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会社概要 メディア事業 

ＢＣＮではメディア事業として、以下のウェブ媒体と紙媒体を取り扱っています。 

ＢＣＮ ＲＥＴＡＩＬ 家電流通情報サイト 

デジタル製品や家電の製造・開発・ 
販売・流通に携わる方々に向け、 
仕事に役立つ情報をお届けする 
専門サイトです。 
 
オンライン・リアルを問わず、販売の 
現場で働く人たちのお役に立つ情報・
サービスをお届けします。 

ＢＣＮ Ｂｉｚｌｉｎｅ ＩＴビジネスサイト 

法人・個人向けのＩＴニュース 
を掲載。「週刊ＢＣＮ」に掲載 
した記事も転載しており、 
週刊ＢＣＮ読者ならば 
最新記事をオンラインで 
お読み頂けます。 

ＢＣＮランキングマガジン 無料情報誌 

店頭での「製品選び」をサポート 
する情報満載の無料情報誌。 
年6回、毎号10万部を全国の 
主要量販店の店頭で配布しています。 

週刊ＢＣＮ ＩＴビジネス専門紙 

創刊35年を迎える 
ＩＴビジネス専門紙。 
毎週、業界の最新情報を 
発信します。 

・年6回（奇数月）発行 
・毎号10万部配布 
・配布店舗数 約1300店舗 

・毎週月曜日発行 
・17,000部配布 
 

リテールメディア ビジネスメディア 

ウェブ 
媒体 

紙 
媒体 

ＢＣＮ Ｒｅｔａｉｌ Ｒｅｖｉｅｗ 家電流通専門紙 

進化し続ける家電販売市場の 
「いま」を伝える月刊紙。 
 
家電の流通・販売に携わる方々に 
向けた情報を紙面ならではのダイナ
ミックなレイアウトでお伝えしています。 

・毎月最終月曜日発行 
・11,000部発行 ※2016年6月時点 
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会社概要 マーケティング事業 

ＢＣＮランキングデータサービス 法人向け詳細版 

全国の量販店のＰＯＳデータを日次
で集計し、アイテムごとに集計した実
売データをオンラインで提供するデー
タサービスです。集計対象は、ＰＣ・デ
ジタル家電など多岐に渡ります。詳細
版では分析ツールを使用し、さまざま
な角度からデータを集計・分析するこ
とが可能です。 

ＢＣＮマーケティング マーケティング支援サイト 

ＰＯＳデータ事業集計サービス「ＢＣＮラ
ンキング-ＰＲＯ」ご契約者（社）向けの
ポータルサイトです。ご契約者様はもちろ
ん、無料会員に登録をすれば、どなたで
もデジタル製品の販売動向をまとめた分
析レポートや日次価格情報をご覧頂けま
す。 

ＢＣＮでは、全国の量販店のＰＯＳデータを集計し、マーケティング事業を行っています。 

ＰＯＳデータ提供店 全国23社、約2600店舗 （※2016年1月現在） 
ネット専業販売店 
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メディア掲載実績 

ＢＣＮのマーケティングデータは、 新聞やTV、雑誌など多数のメディアに掲載されています。 
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ＢＣＮ ＡＷＡＲＤのご紹介 

「BCN AWARD」 とは・・・ 
 

全国の家電量販店・PC専門店23社の協力を得て、 
販売データ（POSデータ）から毎日の実売台数を集計し、 
「どの製品が何台売れたか」がわかる「BCNランキング」。 

 

このBCNランキングで、製品部門ごとに年間（1月～12月）で 
最も販売台数の多かったメーカーを表彰するのが、 

「BCN AWARD」 です。 

獲得したメーカーに送られる金色のロゴマークは、「ユーザーに最も支持されたメーカー」で 
あることの証といえます。「 BCN AWARD 」のロゴは、広告やカタログ、パッケージ、 

