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●当企画書内の画面はイメージです。変更の場合があります。 PV等の数値等は「DRMオンライン」の実績です。
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2019年３月 「DCSオンライン」へリニューアル

リニューアルポイント

ユーザビリティの向上
・フィード型レイアウトで、より見やすいニュースサイトへ
・タグページの採用による検索性の大幅なアップ
・カテゴリー毎にニュースを格納。興味のあるニュースをカンタンに読めるように

より多くのお客様に届ける
・ 「ライフ」カテゴリーを設けることで経営層だけでなく、幅広いユーザーを獲得
・ スマホなどのモバイル端末でも見やすいレイアウト

簡単クリップ、シェア
・ SNSボタンを追加、気になる記事を簡単にクリップ＆シェア

※URLはdiamond-rm.netのまま、変更しません。



SPPC
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サイト概要・アクセスデータ1

DCS（ダイヤモンド・チェ―ンストア）オンラインは、
ダイヤモンド社グループの流通専門誌出版社が運営する
小売・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、
小売・流通業に関わるビジネスパーソンの
皆様に役立つ情報を発信します。

Webサイト概要
●サイト名:ダイヤモンド・チェーンストアオンライン（DCSオンライン）
●URL:http://diamond-rm.net/

アクセスデータ 2019年3月末現在 User Insightより

●アクセス数:約150,000PV/月（DRMオンライン実績）
●ユニークユーザー数:約65,000ユーザー/月

●ダイヤモンド・
ホームセンター

●ダイヤモンド・
チェーンストア

●ダイヤモンド・
ドラッグストア

●流通テクノロジー

ダイヤモンド・リテイルメディア紙媒体



5

サイト概要・アクセスデータ2

国内エリア別構成比

エリア 構成比

北海道・東北 6.8%

甲信越・北陸・中京 11.4%

関東・首都圏 54.0%

近畿 17.5%

中四国 6.4%

九州・沖縄 3.9%

合計 100.0%

（ 2019年1月～3月/User Insightより）



6

サイト概要・アクセスデータ3
（ 2019年1月～3月/User Insightより）

年代（推測）

性別（推測）
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サイト概要・アクセスデータ4

デバイス別構成比

（ 2019年1月～3月/User Insightより）

曜日別構成比

51.5%

27.8%

16.9%

3.8%

PC iOS Android その他のデバイス

18.7%

15.7%

14.5%18.4%

15.6%

8.9%

8.2%

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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サイト概要・アクセスデータ5

時間帯別構成比

（ 2019年1月～3月/User Insightより）
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新着ニュース

旬のニュースを随時更新!

PC SP



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

※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。
※複数回にわたる連載形式での広告も可能ですので、お問い合わせください。
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タイアップ広告

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 期限なし（アーカイブとして格納）

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/
メルマガ広告配信(2回)

想 定 P V 1,000PV（月間）

実 施 料 金 500,000円（税別）
（記事広告の取材・制作費込み）

タイアップ広告
イメージ



広告枠

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

トップページ

トップレクタングル
orインフィード広告

タイアップ広告公開までのスケジュール

●制作期間目安:取材・撮影から1ヶ月前後
取材・撮影 ➡ 編集・制作  ➡ 公開

文字数:2000字程度

タイアップ広告
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メールニュース



『DCSオンライン』 と『ダイヤモンド・チェーンストア』誌の同時掲載

『DCSオンライン』 Webサイトに
掲載した記事広告を

『DCSオンライン』 Webサイトに
掲載した記事広告を

Web『DCSオンライン』の掲載情報を『ダイヤモンド・チェーンストア』誌に
同時発信
Webと誌面との連携でより広いリーチをはかります。

※誌面掲載料はページ数、内容によって異なります。

Webサイトと雑誌の同時掲載で、異なる読者層にリーチします

WEB・誌面の同時掲載
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『ダイヤモンド・チェーンストア』誌に
同時掲載

『ダイヤモンド・チェーンストア』誌に
同時掲載
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メルマガ ユーザー属性

