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昨今のスマートフォン（スマホ）利用者の拡大と利用
時間の増加は、ダイヤモンド・オンライン（DOL）の
ユーザーにも見られ、スマホのアクセスは月間82％と
年々高まっています。

そこで、DOLでは、スマホでの閲覧を最適にした構成、
デザインで展開するタイアップが可能になりました！

限られたスペースでもわかりやすくコンパクトに伝えること
ができます。

「ブランディング」「商品サービスの理解」など目的に合わ
せて、ぜひご活用ください。

概要

SP 82％
PC 15％

Tablet ３％

▼ダイヤモンド・オンライン デバイス別比率

※2022年2月～4月

スマートフォンでより最適なタイアップを実現
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モバイルとPC・タブレットアクセス比較

■新規・再訪問ユーザー■アクティブユーザーの1日の利用比率

▼SPユーザー

■新規 ■再訪問

▼PC・タブレットユーザー

■参照元別比較

※2022年4月現在
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※GoogleAnalytics調べ



スマートビュータイアップの３つの特長

特長①
スマホ閲覧に最適化されたデザイン構成
（限られたスペースでもわかりやすくコンパクトにまとめます）

特長② スマホでのアクセス環境に沿った導線設計
（ロゴや文中リンク設置が可能で広告主LPへの遷移が期待できます）

特長③ ページ遷移なし、1ページ構成でのリーチ最大化（1ページで1万PV保証）
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テキスト量を抑え、スマホファーストの1ページ構成で展開。

伝わりやすいタイアップ広告を制作

実施料金

掲載分量 2,000字以内（1ページ）※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

ロゴ
「Sponsored by 企業ロゴ」の表示

広告主ドメインへリンク

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
記事末にお問い合わせ表記を行います

本文内リンクは、最大3つまで

オプション
外部メディアブースト、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。
詳細は、P.6～7をご参照ください。

制作費込／税別 公開後1年間アーカイブ保証

保証

実施内容

300万円 10,000pv

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。

※スマホ、PCの両方で掲載されます。

※対談の場合は、通常タイアップをご案内させていただきます。

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

タイアップ広告

実施イメージ

ロゴロゴ

●スマホ閲覧 イメージ ●PC閲覧 イメージ

無料特典：
ダイヤモンド・オンライン公式FB、TWでの投稿

※Facebook、Twitterの記事投稿はサービスとして提供するものとなり、如何なる保証もありません。

・投稿内容および投稿時期については弊社裁量とさせて頂きます。

・事前原稿確認および投稿内容の修正には応じられません。



タイアップ広告

タイアップメニュー 比較

目的 メニュー名 実施料金 保証内容
ページ数
レイアウ
ト

文字数
お問い合わせ先
外部リンク設定

SNS投稿

商品サービス
理解（多様な
表現が可能で
す）

タイアップ
250万円
（税別）

1万PV保証

3ページ
（想
定）

2カラム

3000字～
3500字

・（PC）右カラムにお問
い合わせ

・（SP）記事下にお問
い合わせ

・（PC&SP）最終ペー
ジの記事下

なし

わかりやすくコ
ンパクトに伝え
る（広告主LP
への誘導が期待
できます）

スマートビュー
タイアップ

300万円
（税別）

1万PV保証
1ページ
1カラム

2000字以内

・（PC&SP）記事末に
お問い合わせ

・（PC&SP）文中
MAX３つまでリンク設定

可能

ダイヤモンド・オンライ公式アカ
ウントのFacebookおよび

Twitterへ1回ずつオーガニッ
ク投稿されます。

（ PR クレジット付き）
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通常タイアップとスマートビュータイアップの違い

