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ダイヤモンド社は「小さくとも光る」企業を応援しています
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1913年に「経済雑誌ダイヤモンド」を創刊したダイヤモンド社創設者、 石山賢吉は果敢に大手企業にも
向かっていく「小さくとも光る」経済メディアを志向しました。
以来、ダイヤモンド社は100年以上にわたって「小さくとも光る」企業にフォーカスしてきました。
ソニー、パナソニック、ホンダ…気鋭の起業家たちが挑戦を繰り返して社会を変革し、大きな輝きを放つイノ

ベーティブな企業へと成長する姿をジャーナリスティックに追い続けています。

DIAMOND SIGNALはダイヤモンド社が2020年7月にローンチした新しいオンラインメディアです。スタート
アップ、大企業の新規事業開発などの舞台で起業家精神をもって新産業の創造に取り組む “挑戦者” に
フォーカスし、彼らに向けて明日からの行動のヒントとなる深掘りニュースや連載コンテンツを発信しています。
カーボンニュートラルやDXなど、既存の技術や価値観では対応できない問題に直面している現在、そんな
“挑戦者”たちの存在感はひときわ増しています。

そこで、ダイヤモンド社はDIAMOND SIGNALとダイヤモンド・オンラインの両メディアを横断した特
別プランを用意し、果敢に挑戦を続けるスタートアップを後押しすることにしました。

スタートアップ領域のみならず、ビジネスの第一線を担っている意思決定層や次世代リーダー層に支持されて
いるダイヤモンド社ならではの発信力で、 「小さくとも光る」企業の取り組みを優良なユーザーに訴求します。
この機会に是非、ご出稿をご検討いただけますようお願い申し上げます。
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メディア概要

Concept

Audience

Trust

国内トップクラスのビジネスメディア

会員総数85万人超、月間PV1億超
記事を読み解く力がある「経営」に強い読者

約半数が34歳以下
「学び」や「気付き」を実践に移せる読者

100年を超えるビジネスメディアブランド
「経済社会の発展に貢献すること」

「数字をもって事実を語ること」「グローバルな視点を持つこと」

1913年
「経済雑誌ダイヤモンド」創刊号

“挑戦者”を後押しするメディア

それぞれの領域を牽引するビジネスパーソンが集うメディアです
・組織の意思決定を担い、責任ある立場でビジネスを推進する経営層・マネジメント層

・テクノロジートレンドに敏感で、自社事業の成長や自身のキャリアアップに意欲的なネクストリーダー層
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ダイヤモンド・オンライン概要

基本情報

23,122,000UU

85万人 （ 2022年7月時点）
77,237,000PV

※2022.4月~6月平均 ※外部配信を除くPV
※GoogleAnalytics調べ

月間PV・UU メルマガ会員

ユーザープロフィール

※ダイヤモンド・オンライン会員登録データベースより作成（2020年2月）

役職
企業規模

意思決定層の興味・関心を
捉える記事や連載を展開
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DIAMOND SIGNAL概要

