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BCN RETAILとは 

Webサイト 「BCN RETAIL」 

2016年4月28日オープン 
家電販売のプロに向けたWEBサービス 

BCN独自執筆の各種記事 

製品ニュースなど日々の関連ニュース 

業界動向等を独自視点で俯瞰したプロ向けコンテンツ 

BCN集計データの分析を主とした業界情報コンテンツ 

各種データサービス 

インターネット調査等、独自集計データ 

実売データ集計サービス「BCNランキング」 

特定商材の市場が分かる「BCNランキング-PRO」 

家電流通に携わるプロの、 
日々の業務にお役立ちします。 
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・アクセス数：約45万PV/月 ・ユーザー数：約21万UU/月 ※2016年9月時点 
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読者ターゲット：家電流通に携わるプロ 

家電量販店をはじめとした電化製品を商材として扱う小売事業者様、 
また家電販売の関連事業へ携わる方々（家電メーカー様も含む） 

「BCN Retail Review」との連携 

「BCN Retail Review」読者情報 ※16年6月発行号時点 

業種内訳 

小売り業種 
合算70% 
（家電量販、EC・  
通販、その他小売り） 

職種内訳 

課長、部長級 
職位合算 74% 

BCN RETAILとは 

本紙→Web（BCN RETAIL）の動画ページへ 本紙→Web（BCN RETAIL）の記事ページへ 

「BCN Retail Review」本紙→Web「BCN RETAIL」へ誘導（QRコード誘導） 



BCN RETAILとは 
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プロ向けのお役立ちコンテンツ（サービス） 

スマートフォン対応（スマホサイト） 

【速報・ニュース】 【リテールマーケット】 【実売データ・調査】 【BCNランキング-PRO】 

・新製品ニュース 
・新サービスニュース 
・製品レビュー 
・発表記者会見 
・イベント取材 

・業界動向 
・市場動向・分析 
・インタビュー 
・売るヒント 
・データ 

・売れ筋ランキング 
・BCNアナリスト分析 
・BCN調査レポート 
・乗合企画調査 

・実売データサービス 
（一部無料） 

家電の流通・販売に携わるプロの方々に向け、日々の業務にお役立て頂ける情報を 
日々更新しております。 

日々多忙な、家電の流通・販売に 

携わるプロの方々が、いつでも便利に
ご利用頂けるよう、スマートフォンにも
対応しております。 
※BCNランキング-PROは除く 

【トップページ】 【記事ページ】 【動画ページ】 

PC版と同様にご利用頂けるサイトです。 



記事分類のご説明 
「BCN RETAIL」は業界のプロ向けサイトとして、 
オープンコンテンツ/ログインコンテンツを種別しています。 

オープンコンテンツ 

ログインコンテンツ 

新製品情報など、業界の情報を広く伝える 

一般消費者の閲覧も意識 

広告（PR）以外の編集記事は他メディアへ提供 

業界動向などプロに向けた厳選コンテンツ 

ログイン状況を参考にした、記事のおすすめ 

業界紙「BCN Retail Review」との連動記事 

特徴紹介 

インタビュー動画 

新製品ニュース 

会員（無料）向け 
限定記事・動画 

発表会記事 製品レビュー記事 
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BCN Retail Review 
連動記事 インタビュー記事 業界動向記事 



「製品ニュース」 に掲載した記事は大手ポータルサイトやニュースサイト、ＥＣサイトにご提供しております。 

ＥＣサイト 

ニュースサイト 

ポータルサイト 

ＳＮＳ / エンタメサイト 

（2016年9月現在） 

※配信先は変更になる 
  可能性がございます。 ※一部記事を選択 

※一部記事を選択 

特徴紹介 
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http://smt.docomo.ne.jp/


広告商品ご紹介 

ラインナップ 

■ディスプレイバナー 

■テキスト（記事広告） 

■メールマガジン 

「レクタングルバナー」 
「サイトリンク広告」 
「テキストバナー」 
「トップページ スライダー表示枠」 

オープンコンテンツ・・・「記事広告」 
ログインコンテンツ・・・「記事広告」 
              「BRR本紙掲載記事広告のWeb転載」 
              「BRR本紙連動特集内記事広告」 

「メールマガジン内テキスト広告」 

7 ※各広告商品の内容は、P8～P13に記載しております。 



広告商品ご紹介 

ディスプレイバナー ①レクタングルバナー 

レクタングルバナー 広告枠一覧 

各バナー枠の掲載場所は、次頁に記載しております。 

※表記金額は全て税別です。 

PC版 300×250

スマホ版 300×100

レクタングルバナー 広告原稿サイズ（1～6共通） 

枠名 PC版での掲載ページ スマホ版での掲載／掲載ページ 掲載期間 種類 定価

レクタングル1 BCN RETAIL内全ページ
あり

トップページ・記事一覧ページ
4週間 期間保障 ¥1,500,000

レクタングル2 BCN RETAIL内全ページ
あり

トップページ・記事一覧ページ
4週間 期間保障 ¥1,500,000

レクタングル3 BCN RETAIL内全ページ
あり

トップページ・記事一覧ページ
4週間 期間保障 ¥1,300,000

レクタングル4 BCN RETAIL内全ページ なし 4週間 期間保障 ¥1,100,000

レクタングル5 BCN RETAIL内全ページ なし 4週間 期間保障 ¥900,000

レクタングル6 BCN RETAIL内全ページ なし 4週間 期間保障 ¥900,000
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※広告原稿のファイル形式 

