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BCNとは？ 

「使う人」「売る人」「つくる人」を支えるBCN 

株式会社BCN 会社概要 
本社 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル（Tel. 03-3254-7801 Fax. 03-3254-7802） 
創業 1981年8月（旧社名：コンピュータ・ニュース社） 設立 1984年5月 
代表者 奥田 喜久男（創業者） 
資本金 1億円 従業員数 76名（2016年12月現在） 
加盟協会 一般社団法人 日本コンピュータシステム販売店協会（JCSSA）／社団法人 コンピュータソフトウェア協会（CSAJ） ／一般社団法人 
日本中華總商会（CCCJ）／特定非営利活動法人 ITジュニア育成交流協会（A.JITEP） ／特定非営利活動法人山梨ICT＆コンタクト支援センター 

BCNは、さまざまな媒体でITと家電に関する情報を発信しています。また、デジタル家電の実売データにもとづくマーケ
ティングサービスの提供やセミナーの企画運営、東アジアへの事業展開によって、IT業界の活性化と発展に貢献します。 
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家電流通情報サイト 

BCN RETAIL 
業界動向等を独自視点で俯瞰したコンテンツをはじめ、
BCN集計データの分析を主とした業界情報コンテンツ、
最新ニュース、売れ筋動向、レビューなどを掲載。家電
販売に携わるプロ向けwebサービス。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITビジネスの+αを提供する情報サイト 

BCN Bizline→週刊BCN+ 
2017年4月、「BCN Bizline」よりリニューアル。 
「週刊BCN」と連動し、さまざまな切り口で読者が必要とする情
報を「＋」できる、SIer/ディストリビュータをはじめとする流
通事業者、メーカーやITサービス事業者など、業界関係者のため
の双方向性メディア。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消費者市場、ビジネス市場の両面からIT業界の製
品・技術動向、経営戦略など「商流」を伝えます。 

リテール市場 ITビジネス市場 

BCNメディアマップ 

ITビジネス専門紙 

週刊BCN 
創刊35年を迎えるタブロイド版のITビジネス専門紙。独自の取
材に基づき、毎週、業界の最新情報を発信しています。 

家電流通の今を伝える専門誌 

BCN RETAIL REVIEW 
2016年1月、日々進化を続ける家電流通市場の「使う人」
「売る人」「つくる人」、三つの変化を伝えるべく、家電
に携わる方には無料でお届けする媒体として創刊しました。
主たる読者である家電小売業の視点で紙面をつくっていま
す。 
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紙媒体 

週刊BCN 

Web媒体 

週刊BCN+ 

ビジネスメディア

マーケティング 

サポート 

・純広告 
・記事タイアップ・企画広告 

・ディスプレイ広告 
・テキストバナー広告 
・記事タイアップ・企画広告 
・アンケート調査 
・メールマガジン内テキスト広告 
・号外メール配信 

・セミナーの企画・運営 
・映像メディアの企画・制作 
・ハウスオーガンの制作支援 

IT業界の売り手を支援するBCNだから、SIer、  
ディストリビュータ、リセラーにダイレクトに届きます。 

ターゲットは 
IT業界の売り手 
・SIer 
・ディストリビュータ 
・リセラー 

BCNエンタープライズサービスメニュー 
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ITビジネスの+αを提供する 

運営会社：株式会社BCN 
グランドオープン：2017年4月11日 
（旧サイト名：BCN Bizline） 
月間平均PV:23万PV 
会員数：39,806名（2017年3月現在） 
 
※資料内数値はすべて旧サイト「BCN Bizline」を基とした参考値です 
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週刊BCNのWeb需要に応え、1996年に開設した「Web BCN」。 
2009年10月には『ITを売るパートナービジネスの創造を―』をコンセプトに、「BCN Bizline」へとリニューアルし、 
従来の情報発信に加えて皆様のセミナー・イベント情報や読者からの意見を募る、 
双方向性メディアとして展開してきました。 
この流れを深化させるため、今年4月には、「週刊BCN＋ (プラス) 」がスタートします。 
BCN Bizlineに掲載している記事はすべて「週刊BCN＋」で網羅する予定です。  
週刊BCNの記者が直接取材したコンテンツを届ける「+Journal」に、「+Connect」「+Area」「+Special」など、 
さまざまな切り口で読者の方々が必要とする情報を「＋」できる点をコンセプトとしています。  
メインの閲覧者であるSIer/ディストリビュータをはじめとする流通事業者、メーカーやITサービス事業者など、 
業界関係者により一層ご愛顧頂けるサイトを目指します。 

