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セミナー事業について

小売・流通専門出版社の強みを生かし、ワンストップでサポート

ダイヤモンド・リテイルメディアではこれまでも小売業界・流通業界向けに年間70本以上のセミナーを開催してまいりました。クライアント
企業の皆様に対して、小売業界・流通業界の意思決定層である登壇者・受講者との出会いの機会をご提供しています。

弊社はダイヤモンド社グループの一員として、創刊50年超の紙媒体が培ってきた小売業界・流通業界の意思決定層との強力なネット
ワークを生かし、セミナーのテーマにふさわしい講師陣をブッキングいたします。

紙媒体に加えて、オンラインニュースメディアの「DCSオンライン」を活用し、ターゲット層に告知活動を実施します。ターゲティングメール
最大2万2000件、メルマガ会員1万4000人、月間198万PV、約7割を占める経営者や管理職など意思決定層に向けてアプ
ローチが可能です。

年間セミナー実績70本以上のノウハウを生かし、企画立案、ゲスト講師の提案と交渉、集客支援、配信方法の提案、事前動画収
録、リードリスト作成、アンケート集計などセミナー専門のスタッフがワンストップでサポートいたします。
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セミナー開催実績（2022年1月以降）

実施日 開催形態 テーマ 協賛・協力 協力（講演者）

2022.6.29 フルパッケージ 進化する流通業のデータ分析経営最前線 ヤフー 東急ストア/D&Sソリューションズ/ヤフー

2022.7.4 企画協賛 最新ストアトレンド徹底解説セミナー MMSマーケティング
セブン＆アイ・クリエイトリンク/DRM/MMSマーケティング

2022.7.6 フルパッケージ オムニチャネル成長戦略 Amazon Pay イケアジャパン/FABRIC TOKYO/Amazon Pay

2022.7.13 フルパッケージ DXで実現する「データドリブン経営」成功の秘訣 Tableau, 
Salesforce

グッディ/Tableau/Salesforce

2022.7.14 部分サポート 顧客とつながる業界の新しいカタチ セールスフォースJ セブン-イレブン・ジャパン/コカ·コーラボトラーズジャパンなど

2022.7.26 企画協賛 お客さまの喜びと働く喜びを両立する 商売の基本 セールスフォースJ 本多コンサルティング/セールスフォース

2022.7.28 企画協賛 小売業キーパーソンに聞く！第5回 ヤプリ Genky DrugStores/ヤプリ/DRM

2022.9.20 会員制 リテールDXの最新事例紹介 実践リテールDX研究会 ハローズ/シノプス/エム・データ/博報堂など

2022.9.28 企画協賛 有力ドラッグストアの2022年商品＆デジタル戦略 Braze トモズ/ウェルシア薬局/Braze

2022.10.28 フルパッケージ ローソン・カルビーがデータ分析で見いだす「真の顧客像」 フェリカネットワークス ローソン/カルビーなど

2022.11.8 部分サポート Yahoo! JAPAN DATA CONFERENCE ヤフー パン・パシフィック・インターナショナルHD/カスミなど

2022.11.9 企画協賛 小売業キーパーソンに聞く！第6回 New Relic 西友/New Relic

2022.12.5 企画協賛 小売・メーカーの共創で実現する
「リテールメディア」最前線

セールスフォースJ ベイシアグループソリューションズ/ゲート・ワン

2023.1.24 フルパッケージ 進化する小売業・消費財メーカー データドリブン経営
2023

セールスフォースJ 店舗のICT研究所、サントリー、パルコ、セールスフォー
スJ

2023.2.22 フルパッケージ 米国小売業 パラダイムシフト セールスフォースJ パナソニック コネクト/顧客時間/セールスフォースJ

2023.3.1 企画協賛 企業変革を促す！
小売業のサステナビリティ最新スタディ

アクシアルリテイリング/日本大学/東京大学など

2023.3.14 会員制 2023NRFレポート＆実践リテールDX研究会 実践リテールDX研究会 博報堂/DRM

2023.3.28 フルパッケージ オムニチャネル時代のEC競争戦略 アマゾンジャパン サンドラッグ、日本生協連、アマゾンジャパン

2023.3.29 企画協賛 店頭販促セミナー マックス コープデリ生協連/リテイルインサイト/マックス

※ 会員制のクローズドセミナー、一部有料セミナーの開催実績の掲載を省略しています
※ その他セミナーは右記URLでご覧頂けます。 https://diamond-rm.net/seminar/ 3



