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若手ビジネスパーソンやネクストリーダーに向けて
貴社の知見を解説する

新しい 動画広告企画 がスタート
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DHBR Biz Coach！とは
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2021年6月よりDHBR.netでは、動画広告企画「DHBR Biz Coach！」をスタートします。
DHBR.netは、本国HBR.orgの最新のマネジメント論文やブログなどコンテンツの翻訳を数多く配信しており、DHBR
本誌同様、知的好奇心が高い読者から厚い支持を受けています。また、DHBR.netは本誌に比べて年齢層が若く、女性比
率が高いことが特⻑で、若⼿ビジネスパーソンや次世代リーダーが多数閲覧しています。

「DHBR Biz Coah！」は、そういった次世代リーダーに向け、コンサルティングファーム様や各分野におけるスペシャ
リストの方に先生あるいは講師となっていただき、経営やマネジメントに関する知見やビジネスのノウハウなどを動画
形式で講義を行っていただく新しい広告企画です。

DHBR.netを活用した動画コンテンツの配信は
・DHBRブランドを背景に、若⼿ビジネスパーソンやネクストリーダー、コンサルティングファームへの就職を希望する

キャンディディートに貴社の知見や信頼性を付与することが可能
・短時間でよりわかりやすくノウハウや知見をユーザーに伝えることが可能
・サイト上でアーカイブされることにより、ロングテールでのブランディングに寄与

などのメリットがあります。

以下に企画詳細をご案内いたしますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。
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DHBR.net サイト訪問ユーザー属性
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サイト規模：月間120万PV (閲覧数) / ユーザー数：月間40万UU (訪問者数)

■ 性別

20代から30代前半のユーザーが約半数を占め、若い世代の閲覧者が多い。
また、女性比率が高く35%を占める。

■ 年齢

55〜64歳
8％

65〜74歳
6％

※数値は2021年5月のもの
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DHBR.net メルマガ会員属性
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メルマガ会員数：64,000名

■業種 ■役職

製造業を中心に、情報処理、ソフトウェア、SIコンサル、金融業界
が上位を占める。役職についていない一般社員は23％。
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動画タイトル 講義(プレゼン)形式 対談

コンテンツ（目次） Case Study

動画仕様

動画尺 ：15分程度
編集・修正：適宜
キャプション ※簡単な修正のみ。テクニカル

な修正や大幅な修正が必要な
場合は別途料金が発生します。

収録時間 ：60分程度
※内容により変動

収録場所 ：ダイヤモンド社9F
カンファレンスルーム

確認方法 ：ローデータによる確認
動画制作期間 ：約2週間

※収録から掲載までは
1ヶ月半程度を想定

その他 ： ご不明な点はお問い合
わせ下さい。

対談形式

Q&A形式

※すべてイメージです

DHBR Biz Coach！動画仕様
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現役コンサルタントが伝授する「戦略思考メソッド」
▶コンサルタントとして必要な戦略思考について学ぶ

若手コンサルタント必見「コンサル1年目の教科書」
▶入社1年目のコンサルタント学習すべき基礎的なスキル（ファイナンス、マーケティング、リーガルなど）を学ぶ

●●（会社名）流「最強のプレゼン術」
▶プレゼン術（パワーポイント、エクセル、ロジカルシンキング、図解など）を解説する

ビジネス×テクノロジー「イノベーション新潮流」
▶AI、IoT、ブロックチェーン、API、クラウド、AR・VR、HRテックなど最新のテクノロジーについて解説する

ビジネスバズワードから読み解く「経営の本質」
▶DX、CX、ESG、SDGs、パーパス、両効きの経営…、など世の中に溢れるバズワードから経営の本質について考察する

DHBR Biz Coach！動画コンテンツ案
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DHBR Biz Coach！動画の見せ方のポイント（極意）

ステップ① : 最初に結論を述べ、ポイントを提示
・冒頭挨拶(完結に) ・全体テーマの説明と登壇者の簡単な自己紹介をおこなう。
・結論「今回の動画は●●についてお話しします。そのポイントは▲▲です。」など

