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BCNとは？ 

「ものづくりの環」を支え、育むメディア企業です。 
 
BCNは、全国の家電量販店、PC専門店のPOSデータから実売台数を毎日集計し、PCやデジタル家電のマーケティング
データ「BCNランキング」を提供。この「BCNランキング」をベースに編集したデジタル生活応援情報誌「BCNランキン
グマガジン」（無料配布）とIT業界向けビジネス専門紙「週刊BCN」（有料購読）の発行、これらメディアと連携する
Webサイト「BCNランキング」「BCN Bizline」の運営に取り組んでいます。 

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 72名（2016年7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） ／社団法人 日本
広告業協会（JAAA） ／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 
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デジタル生活応援サイト BCNランキング 
実売データによるデジタル製品の最新ランキングや、
最新ニュース、売れ筋動向、レビューなどを掲載。
身の回りのデジタル製品を賢く活用するヒントが見
つかる、総合情報サイトです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無料情報誌 BCNランキングマガジン 
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。隔月（2か月に1回）、約10万部を全国
の主要量販店の店頭で配布しています。 

ITビジネスサイト BCN Bizline 
「週刊BCN」と連動し、同紙掲載記事や速報性を重視
したニュース・解説記事などを掲載。業界マップ、IT
関連のセミナー・イベント一覧など、Web独自のコン
テンツも用意。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

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。 

コンシューマー市場 ITビジネス市場 

BCNメディアマップ 
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紙媒体 

週刊BCN 

Web媒体 

BCN 

Bizline 

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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BCNの出版で培ったノウハウと専門知識を活用。 
セミナー、オウンドメディア（映像・紙）で企業メッセージや製品･サービスを、ター
ゲット顧客層にダイレクト訴求。企業の統合的マーケティング・コミュニケーションの
実現を強力にサポートいたします。 
 
 

① BCNセミナーの企画・運営 
ターゲット顧客へダイレクトに訴求。 
セミナー参加者との交流、レスポンスでビジネスチャンスを拡大します。 

 

 

② オウンドメディア 映像メディアの企画・制作 
いつでもどこでも潜在需要や顧客にアプローチ可能。 
語りかける言葉のプレゼンテーションが訴求力を向上します。 

 

 

③ オウンドメディア 紙メディアの企画・制作 
ステークホルダーとのダイレクトな関係性を創造することが出来ます。 
BCNが持つプロの力で強力に支援します。 
 
 

ビジネスメディア マーケティングサポート 
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BCNセミナー 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

売り手である「ビジネスパートナー」と 

使い手である「ユーザー」に同じメッセージを届けていませんか？ 

 
ビジネスパートナーは「売れている【市場】/売れる【製品】/【どうやって】売るのか？」を 
知りたがっています。 
BCNでは、数多くのセミナー開催からこの答えを導き出し、 
御社に最良の形でセミナー受講者に情報提供を行います。 

① BCNセミナーの企画・運営 
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BCNセミナープラン 概要 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

ご利用用途       ・新規パートナー開拓（販売、開発） 
      ・既存パートナー勉強会、AWARD等 

形式           BCN主催セミナー 共催（協賛）  
                            ※「BCN協賛」は別途メニューをご用意しております 

ご提供・納品メニュー 

            ＜企画・プロモーション＞ 
                 ‐全体コーディネート（テーマ出し） 
                 ‐集客・告知 
                 （週刊BCN、BCN Bizline、メールマガジン） 
                 ‐イベントレビュー掲載（週刊BCN、BCN Bizline） 
                 ‐基調講演講師 候補出し・手配 
                ＜セミナー＞ 
                 ‐セッション枠、事務局運営（当日運営含） 
                ＜ハンズアウト・レポート制作＞ 
                 ‐アンケート作成（事前申込・会場内） 
                 ‐申込リスト制作・納品 
                 ‐ハンズアウト制作 
                 ‐報告書作成 

[東京] 
50名   2,100,000円～ 
100名       2,500,000円～ 
※会場費・設備/備品費別途 

[大阪] 
50名   2,300,000円～ 
80名   2,800,000円～ 
※会場費・設備/備品費別途 



8 

BCNセミナープラン 活用イメージ 
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新規パートナーを 
作りたい 