セミナーの形態・実施料金
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セミナー形態 提案内容

①フルパッケージ型
5ページ参照⇨

クライアント様のご要望に合わせて、セミナーの企画から講師アサイン、告知ページ（LP）作成、集客サポート、自

薦動画収録、開催当日配信、登録者リスト作成、アンケート集計までフルパッケージでサポートいたします。

②企画協賛型
8ページ参照⇨

当社が企画した主催セミナーに協賛企業として、ご参加いただく形態。弊社が事前に企画し、講師も用意いたしますのでコ

ストを抑えて、自社サービスを周知することが可能です。協賛企業には講演枠を提供します。

③部分サポート型
11ページ参照⇨

セミナーの講師アサインと集客、集客と収録・配信など、クライアント様のニーズに合わせて、弊社が部分的にサポートいたしま

す。

④集客サポート型
弊社オンラインメディア「DCSオンライン」のターゲティングメールやメルマガ、バナー広告を活用し、クライアント様主催セミ

ナーの集客をサポートいたします。

セミナー形態
企画
提案

講師
アサイン

収録
貴社
講演
枠

集客

LP
申込者

情報管理
配信 抄録

アーカイブ

配信 実施料金
（税別）広告

T
メール

メル
マガ

①フルパッケージ型 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 選択 選択 ¥２,500,000～

②企画協賛型 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 選択 選択 ¥2,000,000~

③部分サポート型 ― 選択 選択 〇 〇 〇 〇 〇 〇 選択 選択 選択 ¥1,500,000~

④集客サポート型 ― ─ ─ ─ 選択 選択 〇 選択 選択 ─ ─ ─ ¥200,000～



①フルパッケージ型セミナー 実施料金／実施内容／オプション

フルパッケージ型セミナー 実施料金 2,500,000円～（税別） 想定登録者数：200～250名

お客様のニーズに合わせて、弊社セミナー担当者がプランニングを行います。ヒアリングから講師の選定、ページの制作や集客施策、当日
のセミナー運用や顧客サポートと、セミナー運営にかかわるあらゆる業務を、ワンストップで対応いたします。講演の動画撮影については
、弊社内に動画収録用のスタジオを用意しており、担当者が丁寧にサポートいたします。もちろんライブ配信にも対応します。

※想定登録者数は事前にご相談させていただきます
※セミナーの当日受講者数は、登録者の6割前後の想定となります
※弊社セミナーの開催状況によっては、開催時期の変更をお願いしたり、ゲスト講師のご要望にお応えできない場合もございます

〈実施内容〉
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□企画╱運営
・WEBセミナー企画・進行管理
・講師のご提案╱アサイン（講師1人）
・申込者情報管理
・WEBセミナー配信システム管理

□告知╱集客
・告知ページ、登録フォーム作成
・ターゲティングメール、メルマガ配信

□動画収録╱配信方法
・事前収録配信 or ライブ配信
・講演動画事前収録╱動画編集

□開催後フォロー╱納品物
・申込者リスト提供（当日受講ログデータ）
・アンケート作成╱集計╱レポート提出

〈追加オプション〉
□講師アサイン
・ゲスト講師の追加アサイン
・ゲスト講師の対談形式での御登壇の打診

□開催後フォロー╱納品物
・DCSオンラインに抄録レポート掲載
・「ダイヤモンド・チェーンストア」誌など紙媒体でのレポート掲載

□二次利用
・セミナー通し動画または協賛セッションの動画データご提供
・セミナー抄録レポートのテキストご提供、PDF作成
※講師の都合により、動画データを提供できない場合もあります