ITビジネスの+αを提供する情報サイト 

週刊BCN+ メディアコンセプト 

+Journal 
編集部が厳選したニュースを
お届け。 1 週刊BCNの記者が直接取材したニュー
ス、特集、連載、KeyPerson、Faceな
どのほか、ＩＴ業界の日々の出来事を
情報発信する。 

+Area 
見たい情報を、各地域ごとに。 
 3 都道府県別、中国・アジアを含め、各
地域別に分類したコーナーで、その地
域のニュースやイベント情報などを一
覧で見られる。 

+Connect 
全国各地の読者から情報収集。 
双方向コンテンツを展開 2 会員登録するだけで、自社・団体のセ
ミナー・イベント、リリース、製品・
サービスなどの情報を登録でき、ＩＴ
業界に発信できる。 

週刊BCN+ 
4つのコンセプト 

+Special 
各社のイチオシ情報をピックアップ 

4 ＩＴ業界で注目されているＩＴベンダーの製
品・サービスを網羅的に掲載し、エンドユー
ザーに販売するソリューションを探せる。 
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会員の過半数が売り手。 
意思決定者から現場の営業担当まで幅広く支持。 

週刊BCN+ 会員プロフィールと広告媒体としてのメリット 

職位 
業種 

職種 

ITを売るためのビジネス情報サイトだから、 
ITの売り手がすぐそこにいる。 
１）読み手にダイレクトに訴求できるディスプレイ広告枠を各種ご用意 
２）新製品やイベント、セミナー告知、各種誘導枠として対応可能なテキストバナー枠 
３）マーケットのトレンドを先取りし、読み手の意思決定を後押しする記事広告 
４）即時性とダイレクトレスポンスがメリットのWebアンケート機能もオプションでご用意 
５）メールマガジン『DailyBCN』を利用したテキスト広告の配信サービス 

広告媒体としてのメリット 
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週刊BCN+ ディスプレイ広告① 

ディスプレイ広告なら、読み手にダイレクトに訴求！ 
 【トップレクタングル】 
  ※右上に固定表示 
  掲 載 期 間：1週間～（4週間） 
  サ イ ズ：300×250ピクセル(左右×天地) 
  料   金：200,000円～（700,000円） 
  掲 載 社 数：最大2社（ローテーション） 

 【レクタングル】※トップページにランダム表示 

  (3段目～5段目想定) 
 掲 載 期 間：1週間～（4週間） 
 サ イ ズ：300×250ピクセル(左右×天地) 
 料   金：150,000円～（500,000円） 
 掲 載 社 数：最大2社（ローテーション） 

 【ミニバナー①/②/③】※トップページにランダム表示 

  (4段目～) 
  掲 載 期 間：1週間～（4週間） 
  サ イ ズ：300×100ピクセル(左右×天地) 
  料   金：100,000円～（350,000円） 
  掲 載 社 数：最大2社（ローテーション） 

 週刊BCN+トップページ 

 【ミドルバナー①/②】※トップページにランダム表示 

  (3段目～5段目想定) 
   掲 載 期 間：1週間～（4週間） 
   サ イ ズ：300×150ピクセル(左右×天地) 
   料   金：120,000円～（400,000円） 
   掲 載 社 数：最大2社（ローテーション） 
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テキストバナーなら、新製品やイベント、セミナー告知、各種
誘導枠に臨機応変にご活用いただけます。 

週刊BCN+ テキストバナー広告 

【テキストバナー】 
 ※新着記事部エリアに表示 
 文 字 数：35文字程度 
       ※機種依存文字は不可 
 料   金：50,000円～（150,000円） 
       /1週間～（4週間） 
 掲 載 社 数：最大5社（ローテーションなし） 

 週刊BCN+トップページ 
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各ディスプレイ／テキスト広告は以下のページにて掲載致します。 
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掲載ページ/メニュー
トップレクタン
グルバナー