BCNセミナー 
東京開催 

パートナー締結 

BCNセミナー 
東京開催 

BCNセミナー 
大阪開催 

パートナーAWARD 
※要ご相談 

◆さらにパートナーを増やしたい 

◆地方展開をしたい 

◆既存パートナーの満足度を上げたい 

◆その他開催実績都市 
 
・名古屋（50名規模） 
・広島（80名規模） 
・仙台（50名規模） 
・福岡 

・札幌 
・鹿児島 
・金沢 
・松山 
    その他 

◆開催実績会場（東京・大阪） 
 
 
・青山ダイヤモンドホール 
・ベルサール 
・フクラシア 
・TKP 
 
（会場/設備費40万円～） 

 
・第2吉本ビル（梅田） 
・梅田センタービル 
・梅田スカイビル 
 
 
（会場/設備費20万円～） ※カッコ内数字は2013年実績 

【開催イメージ】 
50名規模/フクラシア 
概算価格2,500,000円（会場費含） 

【開催イメージ】 
100名規模/フクラシア 
概算価格3,050,000円（会場費含） 

【開催イメージ】 
50名規模/第2吉本ビル 
概算価格2,500,000円（会場費含） 

※表示金額は概算です。正式なご提案金額は別途お見積りの上ご提案させて頂きます。 

東京 大阪 
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BCNセミナープラン その他 
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◆BCN アカデミールームセミナー 
 
BCNアカデミールームを使用した小規模セミナーを不定期開催 
ご要望にあわせてテーマ設定も可能です。 
＜開催テーマ＞ ※営業担当までお問い合わせください 
＜開催時期＞  不定期開催 
＜集客対象＞  SIer/リセラー 
＜集客規模＞  30名～ 
＜ご協賛内容＞ P29 参照（※但し集客告知、イベントレビュー等はWebのみの予定） 

＜ご協賛費＞  100万円～（外部講師を招く場合は別途料金がかかります） 

◆BCN アカデミールーム 貸出 
 
会場利用可能時間：    月曜～金曜 10：00～21：00まで（最短1時間から）  
会場面積：          87.4㎡ 
利用可能人数：       スクール形式54名、ロの字形式36名 
利用用途：          セミナー、会議、研修、撮影など 
設備：             プロジェクター、投影スクリーン、マイク、演台、音響、テーブル、椅子、ホワイトボード、喫煙室、トイレ、自動販売機、無線LAN（予）

    
利用料金：          09：00-12：00 25,000円 
         13：00-17：00 50,000円 
         18：00-21：00 25,000円 
         終日利用は100,000円 
利用用途例：         記者発表会、セミナー開催、内覧会、など 
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映像メディア 
直観的な理解と訴求力に優れた動画映像は、伝えたい
メッセージを短時間で分かりやすく伝達できます。導入事
例や新商品情報も、動画の表現力が効果を発揮します。 

映像メディア制作例 

■導入事例 ■ 新製品紹介 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

■ デモ動画 

② オウンドメディア 映像メディアの企画・制作 
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様々なスタジオ・テンプ
レートを用意（オリジナ
ルスタジオも対応可能） 

プロンプター使用 

お客様のオフィスに出
向いての対応も可能 

<基本作業項目と料金> 

１．ビデオ撮影（HD規格1カメラ体制・音声・照明・都内1日以内） 
２．支給データ（PPT、PDF、動画など）加工 
３．映像編集（楽曲使用、動画ファイル変換含む） 
 
合計金額 400,000円～ 

複雑な機能説明を視聴者の直接感覚に訴える！ 
・専用配信サーバは不要、既存のWebサーバで配信可能です。 
・ライブ配信（USTREAM、YouTube）と同時にアーカイブすることが可能です。 
・自社セミナーやイベント出展での販促ツールとして効果的に活用できます。 

動画制作概要（約3min程度） 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

<商品紹介動画 ご用意いただくもの> 
１．ご担当者様（オプションにて役者・ナレーション対応可能） 
２．該当商品 
３．PPT（撮影時の流れを御社内で整理したメモ） 

<OP作業項目と料金> 

４．役者（ランク・媒体・期間により変動有り）：15万〜 
５．ナレーター（ランク・媒体・期間により変動有り）：7万〜 
６．ナレーション収録：1.5万〜 
７．追加カメラ（HD規格オペレーター含む）：8万〜 
８．PC画面キャプチャー（HD規格）：5万〜 
９．構成案作成（ナレーション原稿）：10万〜 
10．作業管理費（4～9のOP作業総額の10%） 
 