ステップ② : ポイントの解説・説明

ステップ③ :  応用・展開／実例／注意点／結び
・応用・展開／実例／注意点など
・動画のまとめ：結論とおさらい
・シリーズ化する場合は、「次回は■■についてお話しします」などと次回予告を行う。

・具体的なポイントを交えながら解説や説明を行う

講師の解説 × 板書（ホワイトボード） × 視覚的な動画編集 により、テキストでの訴求よりも分かりやすく、
コンテンツへの深い理解を実現します。
※ダイヤモンド編集部制作の動画コンテンツでは、ユーザーの平均ページ滞在時間が、「テキスト形式の約5倍以上」となるなど、

高いマインンドシェア獲得に成功しています 。

■動画制作の3段ステップと具体的な展開イメーシ

〈プレゼン形式の動画の場合〉
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■収録風景（イメージ）

DHBR Biz Coach！動画収録に関して（補足）

▶ 収録時間は、1本あたり60分が目安です。多少前後することは問題ありません。
▶ モニターにパワーポイントを写すなど、簡単な構成メモを見ながらお話いただくことは可能です。
▶ 言い間違えなどは取り直しや、編集での修正対応が可能です。

▶ 収録場所はダイヤモンド社（原宿）のカンファレンスルームとなります。
スペースをご提供いただける場合は貴社まで伺うことも可能です。※ロケーションにより難しい場合もございます

プレゼン形式 対談形式

モニ
ター

■収録に関して
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DHBR Biz Coach！企画仕様・実施料金

9

■企画仕様
掲載内容：ランディングページ＋動画コンテンツ（ダイヤモンド社保有サーバーへのホスティング）
動画仕様：15分／本
掲載期間：5,000PV達成まで ※掲載終了後、1年間のアーカイブ保証。
誘導方法：DHBR.net 各種誘導枠(内容により、DX特集サイト、HR特集サイトなどに誘導枠を設置）、

DHBRメルマガ、公式SNS（Facebook、twitterなど）、ダイヤモンドオンライン（DOL）各種誘導枠、DOLメルマガ
その他 ：動画再生回数、閲覧時間の保証はありません

1回 :    3,500,000円／税別 ※うち制作費 1,000,000円

上記に含まれるもの
タイアップ・動画制作費用一式

※企画費、ディレクション費、収録スタジオ費用、編集費一式、媒体掲載費、誘導費、レポート作成費など

3回 :  10,000,000円／税別 ※うち制作費 3,000,000円 ※3回以上ご希望の場合は、1回追加につき3,000,000円／税別

■料金

■オプション料金
二次利用 :500,000円／本、税別 ※編集済みデータを納品。使用期間等はありません。
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DHBR Biz Coach！ 実施の流れ

申込・オリエン 動画構成案 提出 収録 編集・チェック 掲載開始・誘導

弊社制作スタッフ
を交え、内容や構
成案について打ち
合わせ

動画の切り口や
構成案を提出

動画制作の専任
スタッフによる
動画撮影
（所要時間：1本あたり
60分程度が目安）

収録した動画の
編集作業、広告主
チェック

ランディングペー
ジ（LP）を作成し、
動画公開、誘導

掲載レポート

PV、UU、再生
回数などを報告

約2〜3週間度

お申込から動画制作、掲載開始まで約1ヶ月半〜2ヶ月 ※掲載ご希望日の50〜60日にお申し込みください
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約2〜3週間度

※オレンジの文字が協賛社ToDo
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DHBR Biz Coach！ 掲載レポート
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1
1

PV、UU、クリック数など基本情報、ユーザー属性、行動履歴などをご報告

※外部誘導を実施する場合、事前にご連絡ください。弊社からパラメーター付URLを発行いたします。
※外部誘導時にパラメーター付URLを使用しない場合、DOL内部誘導によるPVとしてカウントされることがあります。

