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基本情報

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PV 422,000 PV
月間UU 140,000 UU

保有AU数 29,500 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

デバイス別構成比

DCSオンラインのユーザー属性とは？
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小売業関係者が全体の
30%
食品メーカーが
20%

流通業界における様々
な職種にご愛用いただ
いています。

経営者、管理職などの
意志決定者が全体の
52.9%

ユーザープロフィール

専門媒体ならではの「濃い」顧客層。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。

業種

職種

役職

※会員登録情報をベースとしたユーザープロフィールとなります。
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記事広告

質の高い専門チームが取材をもとにコンテンツを作成し、掲載します。

制作イメージ 実施内容

掲載分量 2,000字程度
グラフィックス3点程度
※取材・撮影可

掲載期間 1か月（基本）
※想定閲覧数達成後も、1年間のアーカイブを行いま
す。

想定閲覧数 1,000PV

誘導枠 トップレクタングル、インフィード等

誘導施策 ・トップレクタングルorインフィード広告
・オプトインメール1回

PRクレジット 誘導枠と記事にPR表記を挿入

お問合せ先 基本的には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。

実施料金

￥800,000（税別）
・誘導枠クリエイティブ制作、オプトイン原稿制作費は別途費用をいただきます。
・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。
・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。



オンライン転載

Webサイトと雑誌の同時掲載で、異なる読者層にアプローチすることができます。

実施内容

掲載分量 2,000字程度
グラフィックス3点程度

掲載期間 1か月（基本）
※想定閲覧数達成後も、1年間のアーカイブを行いま
す。

想定閲覧数 1,000PV

誘導枠 トップレクタングル、インフィード等

誘導施策 ・トップレクタングルorインフィード広告
・オプトインメール1回

PRクレジット 誘導枠と記事にPR表記を挿入

お問合せ先 基本的には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。

実施料金

￥500,000（税別）
・誌面掲載料はページ数、内容によって異なります
・WEB用にリライト可能（別途費用必要です）
・誘導枠クリエイティブ制作、オプトイン原稿制作費は別途費用をいただきます。

制作イメージ

『ダイヤモンド・チェーンストア』
誌に同時掲載

『DCSオンライン』 Webサイ
トに掲載した記事広告を



2週間1か月

レポート公開編集・制作

制作スケジュール

ご依頼から公開までの基本スケジュールを記載します。取材先やコンテンツ量に応じて前後します。

取材オリエン
テーションヒアリング

1か月2週間

お客様が実現したい
こと、期待しているこ
とを教えていただき、
方向性を定めます。 ヒアリング結果をもと

に、コンテンツ作成の
方向性を打ち合わせ
させていただきます。

弊社手配のライター
とカメラマンが取材を
行います。

取材内容からコンテ
ンツを作成します。何
度か、原稿チェックを
依頼します。

コンテンツを指定日に
公開します。

公開後1か月後を目
安に、コンテンツの分
析レポートを提出い
たします。



純広告

トップページ 記事ページ（下段） スマホ（PC共通）

メニュー名 特長 料金 掲載期間 想定imp. 表示ページ 表示方法 画像サイズ(ピクセル)/文字数

①トップレクタングル 注目度が高く、全ページで表示されるディ
スプレイ広告。認知拡大などに魅力。 ￥500,000 1か月 250,000 全ページ ローテ 300×250px

②インフィード上 新着内の好位置に自然な形で配置され
る。タイトルが表示でき、訴求力高い。 ￥300,000 1か月 150,000 トップページ ローテ 240×150px / 全角25～40文字

程度

③インフィード下 ②同様 ￥150,000 1か月 100,000 トップページ ローテ 240×150px / 全角25～40文字
程度

④テキスト広告 カテゴリ上部、記事ページ下部に表示さ
れる。高いインプレッションが期待できる。 ￥300,000 1か月 200,000 カテゴリ/詳細 固定 全角30～40文字程度

⑤ボトムバナー 中段ではあるが、広告領域が広く、ユー
ザーのアクションが見込める。 ￥100,000 1か月 30,000 トップページ 固定 300×200px / [タイトル]全角50文

字程度 [テキスト] 全角60文字程度

⑥ランキング下 ユーザーの興味を引く「ランキング」直下の
好位置に配置。 ￥150,000 1か月 150,000 全ページ 固定 全角55文字～97文字程度

① ①

②

③
③

②④
④

⑥

カテゴリページ

①④
⑤

※入稿期限：掲載日の5営業日前までに担当まで送付ください。
※クリエイティブはお客様にご用意いただく想定です。弊社制作の場合は別途費用が発生します。

トップページ（中段）



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
ているかたもおり、認知施策やリード獲得の有効な手段として、ご活用いただけます。

PR

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はオプション

実施料金

￥150,000（税別）/1回

配信数 約12,000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

お問合せ先 基本的には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。

入稿規定



オプトインメール

弊社のメールマガジン読者に向けて「オプトインメール広告」を配信できます。ホワイトペーパーダウンロードのPRやセミナー、発表会などの告
知で高い集客効果を実現しています。

実施内容

掲載分量 全角35文字×30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
・画像の挿入可（画像はご提供ください）
・クリックカウント設定はオプション

実施料金
￥500,000（税別）/1回

￥900,000（税別）/3回

配信数 12,000件

配信日時 11:30（月～金曜日のいずれか）

PRクレジット 誘導枠と記事にPR表記を挿入

お問合せ先 基本的には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。

入稿規定



実施内容

リードジェネレーション

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。

トップページ

誘 導

オプトインメール

ランディングページ

リード獲得

PDF

ダウンロード

実施料金

￥1,000,000（税別）/1回

掲載分量 2,000字程度
グラフィックス3点程度
※取材・撮影込み

掲載期間 1か月
（掲載後1年間はアーカイブ）

誘導枠 トップレクタングル、インフィード等

誘導施策 ・トップレクタングルorインフィード広告
・オプトインメール1回

想定リード数 100件

PRクレジット 誘導枠と記事にPR表記を挿入

お問合せ先 基本的には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。

資料入稿 ダウンロード資料は営業日2日前に納品

レポート 掲載報告、レポート、リードリスト提出

・誘導枠クリエイティブ制作、オプトイン原稿制作費は別途費用をいただきます。
・取材、撮影時の出張・交通費は別途費用をいただきます。
・ランディングページを制作しない（自社LPへ遷移）場合は、お問合せください。



※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。
※セミナー開催レポートを制作する場合は別途、御見積りいたします。
※セミナー開催に関連してたプロモーションを実施する場合、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

実施内容 実施料金

￥4,000,000（税別）/1回・ セミナー企画（3か月前を目途にご連絡ください）
・ セミナー会場選定
・ セミナー講演・事例講演への登壇講演者の企画・アサイン
・ セミナー告知・登録サイトの設置・管理
・ 「DCSオンライン」バナー広告掲載 （告知・集客）
・ メールマガジン配信、オプトインメール広告配信 （告知・集客）
・ 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）
・ 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
・ 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
・ 「DCSオンライン」へのセミナー報告レポートの掲載（取材・制作含む）
・ セミナー参加者の情報提供

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。

実施日時 テーマ 協賛
2017年9月22日*1 進化する流通・小売業のデータ分析経営 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」 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 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 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 SAS Institute Japan

セミナー実績

その他セミナーは右記URLでご覧頂けます。 https://diamond-rm.net/seminar/



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

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 セミナー
事務局

告知・集客から確定までの流れ



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
営業時間：10:00～17:00
メール：drm-support@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。

お問合せ先

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

	媒体資料
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16