※配信件数のうち、属性の登録がある送信先の内訳。

業 種
小売業関係者が

全体の40%
食品メーカー20%

と続く

職 種

企画、販売・営業
販促部門の

従事者が多い

役 職

経営者、管理職などの
意志決定者が
全体の73%



配信数 9,100件

配信日 毎朝配信（月～金曜日）※

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%

メルマガ
DCSオンライン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、メルマガ「DCSオンライン」です。

※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

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。
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メルマガ広告

回数 掲載料金 平均CTR
1回 350,000円

0.50%
4回（1ヶ月内） 500,000円

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２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

入稿
規定

掲載
料金

AD

AD



配信数 10,800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%

オプトインメール広告 （特別号配信）
弊社からのお知らせを受け取る設定の読者に向けて、「オプトインメール広告」を
『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

※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

オプトインメール広告
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AD
回数 掲載料金 平均CTR
1回 500,000円

1.00%
4回（1ヶ月内） 900,000円

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1回（月～土）PM

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

入稿
規定

掲載
料金

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。



■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

■【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、ダウンロード資料、WPのデータ提供をお願いいたします。

関連資料やホワイトペーパーの
ダウンロード開始までのスケジュール

●制作期間目安:タイアップ広告の取材・撮影から1ヶ月前後
●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、リードレポートの提出 （リード獲得リスト提出）

「DCS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をダウンロードによって提供
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
●メルマガ広告
●オプトインメール（特別号配信）

◆リード獲得プランの実施メニュー◆

リードジェネレーション
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実施料金 ￥1,000,000-（想定リード数：100）
※ホワイトペーパー作成は含みません。

展開例

資料DL



集客施策
参加者

登録受付
参加者確定

WEBサイト告知
DCSオンライン

メルマガ広告・
オプトインメール広告

メールマガジン他

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」
サイトで

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: １００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
参加者を確定

協賛企業様からの
特別ご招待

セミナー告知・集客～参加者の確定までの流れ

※セミナーのご相談は、開催予定日から3カ月前をめどにお願いいたします

協賛セミナー
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主催企業

ダイヤモンド
リテイルメディア

（DRM)

協賛企業様

協賛企業様

弊社は、小売流通業界の課題解決につながるような商品やソリューションをお持ちのクライアント様が、セミナーを通じてターゲッ
ト顧客にアプローチできる場を提供しています。
弊社媒体を通じて参加者を公募するオープン形式、あるいは読者ネットワークを使って参加者を限定募集するクローズド形式など、
あらゆる形態の協賛型セミナーのプログラムをご用意し、クライアント様の効率的、かつ立体的なプロモーションを後押しいたしま
す。

セミナー
事務局



主な企画内容
〇 セミナー企画費
〇 セミナー会場費
〇 セミナー講演・事例講演への登壇講演者の企画・アサイン料および講演料
〇 セミナー告知・登録サイトの設置・管理費（事務局費）
〇 「DCSオンライン」バナー広告掲載 （告知・集客）
〇 「DCSオンライン」 定期メールニュース配信、オプトインメール広告配信 （告知・集客）
〇 セミナー協賛企業様への講演枠の提供 （講演時間: 約1時間）
〇 セミナー参加者への協賛企業様のパンフレット、資料の配布
〇 セミナー参加者へのアンケートの実施と集計・報告レポートの作成
〇 「DCSオンライン」へのセミナー報告レポートの掲載（取材・制作費を含む）
〇 セミナー参加登録者、参加者の個人情報の提供

※セミナーのご相談は、開催予定日から3カ月前をめどにお願いいたします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※講師講演料につきましては、講師によって変動する場合がございます。（別途、料金はご相談させていただきます）
※セミナー開催レポートをまとめた特別冊子を制作する場合は別途、御見積りいたします。
※その他、セミナー開催に関連して、プロモーション施策を実施する場合には、別途、御見積りいたします。

「流通業界向けセミナー」の企画・実施
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実施料金 ※企画内容により別途お見積りいたします。



協賛型セミナー開催の主な実績（2017年4月以降）
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実施日時 テーマ 主催
共催 協賛