レクタングル
バナー

ミドルバナー ミニバナー テキストバナー PRバナー

サイズ/枠数 300×250/1枠 300×250/1枠 300×150/2枠 300×100/3枠
全角35文字程度

/5枠
バナー：143×55

テキスト：全角20文字以内

総合トップ ○ ○ ○ ○ ○ ○
【Journal】トップ ○ ○ × × × ○
【Journal】

各一覧ページ
× × × × × ○

【Journal】
各記事

○ ○ ○ ○ ○ ○

【Connect】トップ × × × × × ○
【Connect】

セミナー・イベント一覧
○ ○ ○ ○ ○ ○

【Connect】
セミナー・イベント詳細

○ ○ ○ ○ ○ ○

【Area】トップ × × × × × ○
【Area】

各地域トップ
○ ○ × × × ○

週刊BCN+ ディスプレイ／テキスト広告 掲載箇所 



週刊BCN+ ディスプレイ／テキスト広告の料金表と入稿規定 

●入稿規定とスケジュール 

（入稿規定） 
 ・クリエイティブ形式…JPEG / GIF / テキスト 

 ・サイズ…上記サイズ参照 

 ・ファイル容量…原則50KB以下（最大100KB） 
※テキスト原稿の使用禁止文字・機種依存文字、一部の半角記号、 
                   HTML5掲載は対応しておりません。 

（スケジュール） 

 ・新規/広告枠/クリエイティブの変更…ご希望日の5営業日前 

 ・掲載開始時間…弊社営業日AM0時(土日祝および夏季・冬季GW期間中を除く) 

         ※上記期間外をご希望の場合はご相談下さい P11 

枠名 種類 
サイズ(左右×天地) 

/枠数 
在庫数 

定価 
(1週間～) 

定価 
(4週単位/税別) 

トップレクタングル 

期間掲載保障 

300×250/1枠 2(ローテーション有) ¥200,000 ¥700,000 

レクタングル 300×250/1枠 2(ローテーション有) ¥150,000 ¥500,000 

ミドル①、② 300×150/2枠 4(ローテーション有) ¥120,000 ¥400,000 

ミニ①、②、③ 300×100/3枠 6(ローテーション有) ¥100,000 ¥350,000 

テキスト 
全角35文字程度 

/5枠 
5(ローテーション無) ¥50,000 ¥150,000 

原稿入稿の際は下記規定をご確認いただき、必要なクリエイティブおよびリンク先のご手配
をお願いします。 



週刊BCN+ ディスプレイ／テキスト広告 参考数値/掲載レポート 

【参考数値】 

【掲載レポート】 
＜集計期間＞掲載期間合計、日次、週次（※月次は4週間以上掲載の場合のみ） 
＜集計項目＞Imp数、クリック数、CTR 
＜形式＞BCN所定フォーマット（Excelデータ） 
＜提出＞掲載完了後、5営業日までにe-mailにて報告（指定の無い限り発注者に送信） 

※但し、2週間以上掲載の場合は週次ごとでの提出も可能です。発注の際に担当営業までお申し付け下さい。 
 

◆上記以外でのレポートをご希望の場合は、別途有償にて対応させて頂いております 
詳細お問合せ下さい 

広告メニュー 期間 想定imp 想定CTR 料金 

トップレクタングル 

1週間 

24,750 0.12％ ¥200,000 

レクタングル 24,750 0.09％ ¥150,000 

ミドル 24,750 0.09％ ¥150,000 

ミニ 20,000 0.07％ ¥120,000 

テキスト 26,500 0.10％ ¥50,000 
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全ページ最下部に確実に掲載する特別バナー【PRバナー
広告】は、常時表示5枠分ご用意しております。 

週刊BCN+  PRバナー広告 

【PRバナー】 
 ※全ページ最下部エリアに表示 
 サ イ ズ：左右143ピクセル×天地55ピクセル 
 文 字 数：全角20文字以内 
       ※機種依存文字は不可 
 料   金：600,000円～ 
       /3か月～ 

◆別途詳細企画書をご用意しております。 
お申し付けください。 
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Webサイト『週刊BCN+』にて記事広告を掲載し、配信致します。オプションとして弊
社の様々な誘導枠を活用した、安価で確実なPV保証プランもご案内可能です。 

週刊BCN+  記事タイアップ・企画広告 

【記事タイアップ】 

 文 字 数：2000文字（A4・1頁程度） 

 料     金：500,000円（制作費220,000円含む） 

 写     真：弊社撮影分は最大3点 

       ※ご提供分は掲載制限はありません 

 図      版：最大10点 

 ※ページネーションは1～3ページとなります 

 
 【オプション】 
 P V 保 証：2,000PV(1か月前後) 
 料     金：+300,000円(PV保証運用費) 

  

人物 

図版 

関連記事 

外部リンク 
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タイトルバナー 

週刊BCN＋内にまるごと貴社専用の特設ページ=【オウンドページ】を設置いたします。記
事タイアップ広告やビジュアルバナーなど、様々なコンテンツへ誘導可能なPRページの
展開が可能です。掲載中のオウンドページ自体にはトップページをはじめ様々な誘導を
実施し、常時一定以上の露出を実現します。 