基本情報

約700,000UU

約1,000,000PV

※2021年3月実績月間PV・UU

ユーザープロフィール
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4%

5%

6%

7%

7%

7%

8%
11%

14%

その他

建築業

医療・福祉・介護施設・サー…

食料品・飲料・嗜好品

専門サービス（弁護士・会計…

商社

自営業

住宅・不動産

運輸・エネルギー関連

官公庁・公共団体・公益法人

医薬品・化学製品製造

大学・教育・研究機関

通信サービス

流通・小売・外食

サービス業

農林・水産・鉱業

製造業

SI／コンサルティング

マスコミ・広告関係

金融・証券・保険

情報処理・ソフトウェア

業種

5%

7%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

4%

6%

6%

7%

10%

10%

34%

なし

その他

法務／知的財産／特許

IR／CSR

保守／サポート

情報システム部門

購買／資材／物流

製造／生産／検査

経理／財務

デザイン／設計

技術／研究開発

総務／人事

専門職（医師／弁護士／コン…

マーケティング／調査

広報／宣伝

経営企画／事業開発

営業／販売

経営全般

職種

明日からの行動のヒントとなる
深堀ニュースやインタビューを掲載

1-50人

51%

51-100人,

7%

101-200人, 

5%

201-300人, 

4%

301-500人, 2%

501-1000人, 5%

1001-5000

人, 8%

5001人～

10000人, 5%

10001人以

上, 9%

年齢 企業規模

2022年4月実施 DIAMONND SIGNAL AWARD 参加リストより作成

18-24歳, 

15.6%

25-34歳, 

33.0%

35-44歳, 

25.8%

45-54歳, 

14.9%

55-64歳, 

7.0%

65歳-, 

3.6%
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プラン概要

スタートアップの成長のために必要な情報発信を

ダイヤモンド社の2つのビジネスメディアでご支援致します

プラン適用対象 スタートアップ企業限定
※プラン適用可否及び掲載可否について事前審査を実施致しま
すのでご了承ください。
※初回出稿の企業様限定のプランです。

認知獲得

採用広報

良質なビジネスパーソンに対して貴社の事業やソリューション、製品の将来性を訴求
・大企業の意思決定層に支持されているダイヤモンド・オンライン
・情報感度が高いスタートアップや新規事業担当者に支持されているDIAMOND SIGNAL

本企画限定のお得な料金プランをご用意しております

パーパスの軸や参画することで得られる経験を捉え、魅力的なストーリーを構築
・キャリアアップや自己研鑽への関心が高い読者を抱えたダイヤモンド・オンライン
・社会や産業をより良い姿に変えたいという思いを持つ若い世代を抱えたDIAMOND SIGNAL

創業から5年以内の
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プラン概要

スタートアップ企業限定
「スタートアップ応援プラン」ラインナップ

P8～9
ダイヤモンド・オンライン
トップの視点特別プラン

認知獲得

ダイヤモンド・オンライン内でご好評をいただいている常設企画「トップの視点」
https://promo.diamond.jp/gp/ad/sp-topnoshiten_interview/
スタートアップ企業限定の特別価格にてご提供いたします。

P10
SIGNAL Brand Studio  
STARTUP CAREER STORY

採用広報

スタートアップ取材の経験が豊富なDIAMOND SIGNALの視点で貴社の魅力と
事業の将来性を紐解き、有望な人材の関心と共感を得るコンテンツを制作。
事業の成長に欠かせない人材採用を応援します。

P11～12
SIGNAL Brand Studio
特別連載プラン

採用広報
DIAMOND SIGNALの視点で5回連載のタイアップ特別価格で提供。
有望な人材に貴社のミッション、ビジョンを正しく伝えます。

P13
ダイヤモンド・オンライン ターゲティング広告
若手アプローチプラン

採用広報
ダイヤモンド社が保有する1st party dataを活用し、スタートアップやキャリアアップ
への意識が高い若手ビジネスパーソンへのターゲティング配信を実施します。

メニュー 目的 プラン概要
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認知獲得：トップの視点

自らの戦略、自社製品、サービスの優位性を

新時代を拓いていく企業トップへのインタビュー形式で構成します。

ダイヤモンド・オンラインのおまとめサイトへの掲載もございます。

ダイヤモンド・オンライン トップの視点特別プラン

ベーシックプラン 220万円 /  7,000PV保証
ライトプラン 190万円 / 3,000PV保証 150万円 / 

通常 スタートアップ向け特別プラン

実施料金

掲載媒体

掲載・誘導掲載・誘導 誘導

※対談形式はお受けしておりません

※インタビュー対象者は社長、会長に限ります

掲載分量 文字数：2,000字程度（目安） 写真：見出し用1点+プロフィール用1点

デザイン レイアウトは定型テンプレートとなります。冒頭にインタビューの写真を大きく配置します。

クレジット 「AD」表記が入ります。

お問い合わせ 記事末尾に広告主様のお問い合わせ先が入ります。

外部リンク 「お問い合わせ先」にお客様のサイトなどへ誘導する外部リンクが設置できます。※本文中リンクは不可

特設サイト掲載 「トップインタビュー」を集約したおまとめサイトに掲載いたします。※掲載期間は公開日より1年間

オプション 外部メディアブースト、抜き刷り、オンライン二次利用など、各種オプションメニューのご用意がございます。

補足
・掲載レポートは公開2か月後の時点の情報をおまとめし、提出いたします。
・保証PV有のプランをご希望の場合、別途営業担当までご相談ください。

制作費込・税別

2か月間各種誘導枠より誘導
1年間アーカイブ保証
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認知獲得：トップの視点