□アーカイブ配信
・配信日以降、視聴登録者へのアーカイブ配信
・配信日以降、DCSオンライン会員向けにアーカイブ配信
※講師の都合により、アーカイブ配信できない場合もあります



集客施策
参加者
登録受付

参加者確定

WEBサイト告知

ターゲティングメール
メルマガ

主催企業からの
特別ご招待

提携先からの
メール配信

「DCSオンライン」で
セミナー参加申込者

登録・受付

事前登録により
企業名・個人情報を

把握

セミナー参加定員
（例: 想定200名）

セミナーの最終参加者
をセグメントで確定

よりターゲットに近い
企業様から受講票を

メールで送付

セミナー最終参加者
確定

協賛企業様からの
特別ご招待

主催企業

ダイヤモンド
リテイルメディア

協賛企業様

協賛企業様

①フルパッケージ型セミナー 告知・集客からセミナー開催までの流れ

セミナー事務局

情報提供

情報提供
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1.5か月後当日

抄録制作
（オプション）

セミナー配信
集客開始

事前動画収録

①フルパッケージ型セミナー 標準スケジュール

年間セミナー実績70本以上のノウハウを生かし、企画立案、ゲスト講師の提案と交渉、集客支援、配信方法の提案、事前動画収録、配
信レポートなどセミナー専門のスタッフがワンストップでサポートいたします。

セミナー・ウェビナー

告知ページ
制作

講師選定
配信方法

提案

ヒアリング・
プロポーサル

1か月

お客様がセミナーにて
実現したいこと、期待
していることを教え

入稿データをもとに、
ランディングページの
作成を行います。途

当日のセミナーウ
ェビナー運用も
弊社事務局で代行

ていただき、方向性 ヒアリング結果をもと 中、何度かチェックが 広告やターゲットメー します。
を定めます。 に、適切な講師を 入ります。 ルの集客施策を開

サーチし、アサインし 始します。ウェビナー
ていきます。ライブ配 配信のための動画を
信、収録動画配信 事前収録いたします。
など最適な配信方 動画編集も行います。
法を提案します

公開後1.5か月後を
目安に、セミナー抄
録をDCSオンラインに
掲載します（オプショ
ン）。

2か月前3か月前

セミナー事務局設置
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②企画協賛型セミナー 実施料金／実施内容／オプション

企画協賛型セミナー 実施料金 2,000,000円～（税別） 想定登録者数：150～200名

弊社で選定したテーマやキーワード、講師陣でWEBセミナーを設計し、ご協賛いただくかたちとなります。講演枠のご提供、セミナーの
告知ページの制作や集客施策、当日のセミナー運用などの対応いたします。セミナーのテーマや講師陣についてご要望があれば、カスタ
マイズいたします。1社協賛を想定していますが、複数社協賛となる場合もございます。1社協賛をご希望の場合は早めにお問合わせく
ださい。

※複数社の協賛で開催する場合がございます。
※想定登録者数は事前にご相談させていただきます
※セミナーの当日受講者数は、登録者の５～6割の想定となります
※協賛の申込締切につきましては、基本、開催の2カ月前までとさせていただきます
※弊社セミナーの開催状況によっては、開催時期の変更をお願いしたり、ゲスト講師のご要望にお応えできない場合もございます

〈実施内容〉
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□企画╱運営
・WEBセミナーの進行管理
・講師アサイン（講師1人）
・申込者情報管理
・WEBセミナー配信システム管理

