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ダイヤモンド・オンライン

集客ADプラン



セミナー イベント ダイヤモンド・オンラインを活用した新しい集客

セミナー・イベントの集客でお困りではないですか？

・質の高い集客をしたい
・リストが一周してしまい、新しい参加者リストがほしい
・商談や顧客に繋がるターゲットへアプローチしたい

ダイヤモンド・オンラインのターゲティングメールやメルマガで
貴社のセミナー・イベントをご案内します！
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セミナー
インフォメーション

イベントセミナー 告知ページへの誘導イメージ

・1社独占型のターゲティングメールを活用し
希望セグメントへ配信可能です。

・ダイヤモンド・オンライン内の専用ページにてセミナー、
イベント告知が可能です。
https://diamond.jp/list/seminar-diamond
※無償でご提供いたします。

【無料オプションサービス】 セミナーポータル内から誘導

②ダイヤモンド・オンライン メルマガヘッダー、1行メール

・DOL会員約88万人へメルマガ1行枠を活用し
告知が可能です。

①ダイヤモンド・オンライン ターゲティングメール（属性・ペルソナ）

申込

申込

■セミナーLP
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https://diamond.jp/list/seminar-diamond


ダイヤモンド・オンラインのメールを活用した最適なプランです。セミナー イベント
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プラン セット料金
DOL

属性ターゲティング
メール

DOL
メルマガヘッダー

DOL
メルマガ1行

無料オプション
サービス

プラン① 60万円（税別）
※定価：70万円（税別）

1回配信
（5,000通／回）

1回配信
（約88万通／回）

セミナーポータル掲載
（1週間掲載／表示：3枠
目固定、貼り付け、1社限
定／掲載開始：平日のみ）

プラン② 100万円（税別）
※定価：120万円（税別）

1回配信
（10,000通／回）

1回配信
（約88万通／回）

プラン③ 150万円（税別）
※定価：180万円（税別）

1回配信
（10,000通／回）

1回配信
（約88万通／回）

3回配信
（約88万通／回）

プラン④ 200万円（税別）
※定価：260万円（税別）

2回配信
（10,000通／回）

1回配信
（約88万通／回）

1回配信
（約88万通／回）

※事前に空き枠、希望属性の配信数についてお問い合わせください。
※希望属性の在庫（最大配信数）がターゲティングメールの定める通数より多い場合は、ランダム配信にて通数を制限して配信します。
※※ターゲティングメールは、HTML版も可能です。その場合は、設定費として別途10万円を頂戴します。