誘導イメージ

※すべての位置に掲載を保証するものではありません。
※掲載位置は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

おまとめサイトに掲載

おまとめサイト イメージ タイアップ イメージ

トップページ・記事ページの各種誘導枠

トップページ・記事ページの各種誘導枠
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採用広報：トップの視点

スタートアップ取材の経験が豊富なDIAMOND SIGNALの視点で

貴社の魅力と事業の将来性を紐解き、有望な人材の関心と共感を得

るコンテンツを制作します。

SIGNAL Brand Studio   STARTUP CAREER STORY

スペシャルプラン 200万円 /  8,000PV保証
ベーシックプラン 150万円 / 5,000PV保証 120万円

通常タイアップ スタートアップ向け特別プラン

実施料金

掲載分量 文字数：3,000～3,500字程度 + 写真

クレジット タイアップページと誘導枠へPromotion表記を行います

お問い合わせ 記事末尾に広告主様のお問い合わせ先が入ります。企業ロゴ・募集職種の情報も掲載可能です。

外部リンク 「お問い合わせ先」にお客様のサイトなどへ誘導する外部リンクが設置できます。※本文中リンクは不可

特設コーナー掲載 「STARTUP CAREER STORY」を集約したおまとめサイトに掲載いたします。※掲載期間は公開日より1年間

オプション 外部メディアブースト、抜き刷り、PV保証プランなど、各種オプションメニューのご用意がございます。

補足

・基本プランの場合は掲載レポートの提出はございません。制作した記事はおまとめページに格納(1年間アーカイブ保
証)致します。オプションでPV保証を付けた場合、各種誘導を行い、保証PV達成後にレポートを提出いたします。
・社内の方へのインタビュー形式限定と致します。その他の構成をご希望の場合は別途お見積り致します。

制作費込・税別

オプション提供 N50万円 テキスト・写真の二次利用無償二次利用

※要出典明記 ※オウンドメディアでの利用に限る

企業ロゴ

募集職種情報

掲載・誘導 誘導

基本プラン 1年間アーカイブ保証 誘導オプション PV保証

8,000PV保証 60万円
5,000PV保証 20万円

税別

誘導オプションをお付けした場合
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採用広報：特別連載プラン

なぜその業界でその事業に取り組んでいるのか。

DIAMOND SIGNALの視点で連載を展開し、有望な人材に

貴社のミッション、ビジョンを正しく伝えます。

SIGNAL Brand Studio 特別連載プラン

掲載・誘導 誘導

その領域での事業に取り組んでいる理由

事業を通して生み出そうとしている価値

企業カルチャーや必要なマインドセット

業界概要・課題 ：2本

事業戦略：1本

社員インタビュー：2本

750万円

基本プラン

実施料金

制作費込・税別

全5回掲載

1年間掲載保証

基本構成

※有識者インタビュー、インフォグラフィックス等の構成の場合は制作費用を別途お見積り致します。

※上記以外の構成も可能です。詳細は別途お打合せの上で企画を進行いたします。

連載タイトル
Sponsored by 〇〇

DIAMOND SIGNAL
公式SNS投稿

※おまとめページ制作費用込み
※DIAMOND SIGNAL公式FB/TWでの投稿(PR表記)
※PV保証オプションもございます。詳細はお問合せ下さい
※オンラインでの二次利用はオプションにてご提供いたします
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採用広報：特別連載プラン

誘導イメージ

※すべての位置に掲載を保証するものではありません。
※掲載位置は、予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

連載

連載 連載

Prom
otion

連載

連載タイトル
Sponsored by 〇〇

連載トップ イメージ

連載一覧

連載タイトル

連載タイトル

DIAMOND SIGNAL トップ イメージ

タイアップ イメージ

トップページ・記事ページの各種誘導枠

DIAMOND SIGNAL
公式SNS投稿
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採用広報：ターゲティングバナー