□告知╱集客
・告知ページ、登録フォーム作成
・ターゲティングメール、メルマガ配信

□動画収録╱配信方法
・事前収録配信 or ライブ配信
・講演動画事前収録╱動画編集

□開催後フォロー╱納品物
・申込者リスト提供（当日受講ログデータ）
・アンケート作成╱集計╱レポート提出

□開催後フォロー╱納品物
・オンライン媒体「DCSオンライン」に抄録レポート掲載
・「ダイヤモンド・チェーンストア」誌など紙媒体での抄録レポート掲載

□アーカイブ配信
・配信日以降、視聴登録者へのアーカイブ配信
・配信日以降、DCSオンライン会員向けにアーカイブ配信
※講師の都合により、アーカイブ配信できない場合もあります

〈追加オプション〉
□講師アサイン
・ゲスト講師の追加アサイン
・ゲスト講師の対談形式での御登壇の打診

□二次利用
・セミナー通し動画または協賛セッションの動画ご提供
・セミナー抄録レポートのテキストご提供、PDF作成
※講師の都合により、データを提供できない場合もあります



②企画協賛型セミナーの企画案、概要・プログラム案
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協賛型セミナー企画案

※企画案とキーワードに合わせて講師をアサインいたします
※講師のご要望があれば対応いたしますので、ご気軽にご相談ください
※開催時期や企画案、キーワードは協賛をご検討される企業様のご要望により兼行することも可能です。ご気軽にご相談ください
※弊社セミナーの開催状況によっては、開催時期の変更をお願いしたり、ゲスト講師のご要望にお応えできない場合もございます

開催予定月 企画案 キーワード 申込締切

2023年4月
開催決定

クイックコマース/ネットスーパーの新潮流 EC、アマゾン、CS、CX、AI、決済 23年2月

2023年5月 小売業のEX（従業員体験価値）向上戦略 ES、エンゲージメント、店舗競争力強化 23年3月

2023年7月 サプライチェーン革命 AI、ロボット、MFC、需要予測 23年5月

2023年9月 メタバースリテイリングの可能性 メタバース、VR/AR、NFT、D2C、CS 23年7月

2023年10月 中小小売業 サバイバル戦略 DX、アプリ、CS、独自Pay、小商圏化 23年7月

2023年11月 ドラッグストアDX最前線 CX、かかりつけ、調剤、アプリ、アマゾン参入 23年9月

2023年12月 小売業・メーカー協業で加速する店舗のメディア化 D2C、アプリ、動画、SNS、商品開発 23年10月

2024年2月 NRF2024＆米国小売業最新動向 NRF、DX、AI、VR・AR活用、ヘルスケア 23年11月

2024年3月 サステナブルリテイリングへの挑戦 SDGs、フードロス削減、省力化、節電 23年12月



②企画協賛型セミナーの概要・プログラム案

想定視聴登録者数：200～250名

実施料金（トータル）：3,500,000円～
※2社協賛の場合、1社当たり1,750,000円～

※ ゲスト講師と協賛企業の講演枠、講演時間は変更する場合がございます

※代理店様が企業協賛型セミナー企画を買取で、2社以上のクライアント様に協賛を募集される場合はご相談ください
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5分 主催者挨拶・セミナー主旨説明

40分 ゲスト講師講演①

25分 協賛企業様講演枠

終了挨拶・アンケート呼びかけ

開催例➀協賛企業1社の場合 開催例②協賛企業2社以上の場合

5分 主催者挨拶・セミナー主旨説明

30分 ゲスト講師講演①

20分 協賛企業様講演枠➀

20分 協賛企業様講演枠②

30分 ゲスト講師講演②

終了挨拶・アンケート呼びかけ

トータルの配信時間：70分～

ゲスト講師：1名

想定視聴登録者数：150～200名

実施料金：2,000,000円～

トータルの配信時間：120分～

ゲスト講師：2名



③部分サポート型 実施料金／実施内容／オプション

御社主催のセミナー企画や集客をサポートいたします。御社主催セミナーのゲスト講師アサインや「DCSオンライン」上での告知ページ作成
・掲載、ターゲティングメールやメルマガ広告、バナー広告での集客、登録フォームの作成・掲載、視聴登録者情報の管理、当日のセミナー
運用などの対応いたします。また、当社内に動画収録・配信ルームを完備しておりますので、配信動画の収録や動画編集、動画配信など
もサポートいたします。
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部分サポート型 ご提供メニュー
□企画╱運営
・講師アサイン
・申込者情報管理
・WEBセミナー配信システム管理