＊ご希望の構成によって作業項目・費用は変動致します。 

<導入事例取材 ご用意いただくもの> 
１．導入先企業（撮影日時・場所の調整） 
２．想定問答 
３．付随資料（印刷物・PPT・取材先ロゴデータなど） 
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紙メディア 
紙メディアの企画・制作はBCNが最も得意とする分野です。
社内報や投資家向け機関紙、広報誌などのハウスオーガ
ンはもとより、営業・マーケティングを支援する販売促進
ツールの制作を、BCNの経験豊富な編集・制作スタッフが
サポートいたします。 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

③ オウンドメディア 紙メディアの企画・制作 

ブローシャー制作 

事例集制作 

自社イベント会場マップ 
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取材・編集のプロが集うBCNだからこそ、営業現場からの
ニーズにもきめ細かな対応がお約束できます！ 

制作内容・サービス 

○企画立案 
○編集/校正作業 
○原稿執筆 
○ページデザイン/レイアウト 
○製品・人物写真撮影 
○印刷 
○発送 
○定期刊行物の企画ご提案、制作、スケジューリング 
○ユーザー名簿に基づく発送 

対応制作物 

○社内報 
○企業パンフレット 
○季刊情報誌 
○提案資料 
○製品カタログ 
○事例集 
○IR情報誌 
○社史 
その他・・・ 

30年以上にわたって新聞制作を続けているBCNの豊富なノウハウを活かし、製品カタログやパンフレット、
導入事例紹介、会員情報誌といったあらゆるご要望にお応えいたします。 

対応制作物 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

さらに週刊BCNやBCN Bizlineと連携することで、 

BCN既存読者へのPRを展開することが可能です。 
 

○事例の場合 BCN Bizlineの 『ITソリューション導入事例』コーナーにて情報配信が可能 

○企業パンフレット/製品カタログの場合 週刊BCNデジタル版とバンドルさせて週刊BCN既存読者にリーチすることが可能。 

○季刊誌の場合 メールマガジンDairy BCN Bizlineにて発行インフォメーションを掲載。 

○映像コンテンツの場合 BCN Bizlineにて配信可能。 
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料金体系 
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ページ建て 料金 内容 作業項目 体制 備考 

ブローシャー 4C/1P A4 
（紙ベース） 

¥135,000
～ 

事例他 打合せ／企画／アポ取り／
取材／ライティング／編集
／デザインレイアウト／
BCN校正／クライアント校
正／入稿作業 
取材印刷費別  

2名体制         
ディレクター/ 
ライター    
カメラマン 
（ディレク
ター） 

印刷費別 
データ納品可 
遠方の場合交
通費実費 

ブローシャー 4C/2P A4 
（紙ベース） 

¥260,000 
～ 

事例他 打合せ／企画／アポ取り／
取材／ライティング／編集
／デザインレイアウト／
BCN校正／クライアント校
正／入稿作業 
取材印刷費別  
 

2名体制         
ディレクター/ 
ライター    
カメラマン 
（ディレク
ター） 

印刷費別 
データ納品可 
遠方の場合交
通費実費 

派遣 カメラマン 
（半日） 

¥40,000
～ 

半日 プロカメラマン オプション 
 

派遣 カメラマン 
（１日） 

¥55,000
～ 

プロカメラマン 

 

オプション 

Ｗeb A4/1P 相当  ¥85,000
～ 

事例他 打合せ／企画／アポ取り／
取材／ライティング／編集
／デザインレイアウト／
BCN校正／クライアント校
正／入稿作業 

1名体制  
ライター  

Webデザイン
／HTML化は
別途 

スクリプト 
シナリオ 

1本 ¥170,000
～ 

プレゼン/動画 打合せ／企画／ライティン
グ／BCN校正／クライアン
ト校正 

1名体制  
ライター 

10P～  
応相談 

2P以上の冊子物の制作も承っております。詳しくは担当営業までお問い合わせください。 



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 

BCN Bizline 

‐ 

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 1,000,000 200～250リード提供想定 

記事タイアップ+リサーチプラン 1,350,000 

スーパーバナー 200,000～ 期間保証／1週間～4週間 

レクタングル①② 150,000～ 期間保証／1週間～4週間 

レクタングル③④ 120,000～ 期間保証／1週間～4週間 

トップミドルバナー 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 

Daily BCN Bizline 
（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 bizline_support@bcn.co.jp 

BCN会社概要 広告問い合わせ先 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 
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