ダイヤモンド社が保有する1st party dataを活用し、

スタートアップやキャリアアップへの意識が高い若手ビジネスパーソンへの

ターゲティング配信を実施します。

ダイヤモンド・オンライン ターゲティング広告／スマホ記事下レクタングル 若手アプローチプラン

SP記事下
レクタングル

SP記事下
レクタングル

50万円～ 20万imps～

ペルソナターゲティング

実施料金

税別 平日開始 / 1週間

保証imps

※平日開始、7日間～28日間の自由設定。
※掲載終了日前にimps消化した際には配信終了するケースがございます。
※ダイヤモンド社の保有情報を元にした拡張配信を実施します。
※その他のターゲティング配信プランは別途資料をご参照ください。

■ペルソナターゲティングとは
ダイヤモンド・オンラインの会員登録情報とコンテンツ閲覧情報を組み合
わせて、ペルソナを作成。役割と行動を組み合わせたターゲティング。

若手アプローチプラン ペルソナ作成例

年齢：20代~40代未満
役職：主任以上

キャリア・スキル系コンテンツ閲覧
スタートアップ関連のコンテンツ閲覧

掲載
期間

デバ
イス

掲載
場所

表示 原稿仕様 入稿本数

1週間
～

SP
記事
ページ

ローテーショ
ン

■ファイル形式：jpeg/gif
■サイズ（左右×天地）：
300×250pix

■容量：100KB以内
■アニメーション：6秒以内
※ループ不可

1本

※原稿差替不可

本メニューはダイヤモンド・オンラインへの掲載のみとなります。DIAMOND SIGNALでの広告の掲載はございません。

https://adinfo.diamond.jp/wp-content/uploads/dol_targeted-advertising-1.pdf


© 2022 DIAMOND,INC. 14

タイアップオプション/ 外部ブースト

基本タイアップメニューに追加して外部ブーストによる誘導を実施します。

追加された誘導により発生したPVを保証するオプションプランです。

種別 媒体 商品名 概要 実施条件
実施料金

（グロス）

レコメンド

Outbrain
Outbrain
Amplify

大手新聞社、通信社、ポータルサイトなど、信頼度の高い大手
メディア中心にレコメンド配信します。

8,000
PV保証

80万円

popIn
popIn
Discovery

広告配信先ごとに、デザインに合った広告枠を設置。
対象記事の文脈に適した面にレコメンド配信します。

8,000
PV保証

80万円

ソーシャル

Facebook Facebook広告
ダイヤモンド・オンライン公式アカウントによるOrganic投稿
（ PR クレジット付き）ならびに広告配信を行います。

2,000
PV保証

70万円

Twitter
Twitter
プロモツイート

2,000
PV保証

70万円

ニュース NewsPicks
NewsPicks
ブランドパネル

NewsPicksユーザーへとリーチを拡大し流入を強化できることに
加え、Pick数/コメントのフィードバックが得られ、次回のコンテン
ツ制作への参考としてもご活用いただけます。
※vimpの定義:フィード上で可視領域(スクリーンの70%以
上)に入った回数

85,000
vimps掲載

80万円

広告主様／広告会社様運用の場合

※外部ブーストはダイヤモンドオンラインもしくはDIAMOND SIGNAL名義(記事が掲載されている媒体)での出稿を行います。
※タイアップで作成したクリエイティブをもとに配信クリエイティブを作成いたします。
※ブーストの掲載開始は、ダイヤモンド・オンラインでのタイアップ公開日以降、各運営会社の審査が完了した後になります。
※各運営会社の商品変更によって条件が変更になる場合がございます。
※外部ブースト費の広告会社様／メディアレップ様手数料に関してはお問い合わせください。

・広告会社様による外部広告の運用可能です。事前にお問い合わせください。
・配信先、配信原稿は事前確認が必要です。媒体名の名前貸し不可。
・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。
・パラメーター付URLで配信されない場合、外部誘導の判別がつかず、ダイヤモンド・オンライン内部誘導によるPVとしてカウントされることがあります。ご注意ください。
・お客様のパラメーター付URLを使用することも可能ですが、その場合、弊社で動作確認は出来かねますので、ご了承ください。



お問い合わせ・お申し込み

広告原稿入稿

web_ad@diamond.co.jp

web_genkou@diamond.co.jp

入稿期限：掲載開始の5営業日前

株式会社ダイヤモンド社
ビジネスメディア局メディア営業部

〒150-8409 東京都渋谷区神宮前6-12-17
TEL：03-5778-7220