ノベルティ、店頭POPなど、さまざまな媒体で活用いただいております。 

販売店や一般消費者の皆様にも、信頼の証として広く浸透しています。 

「 BCN AWARD2015 」の模様。 
会場には2014年度の 

No.1メーカーが一堂に会し、 
熱気に包まれました。 

【ロゴ活用例】 【「BCN AWARD2015 」会場模様】 
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家電 

量販店 
ＢＣＮ 

・市場動向のアナライズ 

・注力商材の選定 

・マガジンの店頭配布 

・情報の提供 

（製品の売りのポイント、ランキング情報） 
・ＰＯＰなど店頭販促物の提供 

ＢＣＮの強み 

一般消費者 

メーカー様 

・ＰＯＳデータの提供 

・マガジンと連動した売場作り 

・来店 

・商品購入 

ＢＣＮは、 「売りの現場」である家電量販店（本部、店頭）との強い関係性を活かし、 

御社製品の店頭での販売促進を応援します。 

・弊社媒体を活用した情報収集 

・情報の提供（商品情報、生活提案、ランキング情報） 

製
品
流
通
の
流
れ 

・マーケティングデータの提供 

・弊社媒体活用による販売促進 
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ＢＣＮランキングマガジン 媒体情報 

■巻頭特集―「夢のデジタル生活」を提案 ■BCNランキング―人気ランキングと売れてる理由 
コンテンツのご紹介 

■製品紹介―最新製品を詳細に訴求 

「手を伸ばせば届く夢のデジタル生活」 

をテーマに、生活提案を行います。 

最新のデジタル製品を生活の中に取り入れ 

れば、こんなに快適な時間が待っている― 

実は身近なデジタルの世界を、製品の選び方や 

使いこなしのコツなどと絡めて、わかりやすく解説します。 

全国の家電量販店・PC専門店・インター 

ネット通販のPOSデータ＝実売情報をもとに、 

デジタル製品の売れ筋情報をお届けします。 

どの製品が、なぜ売れているのか、読者に 

商品選択の基準を提供します。 

最新の製品やサービスの情報を、具体的な 

使用シーンやレビュー・解説とともに読者に 

届けます。生活の中に取り入れたときの 

情景が浮かぶよう、写真やイラストなどの 

ビジュアルを構成し、効果的な訴求を行っています。 

家電製品の“ほしい”がみつかるランキング情報誌 

読者年齢構成 読者性別構成 

■配布：フリーマガジン 
      全国主要家電量販店・PC専門店 
           1300店舗 
■仕様：A4変型版/全4色 
■発行：年6回（奇数月 第4土曜日発行） 
■部数：10万部 
■創刊：2005年3月 

幅広い読者層 読者の3割弱が女性 

・BCNランキングは家電量販店店頭での無料配布 
 店頭に何かを買いに来たユーザーに届く 
 

・配布店舗の販売員はBCNランキングを 
 販売のツールとして活用 
 

・記事、ランキングを読んで 
 商品の売り方を研究 
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マガジン媒体特長① 配布店舗、設置例、刷り分け意義 

だから店員さんが活用してくれる！ 

店ごとにロゴと表4広告（裏表紙）を刷り分けているので、 

各量販店が「ハウスマガジン」として活用できる！ 

記事、ランキングからトレンドのポイントを 

押さえ、販売トークに使える！ 

来店者から、マガジンに掲載されている製品の 

質問に答えられるよう、準備する必要がある！ 

＜主な設置状況＞ 

＜店員さんが活用してくれる理由＞ 
ビックカメラ：池袋本店 

カタログコーナーに設置 
ソフマップ：秋葉原本店 

単体で設置 

ビックカメラ：有楽町店 

エスカレーター横に設置 

ケーズデンキ月寒店 

サービスカウンター横に設置 

エディオン岩国店 

誌面を使った展開 

【配布協力店】  50音順 
・エディオン                             ・ケーズデンキ 
・ドスパラ                                ・上新電機              
・ソフマップ                             ・100満ボルト             
・ビックカメラ                           ・ベスト電器             
・ユニットコム                           ・ラオックス              
・ZOA 
  