□告知╱集客
・告知ページ、登録フォーム作成
・ターゲティングメール、メルマガ配信

□動画収録╱配信方法
・事前収録配信、動画編集
・セミナー開催日に動画配信

□開催後フォロー╱納品物
・申込者リスト提供（当日受講ログデータ）
・アンケート作成╱集計╱レポート提出

■部分サポート型 提供例（クライアント様主催セミナーの集客サポート）
実施料金 1,500,000円～ （税別）

ご提供メニュー内訳
・セミナー告知ページ作成・DCSオンラインに掲載
・登録フォーム作成、登録者リスト管理
・ターゲティングメール2回
・メルマガ広告1回
・インフィード広告（中）



ランディングページ作成

告知方法

セミナーの紹介ページを制作。DCSオンラインのトップレクタングルやインフィードを使った広告枠による
PR、ターゲティングメールを使って顧客へのダイレクトなPRを行います。

トップページ

誘 導

ランディングページ

フォーム入力

掲載分量 1,500字程度
グラフィックス3点程度
※取材・撮影込み

掲載期間 セミナー集客開始～
（掲載後1年間はアーカイブ）

※LP制作しない（自社LPへ遷移）場合は、お問合せください。
※クリエイティブ制作は弊社で制作。既存のものを使う場合は別途ご
案内ください。

広告クリエイティブ作成

掲載箇所 ・トップレクタングル（300×250px）
想定Imp.250,000 (CTR0.1%)

・インフィード広告 (240×150px)
想定Imp.150,000 (CTR0.1%)

掲載期間 セミナー集客開始～募集終了まで

ターゲティングメール
11ページ参照⇨

フォーム
・原則、弊社フォーマットによる。
・貴社フォームへのリンク可。
※プライバシーポリシーは公開までに送付ください。

ターゲティングメール

11ページ参照 ⇒

12



ターゲティングメール

弊社のメールマガジン読者に向けて「ターゲティングメール」を配信できます。最大22,000件の中から、様々な条件でご希望するターゲット層へリーチさせる
ことができ、リード獲得やセミナー・発表会のプロモーションで、効果的な集客が期待できます。