※スマートビュータイアップ

Facebook、Twitterの記事投稿はサービスとして提供するものとなり、如何なる保証もありません。

・投稿内容および投稿時期については弊社裁量とさせて頂きます。

・事前原稿確認および投稿内容の修正には応じられません。



タイアップ広告 制作スケジュール

お申込み～公開までの流れ

～1.5か月前 1か月～3週間前 3週間～5営業日前 ～3営業日前 公開日

取材・撮影
ヒアリング・

オリエンテーション
編集・制作～校了 配信準備 公開

●STEP１

制作担当者を中心
に、タイアップの切り
口など詳細をお打ち
合わせさせていただ
きます。

・訴求ポイント
・取材内容
・スケジュール
・記事構成
など

●STEP2

ライターとカメラマンを弊
社で手配し、取材を行
います。

取材内容はオリエンテー
ションでの打ち合わせ内
容を踏まえて。進めさせ
ていただきます。

取材時間は1時間～
1時間半ほどです。

●STEP3

取材させていただいた内
容を記事にします。
ご担当者様に原稿を確
認していただきます。

●STEP4

弊社内で記事の公開
設定や誘導原稿の入
稿など、公開直前の設
定を行います。

●STEP5

記事公開。
誘導を開始し
ます。
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スケジュール



種別 レコメンド ソーシャル ニュース

媒体

商品名
Outbrain
Amplify

popIn
Discovery

Facebook広告
Twitter

プロモツイート

NewsPicks

ブランドパネル

概要

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。

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。

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。

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

PV保証 8,000 PV保証 2,000 PV保証 85,000 vimps掲載

実施料金
制作費込／税別

80万円 70万円 80万円

タイアップ広告に含まれる誘導に追加して、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。

※外部ブーストはダイヤモンド・オンライン名義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。

拡散拡散①外部ブースト（弊社運用の場合）

拡散②外部ブースト（広告主様／広告会社様運用の場合）

タイアップ広告 オプション
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実施料金
制作費込／税別 100万円

配信数保証 12,000 通

デザイン メールのデザイン・レイアウトは共通テンプレートとなります。※独自デザインはできません。

クレジット タイトル付近に広告主様名と「AD」表記が入ります。

お問合せ先 メール下部に広告主様のお問い合わせ先が入ります。

外部リンク
本文末尾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。

最大1か所まで。※本文中リンクは不可。

タイアップ広告のオプションとして、お得にHTMLメール型タイアップを配信できます。

メール配信用にリライトいたします。会員属性を指定したターゲティングが可能です。

DOLタイアップページ HTMLメール型タイアップ

タイアップ広告記事を
ダイレクトにメールで
配信します

専門チームがタイアップ広告の記事をメール配信用にリライトいたします。

調査ターゲット③HTMLメール型タイアップ実施イメージ

タイアップ広告 オプション
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利用種別 ⑦タイアップページ素材提供 ⑧広告主サイトからリンク

概要

オンラインコンテンツの素材データをお渡しします。

弊社誘導終了後のお渡しとなります（オンライン利用のみ可）

オウンドメディア内でのみ利用可

広告主の自社サイト、オウンドメディア、公式SNSアカウントでのリンク設置

提供物

・テキスト（編集不可）

・画像データ（トリミングのみ可）

・出典元・広告クレジットの明示必須

※DOLロゴ使用は応相談

表記例：

「YYYY/MM/DD公開 ダイヤモンド・オンラインタイアップ広告掲載」

「YYYY/MM/DD公開 ダイヤモンド・オンラインタイアップ広告より」

・事前に展開サイトをお知らせください。

・パラメーター付URLを発行します。

・出典元・広告クレジットの明示必須

※DOLロゴ使用は応相談

表記例：

「YYYY/MM/DD公開 ダイヤモンド・オンラインタイアップ広告掲載」

「YYYY/MM/DD公開 ダイヤモンド・オンラインタイアップ広告より」

料金
500,000円（Net）～

別途、カメラマン・イラストレーター等への支払いが発生する可能性あり

0円

※誘導用クリエイティブを提供する場合は別途有料

備考 ー 利用期限1年

タイアップ広告のコンテンツを自社メディアで活用いただけます。

※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。

外部タグの設置について

※個人情報保護の観点から、原則としてタイアップ内への第3者タグの設置は不可とさせていただきます。

ご相談の際は弊社営業担当者にご連絡ください。

拡散④二次利用（ページ素材提供） ／ ⑤二次利用（広告主サイトからのリンク）

タイアップ広告 オプション
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その他仕様・免責事項

誘導について レポート提出のタイミング ページ保存期間 追加料金（取材）

主にタイヤモンド・オンライン内の誘導枠

※誘導プランについては、ダイヤモンド社に

一任いただきます。

誘導終了後10営業日以内で提出いたし

ます。

ページのアーカイブは、公開日から1年間

掲載いたします。

アサイン費用・遠方取材は別途実費をい
ただきます。お見積もりをいたします。

タイアップ広告 その他仕様

11



誘導終了後10営業日以内で提出いたします。
※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、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。

01：案件概要
・案件概要
・記事の全ページ合計PV数・UU数
・読了率

02：ユーザーアクション
・平均滞在時間
・ページ別PV数
・問合せ先クリック数

03：ユーザー属性
・デモグラフィック情報（年齢・性別・地域）
・閲覧デバイス
・参照元／メディア

誘導枠の配信レポート

タイアップ広告 レポート

タイアップ広告 レポート
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タイアップ広告 誘導枠

スマホ トップページ スマホ 記事ページ

※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。

タイアップ広告 その他仕様
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タイアップ広告 誘導枠

PC トップページ PC 記事ページ

※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。

タイアップ広告 その他仕様
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お問い合わせ・お申し込み

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・お申し込み
web_ad@diamond.co.jp
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