ケーズデンキ 札幌麻布店 

サービスカウンター横に設置 
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マガジン媒体特長② 店頭配布の強み 

不明 
0.9％ 

実際に商品を買った 
11.0％ 

ある商品を買う気が 
強くなった 
22.6％ 

商品の特徴を知るのに 
役立った 
56.6 ％ 

買いたいと思う商品が 
見つかった 

7.0％ 

その他 
1.5％ 

無回
答

0.5％ 

読者のうち１万人/号以上が実際に商品を購入 
-本紙の情報はどのような点で役立ったか？- 

読者の約８割が紙面を評価 
-これまで本誌を読んだことがありますか？- 

店員の情報源、ＳＰツールとして役立っている 
-店頭員向けヒアリング調査- 

不明・無回答

1%

初めて
読んだ

32%

以前に読んだ
ことがある

67%

2,3回読んだが

今は読んで

いない

14%

1度しか

読んだことが

ない

7%

いつも読んで
いる
79%

□今回、製品選びで迷っていたのですが、本誌を見て、ｄｙｎａｂｏｏｋの新モデル購入しました（30代男性 
会社員） 

□商品購入時大変参考になりました 店員さんに質問が出来た（40代女性/主婦） 

□貴紙を重視して、ショッピングに利用していますので、もっともっと充実して下さい。（30代女性/会社員） 

□１冊でいろんな情報がみれてよかった。家族の女性たちも、 

  ふだんは、わかりづらいとこういうものはみないが 

   「ＢＣＮ」は見ていた。これからもわかりやすい情報を載せて下さい。（50代男性/会社員） 

□説明がわかりやすいので購入する時、参考になります（40代男性/自営業） 

□インターネットは目が疲れるので、貴誌が重要な情報源です。 

   厚すぎす薄すぎす、適切なページ数で昼休みに目を通したりします。（40代男性/会社員） 

□新製品を、わかりやすく、説明してあるので助かります。高齢者にも、わかりやすい。（60代男性/無職） 

読者の声 
-読者アンケートより- 

ベスト電器 山口県 マガジンについて、担当によっては製品写真などをラミネート加工し、POPとして使用している。 

ベスト電器 岩手県 
マガジンを持ってお客様が製品について問い合わせてくる場合もあるし、「こんな製品がありますよ」と店員 

が参考資料として見せる場合もある。 

ビックカメラ 本部 VISTA買い控え対策に店長会で売り方を勉強した。 

エディオン 本部 店員も休憩室でよく読むが店長会議でも使っている。 

ベスト電器 北海道 接客には使用していないが、店員が読んで情報収集している。 

１００満ボルト 北海道 リピーター中心に持ち帰られているので毎月同じ量が無くなるに加え、新規客も持っていく。 

ケーズデンキ 山形県 中身は勉強になっていいですね、と感想をいただいた。 

ケーズデンキ 茨城県 誌面の利用、といったところは今のところ無いが、マガジンを持参した上での指名買いはある。 

ベスト電器 埼玉県 マガジンは接客コーナーに置いて、ランキング面を見せて利用している。 

ケーズデンキ 東京都 マガジンに掲載している製品についてお客様から問い合わせが来るときがある。 

ケーズデンキ 東京都 お客様がマガジンを見て質問がある場合がある。 

ビックカメラ 東京都 
営業には使用していないが、特集で取り扱っている製品を掲載しているので参考にしている。 

カメラの専門店なので、定期的にカメラ特集を行って欲しい。 

ユニットコム 東京都 誌面はたまにお客様が持ち込まれて商品を指名買いする場合もある。 

デオデオ 神奈川県 
ＰＣフロア、デジカメ売り場に3箇所設置している。接客でのマガジン利用は、進んでは行わない。 

お客様から問い合わせがある時もあるので、毎号読んでいる。 

上新電機 新潟県 マガジンの誌面利用は特に無いが、お客様がマガジンを持って指名買いされる事もある。 