実施内容

掲載分量 推奨：全角35文字×30行～

入稿 配信日5営業日前
※弊社で原稿を作成する場合は、別途費用が発生します

その他 ・環境依存文字の使用不可
・画像の挿入可（画像はご提供ください）
・クリックカウント設定可能。URLは提供いただきます。

配信数 最大22,000件

配信日時 9:00（月～金曜日のいずれか）
※枠のスケジュールにより11:30のケースもあり（事前連絡あり）

PRクレジット 誘導枠と記事にPR表記を挿入

お問い合わせ等の遷移先 コンテンツ内に表示ご要望に応じてバナー等作成いたします。

レポート 送信数、開封率、クリック数、クリック率

入稿規定

約5,000通まで ¥ 500,000 (税別）～

約10,000通まで ¥ 550,000 (税別) ～

約15,000通まで ¥ 600,000 (税別）～

約22,000通まで ¥ 700,000 (税別）～

実施料金

※ 希望するターゲットを伺い、配信数を決定していきます。ターゲットによって多少の増減が発生します。
13

流通セミナーの
ご案内



ターゲティングメール属性表

小売 20% 商社・卸 18% メーカー 32%
サービス

5%
その他 25%業種割合

業種

小売・・・20%

総合スーパー / 食品スーパー / コンビニエンスストア / ディスカウントストア / ドラッグストア・薬局 / ホームセンター /

専門店 / 百貨店・モール / 生協・農協 / 専門店・アパレル / 家具・家電量販店 / ボランタリーチェーン /

オンラインストア・通販 / 食品宅配

商社・卸・・・18%

メーカー・・・32%

食品 / 消費財 / インダストリー / 製薬・調剤

サービス業・・・5%

外食・中食 /サービス業(外食・中食除く) /人材サービス・貸事務所 / 旅行・観光業 / 持株会社

その他・・・25%

IT・通信 / 広告・メディア・PR・印刷 / ロジスティクス/ 金融・証券・保険 / コンサル・専門事務所・リサーチ /

建設・内装・不動産 / エネルギー(電力・ガス・石油・新エネルギー) / 公社・官公庁・学校・研究施設 /

特殊・財団法人・団体・連合会

役職 経営 / 管理職 / 専門職 / 一般社員 / パート・アルバイト / その他

ジオグラフィック エリア（都道府県）

売上高レンジ 1億円未満 / 1億円～500億円未満 / 500億円～1000億円未満 / 1000億円以上

従業員数レンジ 10人未満/10～100人未満/100～1000人未満/1000～10000人未満/10000人以上 14



メールマガジン

平日毎朝送付されるメールマガジンは、多くの流通業に関わるユーザーにご愛読いただいています。始業前の日課として利
用されているお客様もおり、商品・サービス紹介のプロモーションの有効な手段としてご活用いただけます。

実施内容

掲載分量 全角35文字×5～8行程度

入稿 配信日の5営業日前
※弊社で原稿を作成する場合は、別途費用が発生します。

その他 ・環境依存文字の使用不可
・画像の挿入不可
・クリックカウント設定可能。URLは提供いただきます。

配信数 約14,000件

配信日時 7:30（月～金曜日）

PRクレジット タイトルにPR表記を挿入

お問い合わせ等の遷移先 コンテンツ内にURL表示。短縮URLでの発送となります。

レポート 送信数、開封率、クリック数、クリック率

入稿規定

基本設定 ￥200,000(税別） 3回

4回目以降 ＋¥50,000(税別) 1回

実施料金

15
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トップレクタングル

PC スマートフォン

AD
①

16

実施内容
メニュー名 トップレクタングル

料金 静止画：￥600,000
動画 ：￥700,000

掲載期間 1か月（基本）

想定Imp 350,000

表示ページ トップページ、各記事ページ

表示方法 ローテーション（他、最大5つ）
表示量のコントロールあり

画像仕様 300×250px
静止画：Jpeg、Ping、Gif
動画 ：Gifのみ対応

入稿期限 5営業日前

画像・動画 完成データを入稿。
※当社で用意の場合は別途費用発生

AD

注目度が高く、ほぼ全ページで表示される広告です。サービスやイベントの認知拡大に魅力的なメニューです。



インフィード（上・中・下）

PC スマートフォン

AD
(上)

17

実施内容
メニュー名 インフィード（上、中、下）

料金 上：￥400,000～
中：￥200,000～
下：￥150,000～

掲載期間 1か月（基本）

想定Imp 上：70,000
中：50,000
下：40,000

表示ページ トップページ

表示方法 ローテーション（他、最大3つ）
表示量のコントロールあり

画像仕様 240×150px
Jpeg、Ping、Gif
テキストは全角25～35字程度

入稿期限 5営業日前

画像 完成データを入稿。
※当社で用意の場合は別途費用発生

AD (上)

新着内の好位置に自然な形で配置されます。印象的な画像とテキストを配置することで、多くの送客を見込むことができます。

AD
(中)

AD
(下)

AD (中)

AD (下)