【GIFまたはJPEG形式】 
（ファイル容量 50KB 以下 上限は最大 100KB） 



広告商品ご紹介 

「PC版」 
掲載位置 

「スマホ版」 
掲載位置 

ディスプレイバナー ①レクタングルバナー 

レクタングル1 

レクタングル2 

レクタングル3 

レクタングル4 

レクタングル5 

レクタングル6 

レクタングル1 

レクタングル2 

レクタングル3 
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広告商品ご紹介 

ディスプレイバナー ②サイトリンク広告 
※表記金額は全て税別です。 

レクタングルバナーとは異なり、お役立ちコンテンツとしてリンク先へ誘導する広告枠です。 
※リンク先は、記事ページに限定（記事ページであれば、メーカー様HPも設定可能です）。 

「PC版」トップページ 「PC版」記事ページ 「スマホ版」記事ページ 

サイトリンク広告 

枠名 PC版での掲載ページ スマホ版での掲載／掲載ページ 掲載期間 種類 枠数 定価

サイトリンク広告
トップページ（レクタングル2下）

記事ページ（記事下）

あり

記事ページ（記事下）
4週間 期間保障 最大4枠 ¥600,000
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広告商品ご紹介 

ディスプレイ・バナー ③テキストバナー 

レクタングル1、レクタングル2の間に掲載 

※表記金額は全て税別です。 

「PC版」 

枠名 PC版での掲載ページ スマホ版での掲載／掲載ページ 掲載期間 種類 文字数 定価

テキストバナー BCN RETAIL内全ページ なし 1週間～ 期間保障 全角35文字以内 ¥100,000
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広告商品ご紹介 

ディスプレイ・バナー ④トップページ スライダー表示枠 
※表記金額は全て税別です。 

※リンク先は、BCN RETAIL内の記事に限ります。（表示原稿は当社で制作いたします。） 
※5枠ローテーション表示です。（広告枠以外の4枠は当社使用枠） 

「PC版」 
トップページ 

PC版 
該当サブカテゴリ―内 

トップページ 

「スマホ版」 
トップページ 

トップページ スライダー表示枠 

枠名 PC版での掲載ページ スマホ版での掲載／掲載ページ 掲載期間 種類 枠数 定価

トップページ

スライダー表示枠

トップページ

該当サブカテゴリー内トップページ

あり

トップページ
4週間 期間保障 1枠限定 ¥300,000
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広告商品ご紹介 

テキスト（記事）商品 
オープンコンテンツ 

ログインコンテンツ 

トップページ誘導枠 
（1週間） 

サイトリンク広告  誘導枠 
（1週間） 

記事ページ 

記事への誘導イメージ 

※記事広告内にハイパーリンクを貼ることが可能です。  
 御社ＨＰや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。 
 
※サイト内で掲載した記事広告をリデザインし、 ツールとして活用頂ける 
 抜き刷りの作成もオプションで承っております。   

商品 定価 掲載期間

記事広告 ¥1,100,000

トップページ誘導枠：1週間

サイトリンク広告枠：1週間

※サイトへの掲載は1年間

商品 定価 掲載期間

記事広告 ¥700,000

トップページ誘導枠：1週間

サイトリンク広告枠：1週間

※サイトへの掲載は1年間

BRR本紙掲載記事広告の

Web転載
¥300,000

トップページ誘導枠：1週間

サイトリンク広告枠：1週間

※サイトへの掲載は1年間

BRR本紙連動特集内

記事広告
¥500,000

サイトリンク広告枠：1週間

※サイトへの掲載は1年間

※表記金額は全て税別です。 

※表記金額は全て税別です。 
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広告商品ご紹介 

業界のプロに向けた記事広告例 

製品・サービスのアピール 

企業情報やアライアンス、キャンペーンのアピール 

製品アピール、競合アドバンテージポイントの整理 

売り方・陳列・販売方法のご提案 

要素技術や開発秘話等、接客の小ネタとなる豆知識 

何故、この製品が買われているのか/売られているのか 

医療機関等、第三者の「お墨付き」とその理由 

メーカー側の想いや、サポート体制など、ブランドPR 

企業、シリーズ・ブランドの歴史や強みの背景 

市況やシェア状況など、知っていてほしい市況情報 

販促物・キャンペーン等、販促ご支援策のご紹介 

協業による強みの理由や、共同キャンペーンの紹介 
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広告商品ご紹介 

メールマガジン 

※メールマガジン「BCN Weekly リテール」内でテキスト広告（ヘッダー広告）を掲載 

メールマガジン内テキスト広告 
（ヘッダー広告） 
 
全角35文字×5行 

メールマガジン名 広告名 配信日 配信数 枠数 文字数 定価

BCN Weekly

リテール

メールマガジン内

テキスト広告
毎週木曜日11:30頃 20,000 1枠限定 全角35文字×5行 ¥150,000

※表記金額は全て税別です。 
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広告商品ご紹介 

広告商品一覧 
商品 定価 掲載期間

レクタングル1 ¥1,500,000 4週間

レクタングル2 ¥1,500,000 4週間

レクタングル3 ¥1,300,000 4週間

レクタングル4 ¥1,100,000 4週間

レクタングル5 ¥900,000 4週間

レクタングル6 ¥900,000 4週間

サイトリンク広告 ¥600,000 4週間

テキストバナー ¥100,000 1週間

トップページ スライダー表示枠 ¥300,000 4週間

オープンコンテンツ／記事広告 ¥1,100,000 1年間

ログインコンテンツ／記事広告 ¥700,000 1年間

ログインコンテンツ／BRR本紙掲載記事広告のWeb転載 ¥300,000 1年間

ログインコンテンツ／BRR本紙連動特集内記事広告 ¥500,000 1年間

メールマガジン メールマガジン内テキスト広告 ¥150,000 1回

ディスプレイバナー

テキスト（記事）

※表記金額は全て税別です。 
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補足ご紹介：BCNランキング 

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2,600店舗 （※2016年1月現在） ネット専業販売店 
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