グッドウィル 愛知県 接客で利用、という事は無いが、製品横に特集面を見開きで置いて製品訴求している。 

上新電機 奈良県 マガジンをお客様に見せて接客することはたまにある。 

デオデオ 山口県 
マガジンはレジ、休憩スペースとフロアごとに設置している。特集に合わせて置くフロアを変え、営業に使用 

している。 

ベスト電器 山口県 マガジンは届き次第読んでいる。店員が個別でマガジンをすすめる事はあるが、店舗で使用するわけではな い。 

ケーズデンキ 鹿児島県 マガジンは常に確認しており、製品横に設置済み。誌面は読みやすくていい、とのこと。 
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マガジン媒体特長③ 店頭配布の強み 制作物 

紙什器面広告 
全国の量販店店頭に設置！ 
店頭を訪れる人の目に触れます！ 

読者アンケート 

詳細作成中 
ページ抜き刷り 

御社掲載ページを 
オリジナル表紙にて 
抜き刷りとしてお作り致します！ 
販促物、イベント会場などでの 
配布にもお使い頂けます。 

店員向け冊子 

御社掲載ページを 
オリジナル表紙にて 
抜き刷りとしてお作り致します！ 
店員向け勉強ツールとしての 
リデザインも承っております。 
御社営業様の営業ツールと 
してもお使い頂けます。 

その他、店頭ＰＯＰなどのプランもご用意しております。 

読者アンケートによる調査も可能です。 

読者アンケート内で、 
御社記事に関する 
設問も承っております。 
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ＢＣＮランキングマガジン料金表 

表2見開き 
定価：350万円 

目次対向① 
定価：160万円 

目次対向② 
定価：160万円 

目次② 目次① 

目次下1/3P① 
定価：50万円 

目次下1/3P② 
定価：50万円 

進行方向 

進行方向 

記事下1/3P① 
定価：50万円 

記事下1/3P② 
定価：50万円 

巻頭 

特集 
サブ 

特集 
編集 

ページ 

表3 
定価：160万円 

※記事タイアップ広告の制作費は1P：30万円です。 
スペース 定価 原稿サイズ（天地×左右）

表2見開き 3,500,000 278mm×420mm

第2表2見開き 3,200,000 278mm×420mm

目次対向　1 1,600,000 278mm×210mm

目次対向　2 1,600,000 278mm×210mm

表3見開き 3,000,000 278mm×420mm

表3 1,600,000 278mm×210mm

中面全頁 1,500,000 278mm×210mm

目次下1/3 500,000 73mm×190mm

表紙 

裏表紙 
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ＢＣＮランキングマガジンとＷｅｂのセットプラン 

ＢＣＮランキングマガジン掲載記事はＷｅｂ「ＢＣＮ ＲＥＴＡＩＬ」に転載可能です！ 

■記事形式での転載（1記事1Pあたり／１５万円） 

BCNランキングマガジン 

に掲載 Web「BCN RETAIL」 
に記事として転載 

BCNランキングマガジンに掲載した記事広告は、 

当社Web「BCN RETAIL」に記事形式（同内容）で転載可能です。 

トップページ  

トップページ 

からの誘導 

転載した記事内にハイパーリンクを貼ることが可能です。 

御社ＨＰや直販サイト、キャンペーンサイト等 

弊社サイト外部の特定ページへの誘導も可能です。 
記事ページ   

記事内ハイパーリンク 

による特定ページへ 

の誘導 

トップページに、転載した記事への 

誘導枠を設置し、効率よく記事ページに読者を誘導します。 

※誘導枠の設置期間は1週間です。 

12 


