正をお願いする場合

がございます。

原稿およびURLの変更

・変更反映のご希望日は、営業日に限らせていただきます。反映時間はご希望日の午前中となります。
（時間はご指定いただけません。）
・変更/追加原稿等は、反映ご希望日の4営業日までにご入稿ください。原稿に不備があった場合は、ご希望日

より遅れての反映になる場合がございます。
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