ユーザーの属性とコンテンツの閲覧行動履歴を元にした
ペルソナターゲティングメールの配信可能です。

セミナー イベント
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プラン セット料金
DOL

ペルソナ
ターゲティング

メール

無料オプションサービス

①総務・人事向け
100万円（税別）
※定価120万円（税別）

悩める人事総務
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

セミナーポータル掲載
（1週間掲載／表示：3枠目
固定、貼り付け、1社限定
／掲載開始：平日のみ）

②DX推進者向け
100万円（税別）
※定価120万円（税別）

DX推進者カテゴリー
1回配信
10,000通／回

③経営幹部・
意思決定者向け

100万円（税別）
※定価120万円（税別）

経営幹部・意思決定者
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

④NEXTリーダー向け
100万円（税別）
※定価120万円（税別）

NEXTリーダー
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

⑤ITマネージャー向け
100万円（税別）
※定価120万円（税別）

ITマネージャー
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

※事前に空き枠についてはお問い合わせください。
※ターゲティングメールは、HTML版も可能です。その場合は、設定費として別途10万円を頂戴します。



ユーザーの属性とコンテンツの閲覧行動履歴を元にした
ディスプレイとメールターゲティングのセットプランです。

セミナー イベント

6

プラン セット料金
DOL

ペルソナ
ターゲティング
ディスプレイ

DOL
ペルソナ

ターゲティング
メール

無料オプションサービス

①総務・人事向け
150万円（税別）
※定価170万円（税別）

悩める人事総務
カテゴリー
200,000imps（保証）

悩める人事総務
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

セミナーポータル掲載
（1週間掲載／表示：3枠目固
定、貼り付け、1社限定／掲載
開始：平日のみ）

②DX推進者向け
150万円（税別）
※定価170万円（税別）

DX推進者カテゴリー
200,000imps（保証）

DX推進者カテゴリー
1回配信
10,000通／回

③経営幹部・
意思決定者向け

150万円（税別）
※定価170万円（税別）

経営幹部・意思決定者
カテゴリー
200,000imps（保証）

経営幹部・意思決定者
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

④NEXTリーダー向け
150万円（税別）
※定価170万円（税別）

NEXTリーダー
カテゴリー
200,000imps（保証）

NEXTリーダー
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

⑤ITマネージャー向け
150万円（税別）
※定価170万円（税別）

ITマネージャー
カテゴリー
200,000imps（保証）

ITマネージャー
カテゴリー
1回配信
10,000通／回

※事前に空き枠についてはお問い合わせください。
※※ターゲティングメールは、HTML版も可能です。その場合は、設定費として別途10万円を頂戴します。



ダイヤモンド社が保有する1st party dataを活用し、

ビジネスメディア関心層へターゲティング配信を実施します。

注目度の高いスマホ記事下ディスプレイに配信します。
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実施イメージ（スマホ記事下にて配信）

20万imps

平日開始／1週間

保証imps
Diamond

ターゲティング広告

ペルソナターゲティング

スマホ記事下レクタングル

SP記事下
レクタングル

SP記事下
レクタングル

※掲載位置

※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。
※実施可否、事前見積は必須となります。

ディスプレイ ユーザーの属性とコンテンツの閲覧行動履歴を元に
ディスプレイでの配信が可能です。

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。
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※PR表記が入ります

25万円～
制作費込／税別

2,000通までは
¥250,000

居住地 業種 職種 従業員数 役職

都道府県 農林／水産／鉱業 経営全般 1～49人 経営者（CEO・COO・CFOなど）

年齢 建設業 経営企画／事業開発 50～99人 役員

生年で絞り込み 住宅／不動産 マーケティング／調査 100～299人 部長職以上

性別 製造業 情報システム 300～499人 課長職

男／女 商社 総務／人事 500～999人 係長・主任職

流通／小売業／外食 法務／知的財産／特許 1000～4999人 一般社員・職員

食料品／飲料／嗜好品 経理／財務 5000～9999人 上記以外

医薬品／化学製品製造 IR／CSR 10000人以上 働いていない

金融／証券／保険 広報／宣伝 非会社組織（公共機関など） 専門職

情報処理／ソフトウェア 営業／販売 勤めていない 年収

運輸／エネルギー関連 保守／サポート ～500万円未満

通信サービス 技術／研究開発 500万円～750万円未満

SI／コンサルティング デザイン／設計 750万円～1000万円未満

サービス業 製造／生産／検査 1000万円～1500万円未満

専門サービス（弁護士／会計士／コンサルタ
ントなど）

購買／資材／物流 1500万円～2000万円未満

官公庁／公共団体／公益法人
専門職（医師／弁護士／コンサルタント
など）

2000万円～2500万円未満

自営業 無 2500万円～3000万円未満

マスコミ／広告関係 その他 3000万円～

大学／教育／研究機関

医療／福祉／介護施設／サービス

その他
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メール会員属性
一覧



セミナー イベント ダイヤモンド・オンライン セミナーポータルとは？

オンラインセミナーの需要増加に伴い
セミナー情報を一覧できるセミナー
ポータルを2020年12月に開設！

ダイヤモンド社セミナーに定期的に参
加しているユーザーが目にするセミ
ナーポータルで貴社のセミナー・イベ
ントの告知が可能です。

■セミナーポータルTOP■ダイヤモンド・オンラインTOP
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実施料金

掲載分量 2,000字～2,500字前後（3ページ目安）※取材・撮影可

PRクレジット タイアップページと誘導枠へPR表記を行います

誘導枠 ダイヤモンド・オンライン（トップ面・記事面）の誘導枠

お問い合わせ 右カラムなどにお問い合わせ表記を行います

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、追加誘導など、
各種オプションメニューのご用意がございます。
詳細は、お問い合わせください。

雑誌「週刊ダイヤモンド」に記事を転載も可能です。
料金は文字数、レイアウトによって異なりますので、お見積りをいたします。

250万円

制作費込／税別

10,000PV

公開後1年間アーカイブ保証

10

保証PV

実施内容

実施イメージ

タイアップ

※遠方取材、著名人の取材など別途費用が発生する場合は都度見積もりとなります。

ライター、カメラマン含む専門

チームが、取材をもとにタイアップ

広告を制作し、ダイヤモンド・オ

ンライン上に掲載します。

※PR表記が入ります

貴社が実施するセミナー、イベントの事前告知

または採録タイアップ

オプション
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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

スマホ記事下レクタングル

入稿締め切り 配信日5営業日前

レポート提出
配信後1週間を計測期間とし、その後5営業日以内に提出
imps数、クリック数をご報告いたします。

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 PC＆SP
セミナーポータ
ル内

貼り付け

■ファイル形式：jpeg/gif
■サイズ（左右×天地）： 500×225pix
■開催日：YYYY／MM／DD
■タイトル：100文字以内
※冒頭に【AD】が入ります
セミナーLPのURL
※キーワード（タグ）については媒体任意。【AD】表記のタ
グが入ります。