■タイアップ掲載レポート概要
・基本情報（PV/UU/動画再生回数

リンクURLクリック数）
・ヒートマップ（閲覧情報）
・流入経路（リファラー）
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・ユーザー属性（参照元、デバイス、年代、エリア）
・閲覧者のドメイン（企業名）
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DHBR Biz Coach！ 構成要素、展開イメージ
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ランディングページ（動画視聴ページ）

メール マガジン

誘導

DHBR.netトップ

・問い合わせ
・採用サイトへの

リンクなど

構成要素

・別ページへの誘導
※複数回出稿の場合

摘要 内容

本文要素

タイトル、リード、コンテンツサマリ（300
～500字前後）、動画（埋め込み）

※右上にPRクレジット表記

採用情報、求める人材像など（任意）

右カラム
問い合わせ（社名、住所、mailなど）、
別ページへの誘導（連載の場合）

誘導
DHBR.net誘導枠、メールマガジン、

SNSなど

SNS（FBなど）

・採用情報、
求める人材像
など（任意）

・動画コンテンツ
（埋め込み）

条件

【必須】 ・開発、製造、調達、購買、需給、物流、販売など企業のオペレーションの
構築・改善に関連する業務経験2年以上 【歓迎】 ・業務コンサルティング（変革ロー
ドマップの策定、施策実行、課題解決）経験 ・2年以上の調達・購買業務経験 ・2年
以上の製造系業務経験 ・物流業界の出身 ・スタートアップの立ち上げ経験 ・英語を
用いたグローバルプロジェクトの実施経験 ・サプライチェーンに関するデータアナリ
ティクス活用経験 ・5−10年後にCOOになりたいという野望・熱意 ※経験業界は問
いません。

給与 年収：500-2,000万円

・コンテンツサマリ、
関連リンクなど

採用情報、求める人材像
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DHBR Biz Coach！オーディエンス開発施策（今後の展開）

◉実施施策
DHBR.net・DOLサイト誘導枠
メールマガジン、SNS（FB、

twitter）、就活ナビ※など内外の
メディア、ツールを活用した誘導

◉実施施策
ネクストリーダー向けのスキルキャリアサイト

「Accelerate Your Career 仮称」
を編集部にて立ち上げ予定。

マネジメント系コンテンツ、ビジネススキル・キャリア形成に
関連するコンテンツを定期的に投入予定

◉実施施策
・プロファイル登録促進施策

（コンテンツ閲覧時にサイト登録施策、
ウェビナー登録など）

・ユーザーリサーチなど

オープン
コンテンツ

クローズド
コンテンツ

いけす化（対象ユーザー
の囲い込み・興味関心層

の顕在化

刈り取り（プロファイル
獲得）

対象ユーザーの数

集客・ユーザー開拓

ユーザーの
行動の強さ

DHBR.netでは、ネクストリーダー(20〜30代前半の若手ビジネスマン）向けのスキルキャリアサイト
「 Accelerate Your Career(仮称)」を2021年8〜9月ごろをめどに立ち上げ、ターゲットの囲い込みを行います。

◉ご提案可能な広告プラン（今後メニュー化）
・キャンディデート獲得を想定したリードジェネレーション

（資料ダウンロードなど）、ユーザーリサーチなど
・採用ブランディングを目的としたウェビナーの実施
・ターゲットへのメルマガ配信

など

◉ご提案可能な広告プラン（今後メニュー化）
・コンテンツ型（テキスト、動画）タイアップ広告
・対象コンテンツへのバナー、リターゲティングバナー
・キャンディデート向けアンケート調査

など
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（アクセラレート ユア キャリア）
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DHBR Biz Coach！お問い合わせ
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ダイヤモンド社 ビジネスメディア局 ソリューション営業部
担当：平野航史／鈴木博之／寺田豊
Tel ： 03-5778-7220
E-mail ：web_ad@diamond.co.jp

本企画のお申込み・お問い合わせ


