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※表紙イメージ
（実際とは異なります）
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■企画趣旨

これからの経営者に必要な条件を実現する「企業変⾰により、ネットポジティ
ブを成し遂げるパーパス経営の真髄（仮）」について読者である経営層の意思
決定者に訴求します。

そこでDIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー2022年4⽉号（3⽉10⽇発売）では
、編集特集「企業の価値観を問い直す（仮）」と連動する形で「企業変革により、ネッ
トポジティブを成し遂げるパーパス経営の真髄（仮）」と題した広告企画を実施いたし
ます。

編集特集との連動により、経営層、⼈事・総務部⾨の意思決定者層に貴社の知⾒やサー
ビスの特⻑、強みを訴求いただくことが可能です。
この機会にぜひご出稿をご検討いただきますよう宜しくお願いいたします。

現在、社会情勢の変動や価値観の変化などにより、企業の⽣き残りが益々厳しくなってい
ます。不確実な時代を⽣きる企業において変⾰が求められ、多くの経営者は「パーパス経
営」により、企業の存在価値を明確にし、従業員と共により良い世界を⽬指してしていく
必要があります。
そんな「パーパス経営」はステークホルダーからの信頼の獲得と、存在価値を明確化させ
ることで、従業員エンゲージメントを⾼め、同じ⽬標を持つもの同⼠による企業変⾰を起
こすことにも繋がっていきます。

また、多くの企業では、環境、社会、経済を持続可能に作り上げる「サステナビリティ経
営」、さらに現在はそれだけでは問題の悪化は⾷い⽌められないと、ネットポジティブが
新たな最重要経営アジェンダとなりました。

合わせて、経営者は⼈的資本経営が求められ、「社会に貢献したい」というミレニアル世
代やZ世代達の存在価値を理解した企業活動は、持続可能な企業成⻑に⽋かせなくなり、
さらには将来世代や地球そのものなど、全てのステークホルダーに貢献できる企業が求め
られてきています。

『DIAMONDハーバード・
ビジネス・レビュー』とは、

⽶国以外では世界で最も早く
1976年に創刊。2021年に45周
年を迎えました。創刊以来、
グローバル・リーダーを⽬指す
⼈のための⽇本で唯⼀のマネジ
メント誌として⾼い評価を受け
ており、最近では 起業家やベ
ンチャー経営者など若⼿のビジ
ネスリーダーからも絶⼤な⽀持
を得ています。



■2023年4⽉号（3⽉10⽇発売）編集特集内容
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第⼀特集：企業の価値観を問い直す (仮）
【企画趣旨】
いま、企業戦略の原動⼒となる「価値観」の再評価が迫られている。企業は⾃分たちの存在意義や、何を⽬指しているのかを明
確にする必要性がある。それには、企業だけでなく、従業員個⼈の価値観をよりよく理解し、⾃社の価値観と従業員の価値観を
⼀致させなければならない。価値観の持つ重要性を説き、従業員と価値観を⼀致させるための⽅法論を紹介する。

【HBR論⽂】
⾃社のバリューを最⼤限に活⽤する⽅法
ポール・イングラム（コロンビア・ビジネススクール 教授）
“How To Make the Most of Your Values,” HBR, November-December 2022.

戦略論の政治学
ロジャー・マーティン（元 トロント⼤学 ロットマン・スクール・オブ・マネジメント 学⻑）
マーティン・リーブス（ボストン コンサルティング グループ ヘンダーソン研究所 所⻑）
“Navigating The New Politics of Strategy,” HBR, November-December 2022.

会社の過去と未来を結び付ける⽅法
ランジェイ・グラティ（ハーバード・ビジネス・スクール 教授）
“How Your Company's Past Can Drive Its Future,” HBR, November-December 2022.

【⽇本オリジナル】

未定

＊コンテンツ内容、取材対象は変更になる可能性がございます。



■DHBR／DHBRオンライン会員読者属性①

役員
9.92%

部長職以上
23.86%

係長・主任職
9.38%

一般社員・職員
13.40%

働いていない
1.88%

専門職
5.36%

その他
5.36%

課長職
22.52%

経営者
（CEO・COO・CFOなど）
8.31%

■ 役職

製造業を中⼼に⼤⼿企業の経営層、経営の中枢を担う部⾨の意思決定者が購読

製造業

 IT（通信・情報処理・ソフトウェア・SI）

金融・証券・保険

士業・コンサルティングファーム

サービス業

商社

医療・福祉・介護施設・サービス

医薬品・化学製品・食料品

流通・小売業・外食

官公庁

住宅・不動産・建設

大学・教育・研究機関

運輸・エネルギー関連

マスコミ・広告関係

農林・水産・鉱業

その他

27.3%

14.8%

6.7%

4.8%

4.6%

4.3%

4.3%

5.1%

3.5%

3.5%

5.9%

2.9%

2.4%

2.4%

0.5%

7.0%

0.0% 5.0% 30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%

出所：2020年12⽉に実施した
読者アンケートより
n=329

■勤務先の売上規模経営全般
経営企画・事業開発

マーケティング・調査・広報・宣伝
総務・人事・法務

情報システム
経理・財務・IR
営業・販売

購買・資材・保守
技術・研究開発

製造・設計・デザイン
専門職・コンサルタント

その他

13.4%

14.5%

9.9%

11.3%

4.3%

4.6%

11.8%

3.2%

7.8%

4.6%

7.5%

7.2%

0.0% 2.0% 16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%■職種

■業種
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■DHBR／DHBRオンライン会員読者属性②

■⾃社が抱えている経営課題（複数回答可）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
ESG、SDGs の実践・企業ブランド向上