1本

※原稿差替不可

セミナーポータル枠

入稿規定
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ターゲティングメール
（テキスト）

件名：全角30文字以内

本文：全角36文字以内×50行程度
※件名に【ダイヤモンド社】が入ります。

※本文のヘッダー・フッターにダイヤモンド社のクレジットが入ります。

※原稿内に広告主名、お問い合わせ先を明示してください。

テキストファイル

件名：全角30文字以内

本文：全角36文字以内×50行程度

※件名に【ダイヤモンド社】が入ります。

※本文のヘッダー・フッターにダイヤモンド社のクレジットが入ります。

HTMLファイル

・HTMLファイル＋画像、 テキスト原稿をご入稿ください。

・完全原稿での入稿をお願いします。

・テキスト形式・HTML形式の内容（訴求内容・コピー等）は、

ほぼ同一となるようお願いいたします

・HTML形式の仕様詳細は下表をご確認ください。

ターゲティングメール（HTML形式）

コンテンツ幅 左右600ピクセル以内

ファイルサイズ HTML・画像含め、総データ量は300KB以内

ファイル形式 HTML ※画像はGIFまたはJPEGのみ

制作に関する
注意事項

インラインスタイルシートを使用してください。

テーブルレイアウト（table要素を用いたページレイアウト手法）で制作してください。

URLに、必ず「〈BODY〉target=blank」を付けてください。

画像ファイルとHTMLファイル同じフォルダー内に置き、<img>タグに指定するファイル名は相対パスに
してください。

配信時に弊社ヘッダ、フッタが差し込まれ〈BODY〉内はセンタリング(〈CENTER>～〈/CENTER>)
指定されます。
入稿原稿はセンタリング（〈CENTER〉～〈/CENTER〉）の影響を受けない形で制作してください。

文字コードの指定を行うmetaタグは文字化けの原因になりますので使用しないでください。

HTMLではブラウザの文字コードを指定するために以下のようなタグが使用している場合がありますが、
<meta http-equiv=“Content-Type” content=”text/html; charset=shift_jis”/>
受信側のメーラーによっては文字化けの原因となったり、正しく受信できない可能性がありますので、タ
グごと削除してください。

HTML本文中、1行あたり二つ以上のURLを記載しないでください。

原稿内に広告主名、お問い合わせ先を明示してください。

入稿締め切り 配信日5営業日前

レポート提出
配信後1週間を計測期間とし、その後5営業日以内に提出
配信数、クリック数をご報告いたします。
※HTML形式の場合のみ、開封数もご報告いたします

・環境依存、機種依存の文字は使用不可

・全角《 》は使用不可

・半角カッコは（ ）のみ使用可

・URL行には文字挿入不可

・スマホでの閲覧を想定した左寄せ構成を推奨いたします

テキストメール制限事項

メルマガヘッダー／1行テキスト／ターゲティングメール

ヘッダーテキスト

タイトル：全角20字以内、本文：全角85字以内

※記号は使用不可。ただし、【】、＜＞、「」、句読点、！？は利用可

※改行不可

※タイトルに[AD]表記が入ります

1行テキスト 全角36文字 × 1行

入稿規定



DOL Media Profile
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ダイヤモンド・オンラインとは

A
B

O
U

T

「週刊ダイヤモンド」ブランドで培った高品質なジャーナルコンテンツを軸に、オンラインでも独自のポジションを確立しています。

国内トップクラスの会員数を誇るビジネスメディアとして、

事業創出や意思決定に関わるビジネスパーソンに課題解決のヒントとなる情報を毎日配信しています。

月間PV・ユーザー （2022年7月～9月平均）※外部配信を除くPV  ※GoogleAnalytics調べ

8,274万PV

2,376万ユーザー
メルマガ会員 （2022年7月現在）

88万人
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ユーザープロフィール［基本情報］

A
B

O
U

T

※ダイヤモンド・オンライン会員登録データベース、有職者データより作成（2022年9月）
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ユーザープロフィール［オンビジネス編］

A
B

O
U

T

※ダイヤモンド・オンライン会員登録データベース、有職者データより作成（2022年9月）
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ユーザープロフィール［オンビジネス編］

A
B

O
U

T

※ダイヤモンド・オンライン会員登録データベース、有職者データより作成（2022年9月）



お問い合わせ
web_ad@diamond.co.jp

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 FAX：03-5464-0783

お問い合わせ先