2017年4月21日 小売業の成⾧を加速するデジタルイノベーション戦略 主催 アドビ システムズ
2017年8月3日 小売業のデジタルトランスフォーメーション 主催 SAS Institute Japan
2017年7月28日 IoT・AIで進化する小売業の成⾧戦略ビジョン 主催 インテル
2017年9月6日 アマゾンが大変革する小売業の未来 主催 自社
2017年9月22日*1 進化する流通・小売業のデータ分析経営 主催 Tableau Japan
2017年10月19日 最良の顧客体験を提供する「顧客エンゲージメントの革新」 共催 セールスフォース・ドットコム
2017年12月15日*2 Amazon大競争時代の流通業 成⾧戦略ビジョン 主催 日本マイクロソフト
2018年2月23日 AI 時代を生き残るデジタル・イノベーション戦略 主催 アドビ システムズ
2018年5月24日*3 AI 時代の小売業 未来戦略 主催 SAS Institute Japan

事例1 事例2 事例3



スペース

※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。

広告メニュー
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メニュー名 表示ページ 表示方法 画像サイズ(ピクセル)/文字数

❶トップ
レクタングル

全ページ
（一部除く）

ローテー
ション

・画像：300×250
※DRMオンラインから、
サイズが変更になっております

❷インフィード
（上）

全ページ
（一部除く） 固定 ・画像：240×150

・参考文字数：全角25～40文字程度
❸テキスト広告

（右）
全ページ

（一部除く） 固定 ・参考文字数：全角30～40文字程度

❹インフィード
（下） トップページのみ 固定 ・画像：240×150

・参考文字数：全角25～40文字程度

❺ボトムバナー
（上） トップページのみ 固定

・画像：300×200
・参考文字数：
タイトル：全角～50文字程度
詳細テキスト：～全角60文字程度

❻ボトムバナー
（下） トップページのみ 固定

・画像：300×200
・参考文字数：
タイトル：全角～50文字程度
詳細テキスト：～全角60文字程度

❼テキスト広告
（左）

カテゴリーページ、
個別ページのみ
※全カテゴリー

同内容

固定 1列ADあたり：全角55文字～97文字程度



同じ内容の広告を
以下の各ページにも掲載

広告メニュー
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■トップページ

■カテゴリーページ ■個別記事ページ

ローテーション

■タグページ

❶トップレクタングル



広告メニュー

22

❷インフィード（上）

同じ内容の広告を
カテゴリーページ、タグページ

にも掲載

■カテゴリーページ

■タグページ

■トップページ



広告メニュー
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❸テキスト広告（右）

同じ内容の広告を以下の
各ページにも掲載

■カテゴリーページ ■タグページ■個別記事ページ

■トップページ



広告メニュー
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❹インフィード（下）

トップページに掲載

■トップページ



広告メニュー
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❺、❻ボトムバナー（上）（下）

トップページに掲載

■トップページ



広告メニュー
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❼テキスト広告（左）

カテゴリーページに掲載



掲載料金

※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。

料金表
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メニュー名 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

❶トップレクタングル ¥500,000 1枠
（ローテーション） １ヶ月 毎月１日

❷インフィード（上） ¥300,000 1枠 １ヶ月 毎月１日

❸テキスト広告（右） ¥300,000 1枠 １ヶ月 毎月１日

❹インフィード（下） ¥150,000 1枠 １ヶ月 毎月１日

❺ボトムバナー（上） ¥100,000 1枠 １ヶ月 毎月１日

❻ボトムバナー（下） ¥50,000 1枠 １ヶ月 毎月１日

❼テキスト広告（左） ¥150,000 3枠 １ヶ月 毎月１日



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
TEL : 03-5259-5933
FAX : 03-5259-5935
メール：drm-support@diamond-rm.co.jp

広告掲載スケジュールとご注意
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お申し込み ●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入稿ください。
●その他、特殊バナー等につきましては、事前に相談の上入稿日を設定いたします。
●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。

●広告やリンク先（Webサイト）の内容よっては修正をお願いする場合がございます。

原稿の
変更について

●変更反映の希望日は、営業日に限らせていただきます。反映時間は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。

お問い合わせ先