「DCSオンライン」について
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基本情報

月間PV 1,986,000 PV

DCSオンラインとは？

弊社が発行する「Diamond Chain Store」誌の取材力を生かした、ダイヤモンド・リテイルメディア独自のオンラインニュースメディア。

小売・流通業を中心としたビジネスパーソン向けのニュース、コンテンツを毎日配信。

月間UU 921,000 UU

保有AU数 43,000 件

ITビジネスが小売業界のスタンダードと常識を覆し、アマゾンの台頭が小売業者のビジ
ネスモデルに大きな変革を迫っています。さらには人口減少と少子高齢化、人手不足
、業態の垣根を超えた競争……。不確実さを増すビジネス環境下を生き抜くためには
、拠り所とする情報力が重要です。その情報は単なる羅列ではなく、小売業がビジネス
を変革し、成長し続けていくために何が必要かという視点でまとめられていなければなり
ません。

毎日の店づくりを革新させる最新売場づくりのノウハウやトレンドから、AIを活用したビジ
ネス変革、さらには5年後、10年後を見据えた経営戦略を立てるための重要なヒント
まで、丁寧に編集して皆さまにお届けしているのが、このDCSオンラインです。

DCSオンラインは、食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター
、ドラッグストア、ディスカウントストア、百貨店、専門店チェーンなど幅広い小売
業の意思決定層、マーチャンダイジング、マーケティングを担う幹部などのキーマンに広

く閲覧していただいております。

皆さまのマーチャンダイジングやマーケティング、ビジネス革新に
関するご提案を直接、小売業幹部に届けることができる、
稀有なオンラインメディア、それがDCSオンラインです。

DCSオンライン編集長 阿部幸治



ユーザープロフィール

DCSオンラインを訪問するユーザーの属性とは？

北海道
・東北

3.2%

関東

72.4%

中部・
北陸

6.9%

近畿

11.0%

中国・
四国

3.9%

九州

2.5%

PC
27.3%

タブレット
2.8%

デバイス別
構成比

スマートフォン
69.9%

男女
比率

男性
55.1%

女性
44.9%
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55-64
10.7%

35-44
27.8%

45-54
18.7%

18-24
10.8%

65-
6.0%

世代別
構成比

25-34
26.0%

Google Analytics

エリア別構成比
B-dash

Google Analytics

Google Analytics



商品企画・
開発

13.9%

販売・営業
36.0%

経営・経営
企画 11.5

％

マーケティング
11.4%

IT・WEB・EC
3.7%

職種

B-dash

業種

メーカー
32%

商社・卸
18%

小売
22%

その他
23%

Landscape

ユーザープロフィール

専門媒体ならではの「濃い」顧客情報を保有。一般情報誌にはない「食品スーパー」「総合スーパー」などの業態別属性も取得できています。

21

販売、開発など、事業を前線で
進める実務者などを中心とした、

幅広い職種のリード。

小売の内訳
食品スーパー 25.0%

ホームセンター 10.3%

ドラッグストア 8.1%

ディスカウントストア 1.8%

コンビニエンスストア 3.7%

総合スーパー 28.9%

専門店 12.4%

生協・農協 3.8%

百貨店・モール 1.2%

その他 4.8%

広報・宣伝・販促
6.5%

ほか、
財務・人事・IR 2.8%
バイヤー 2.3%
製造・生産 1.3%
その他 2.9%

メーカーの内訳
食品 60.8% 消費財 10.7%

製薬・調剤 7.6%インダストリー 20.9%

管理職
54.9%

一般社員
18.5%

経営
12.5％

専門職
5.6％

その他
8.5％

役職

B-dash

流通・小売業直接の関係者が全体の約77%

小売業が全体の 約22%

経営者、管理職などの
意志決定者が全体の

67.4%

サービス
5%

サービスの内訳
外食・中食 12.0% サービス業 8.3%

人材サービス 28.8% 旅行・観光 6.1%

持株会社・その他 44.8%



お問合せ先

株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア
流通マーケティング局

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1-6-1タキイ東京ビル

営業時間：10:00～17:00

メール：seminar@diamond-rm.co.jp

右のQRコードからもお問い合わせいただけます。

mailto:drm-support@diamond-rm.co.jp
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