生産性、収益性向上・財務強化

エンゲージメント（従業員満足度向上・ミッションの浸透）

新商品開発力、技術力、品質向上

デジタル技術の活用・戦略的投資（DXの実現）

事業基盤の強化・グローバル化

人材採用・育成、ダイバーシティへの対応

売り上げ・シェア拡大

働き方改革、リモートワークの実現、拡充

顧客経験価値（CX）の実現、顧客基盤の安定

サイバーセキュリティ、リスク管理・事業継続計画（BCP）の策定

その他

 65.2%

 57.4%

 56.3%

 55.7%

 51.7%

 49.6%

 42.4%

 41.0%

 32.4%

 27.1%

 13.1%

4.3%

ESG、SDGsの実践、企業ブランド向上、エンゲージメント、⼈材採⽤・育成、ダイバーシティへの対応
が「課題」と答えた読者が多数
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■DHBR 誌⾯展開イメージ

［総論記事］
インタビュー対象：パーパス経営、⼈的資本経営、ネットポジティブに詳しいアカデミア、専⾨家にインタビュー。

［各論記事（広告タイアップ）］
広告主様各社へ取材を⾏い、独⾃の視点で貴社サービスの特⻑や強みをタイアップ記事としてまとめます。

［ページ構成］
編集特集につづいて広告企画を展開いたします。

＜備考＞
※１社ご参画の場合、総論はつかず、扉1Pのみとなります。
※2社ご参画の場合は、扉はつかず、総論2Pのみとなります。
※3社以上ご参画の場合は、扉+総論2Pの掲載となります。

・・・ ・・・
企業の価値観
を問い直す(仮)

論⽂
企業の価値観
を問い直す
(仮)

広告企画：総論広告企画：タイアップ

※協賛企業が2社の場合の展開例

編集特集
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DHBRオンライントップ、ダイヤモンド・オンライン、メールマガジンなどからプロジェクトマネジメト研修や⼈
材育成に関⼼が⾼い読者をタイアップページへ誘導

オンラインタイアップページDHBRオンライントップ

転載

広告主様サイト
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https://dhbr.diamond.jp/

＠

※掲載終了後に掲載レポートを提出
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■DHBRオンライン展開イメージ

※問い合わせ欄にロゴ掲載も可能です。



「パーパス経営の真髄」企画

4⾊２㌻タイアップ

雑誌2㌻タイアップ転載（2,500PV保証）
700,000円（税別）

※タイアップ仕様：2,000-2,500字程度、写真、画像2〜3点程度
2,000,000円（税別）

■DHBR誌⾯
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■DHBRオンライン

雑誌4㌻タイアップ転載（6,000PV保証）

1,400,000円（税別）
※タイアップ仕様：雑誌に準拠

4⾊4㌻タイアップ

※タイアップ仕様：4,000-5,000字程度、写真、画像3〜4点程度

4,000,000円（税別）

※タイアップ仕様：雑誌に準拠

抜き刷りサービス

4⾊4㌻×1,000部〜
350,000円〜（税別）

※表紙イメージ

■企画料⾦（誌⾯／オンライン）、出稿特典

※料⾦はすべて税別※雑誌料⾦にアドオンとなります。



［体裁・内容］
・インタビュー形式、レポート形式、対談
形式など

・1号1社限定枠
※枠が埋まり次第終了となります。
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［掲載イメージ（2ページの場合）］

※料⾦はすべて税別

表2⾒開き（2ページ）※ もしくは表2＋第⼆表2⾒開き（4ページ）でタイアップの掲載が可能です。
※表紙をめくった直後のページ

■特別広告スペース「経営の未来」

「経営の未来」企画

4⾊２㌻タイアップ

「経営の未来」2㌻タイアップ転載（2,500PV保証）
700,000円（税別）

※雑誌料⾦にアドオンとなります。

※タイアップ仕様：2,000-2,500字程度、写真、画像2〜3点程度
2,700,000円（税別）

■DHBR誌⾯

■DHBRオンライン

「経営の未来」4㌻タイアップ転載（6,000PV保証）

1,400,000円（税別）
※タイアップ仕様：雑誌に準拠

4⾊4㌻タイアップ

※タイアップ仕様：4,000-5,000字程度、写真、画像3〜4点程度

5,000,000円（税別）

※タイアップ仕様：雑誌に準拠



■締切／お問い合わせ

【お問い合わせ】
株式会社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 鈴⽊博之・鶴巻・川地・寺⽥
〒150-8409東京都渋⾕区神宮前6-12-17
TEL:03-5778-7220  FAX:03-5464-0783
Mail:web_ad@diamond.co.jp

純広告 ︓申込締切

[締切]
タイアップ︓申込締切 2023年1⽉6⽇（⾦）

2023年2⽉10⽇（⾦）

mailto:Web_ad@diamond.co.jp