週刊BCN+ オウンドページ制作・掲載 

過去掲載 
関連記事 

メールマガジン 
「Daily BCN」 

週刊BCN＋に掲載された記事広告は、メルマガでご紹介。 

週刊BCN＋トップページにはスライダーを設置。 
オウンドページへ誘導いたします。 

週刊BCN＋内【＋Special】 

週刊BCN＋ トップページ 

週刊BCN＋の4つのカ
テゴリページの1つ、
【＋Special】のメ
ニューおよび上部バ
ナーからも誘導いたし
ます。 

週刊BCN＋ オウンドページ 

＜編集エリア＞ 
ピックアップ記事欄 

バナー掲載 
パートナー一覧 

商材一覧 
   …etc 

【週刊BCN＋ オウンドページ企画】 
 

内容物 

①週刊BCN＋  

 1社特設ページ制作・運用 

②週刊BCN＋ 

 記事広告制作・掲載(月1本) 

 

【初期構築費用】※初月のみ 

 ＜制作費用＞：40万円(ネット) 

 

【継続掲載費】各月費用 

 ＜掲載費＞：80万円 

・Web記事1本／月を含みます 

  

 3か月合計定価：2,800,000円 

◆別途詳細企画書をご用意しております。 
お申し付けください。 
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自社商品の認知度調査や市場動向調査など、ご要望に応じたリサーチをBCNのデータベースを活用して行

います。新規ビジネスを検討するうえでの事前調査や、競合製品との認知比較、新たな販社獲得をするう

えでの見込みリードの獲得など、様々なシーンで効果が期待できます。 

約50,000名のIT業界関係者に、意識調査を実施。
即時性とダイレクトレスポンスがメリットのWebアン
ケート方式により、確度の高いセールスリードを提供。 

リサーチ方法：一斉メール配信でのアンケート（2回配信） 
設問数：10問まで 
想定回答数（リード数）： 180件～200件前後 
メール配信数：約68,000件 
ご提供内容：アンケートページ構築一式／案内メール一式／レポート作成、報告会／回答者リストの提供 
実施料金：1,000,000円 
 

 
 

※アンケートの設問などは、ご要望を踏まえて企画・設計します。 

※アンケート集計結果および回答者の属性集計は、リサーチ開始日から3週間～4週間で納品致します。 
※アンケートの回答結果はご協賛企業の許可を得た上でＢＣＮコンテンツに活用させていただく場合があります。 

週刊BCN+  市場調査リサーチ（リード提供）プラン 

■調査設計 
（アンケート設問の設計） 

■メール配信 
実施日の決定 

■メール配信 
（計2回） 

■報告会/回答者リストの提供 
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タイアップ記事に合わせてアンケートを実施。 SIerから記事内容に対する意見を収集します。 

併せて、メール配信で記事に対しての誘導（またはリマインド）でアンケート回答率を高めます。 

マスへの訴求とリサーチの相乗効果により、ブラン
ディング訴求力とリード獲得数を高めます。 

週刊BCN+ (WEB) 

アンケート 
回答へ誘導 

アンケートページへ誘導  タイアップページ アンケート周知の 
メールを配信 

週刊BCN+  記事タイアップ+リサーチプラン 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

リサーチ方法：一斉メール配信でのアンケート（2回配信） 
設問数：10問まで 
想定回答数（リード数）：180件～200件前後 
メール配信数：約68,000件 
ご提供内容：記事タイアップ広告/アンケートページ構築一式／案内メール一式／レポート作成、報告会／ 
      回答者リストの提供 
実施料金：1,350,000円 
 

 
 

※アンケートの設問などは、ご要望を踏まえて企画・設計します。 

※アンケート集計結果および回答者の属性集計は、リサーチ開始日から3週間～4週間で納品致します。 
※アンケートの回答結果はご協賛企業の許可を得た上でＢＣＮコンテンツに活用させていただく場合があります。 P17 



週刊BCNのメールマガジン『DailyBCN』会員向けにテキスト広告を配信できます。 

配信日 配信数 広告品名 価格 

DailyBCN 平日AM8時ごろ 約18,000件 メールマガジン内 
テキスト広告 

200,000円 
（任意の5営業日） 

クリック率の高いメールマガジン内テキスト広告
なら高レスポンスが期待できます。 

Daily BCN メールマガジン内テキスト広告 

※2017年3月現在 
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『号外メール』では、メールマガジン全編にわたり自社の訴求をすることが可能です。 

特に自社のイベント、プライベートセミナーの告知に大きな威力を発揮します。 

プッシュ配信のメールマガジンだからこそ、 
号外による高い告知効果があります。 

＜配信実績例＞ 

配信時期 配信内容  依頼企業名 

2016年10月 『FOCUS JAPAN 2016』のご案内 マカフィー 様 

2016年10月 『Biz/Browserフォーラム2016』のご案内 オープンストリーム 様 

2016年11月 『ソフトバンク C＆S×日本オラクル共済セミナー』のご案内 ソフトバンクC&S 様 

2017年1月 『中小企業向けIT活用術コンテンツ無料DL』のご案内 KDDI 様 

2017年3月 『Surface Pro 4キャンペーン』のご案内 日本マイクロソフト 様 

配信日 配信エリア 配信数 広告品名 価格 

DailyBCN  号外 不定期 
（最大1日2回） 

全国 約68,000件 号外メール配信プラン① 450,000円/回 
配信日指定可能 

DailyBCN  号外 不定期 
（最大1日2回） 

東京都限定 約46,000件 号外メール配信プラン② 350,000円/回 
配信日指定可能 

Daily BCN 号外メール配信 

※配信数は2017年3月の実績です。 
P19 



Daily BCN メール配信広告掲載 参考数値/掲載レポート 

広告メニュー 掲載/配信回数 想定配信数/回 想定CTR 料金

メールマガジン内テキスト広告 5回（５営業日） 約18,000件 0.05~0.1％ ¥200,000

号外メール配信　プラン① １回 約68,000件 0.4～0.5％ \450,000/回

号外メール配信　プラン② １回 約46,000件 0.2％～0.4％ \350,000/回

【参考数値】 

【掲載レポート】 
＜集計期間＞掲載/配信日、掲載/配信期間合計 
＜集計項目＞実配信数、URLクリック数、CTR ※クリック数、CTRは配信翌営業日までの数値 

＜形式＞BCN所定フォーマット（Excelデータ） 
＜提出＞掲載/配信完了後、5営業日までにe-mailにて報告（指定の無い限り発注者に送信） 
 

◆上記以外でのレポートをご希望の場合は、別途有償にて対応させて頂いております 
詳細お問合せ下さい 
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商品 金額（円） 備考 

週刊BCN ‐ 

記事広告 1,540,000 1P 

純広告 1,100,000 1P 

純広告 2,300,000 センター見開き 

純広告 600,000 表紙下 

純広告 300,000 中面1/3P 

純広告 350,000 ランキング下1/3P 

純広告 450,000 終面1/3P 

純広告 100,000 終面突き出し 

純広告 75,000 終面記事中 

抜き刷り 150,000～ 1000部 

週刊BCN+ 

‐ 

記事広告 500,000 2,000文字程度（制作費含む） 

週刊BCN記事 転載 250,000   

PV保証オプション 300,000 到達期間1か月程度想定 

市場調査リサーチ 1,000,000 200リード前後提供想定 

記事タイアップ+リサーチプラン 1,350,000 

オウンドページ制作・掲載 2,800,000～ 期間保証／1週間～4週間 

トップレクタングルバナー 200,000～ 期間保証／1週間～4週間 

レクタングルバナー 150,000～ 期間保証／1週間～4週間 

ミドルバナー 120,000～ 期間保証／1週間～4週間 

ミニバナー 120,000～ 期間保証／1週間～4週間 

テキストバナー 50,000～ 期間保証／1週間～4週間 

PRバナー 600,000～ 期間保証／3か月～ 

Daily BCN 
（メール配信） 

メールマガジン内テキスト広告 200,000 5営業日 

号外メール配信①（全国配信） 450,000 1回 

号外メール配信②（東京都限定配信） 350,000 1回 

ビジネスメディア 
マーケティング 
サポート 

BCN 
セミナー 

BCN主催セミナー 2,100,000～ 会場費、備品代は別途請求 

BCNアカデミールームセミナー 1,000,000～ 会場はBCN社内セミナールーム 

映像メディア 
商品紹介 400,000～   

導入事例紹介 400,000～   

紙メディア 紙メディア制作 - 別途お見積り 

BCN エンタープライズサービスメニュー 商品一覧 
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広告掲載、制作サービスに関するお問合せ、お申込みは下記の連絡先までお問い合わせください。 
 
株式会社BCN BCNビジネスメディア部 営業担当 
 
電話番号 03-3254-7801（代） 
 
メールアドレス  w_sales@bcn.co.jp 

BCN会社概要 広告問い合わせ先 
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