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エンタープライズサービスメニュー 
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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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発行所：株式会社BCN 
創刊：1981年10月15日 
発行形態：週刊〈毎週月曜日発行〉年間49回 
判型：タブロイド版 
発行部数：約17,000部 
購読社数：約6,000社 
年間購読料：15,000円（税別） 
販売方式：年間契約による読者直送方式 

ITのトレンド・ヒト・売り方 
を読む 
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週刊BCN 
3つのポイント 
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『週刊BCN』は、IT製品・サービスを売るために必要な情報を提供するIT業界のビジネスパーソン向け専門紙です。ITベン
ダーがビジネスを拡大するためには、広い販売網をいかに効率よく築くかが重要と捉え、テクノロジーやプロダクトの情報
よりも、市場の動向や各ITベンダーの販売・流通戦略情報をメインに発信しています。取材エリアは、47都道府県と、中国
を中心とした東アジアに据え、現地取材で情報収集し提供しています。紙媒体の視認性を生かし、図版や写真を多用。ウェ
ブメディアでは表現できない見やすさと分かりやすさを追求している点も特徴です。 
 

47都道府県＋東アジア、ITベンダーと市場の動きを伝えるIT専門紙 

IT業界で製品・サービスの販売に携わる 
ビジネスパーソンの必読メディア。 

週刊BCN メディアコンセプト 

販売チャネル（パートナー） 
戦略を重視 

1 
メーカーとSIer、ディストリビュータ
の販売網構築やパートナー（代理店）
向け施策、他社とのアライアンス（協
業）施策を中心に取材・記事化。製品
情報だけでなく販売戦略情報を充実さ
せています。 

47都道府県＋中国20都市が 
取材ターゲット 

3 
47都道府県に加え、東京都と同等のIT
産業規模になる可能性がある隣国中国
の20都市を取材ターゲットに設定。主
要商圏だけでなく、多くのIT企業が苦
戦している地方と未来の有望マーケッ
ト中国のIT事情を現地取材をもとに解
説します。 

大企業からSMBまでを 
完全網羅 

2 
IT投資額が大きい大企業から、潜在需
要が眠るSMB（中堅・中小企業）まで
マーケットを網羅。ユーザー企業の規
模に適したそれぞれのITビジネスの市
場環境と販売戦略を分かりやすく詳説
します。 
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読者の過半数が「売り手」。5割弱の読者が、事業
の意思決定、購入決定に関与。 

週刊BCN 読者プロフィールと広告媒体としてのメリット① 

SIer/ディー
ラー 
53% 

メーカー 
22% 

インフラ/
ネットワー

ク 
7% 

エンド 
ユーザー 

9% 

その他 
9% 

経営・役員 
10% 

事業部長・
部長 
16% 

課長 
18% 係長・主任 

28% 

一般社員 
25% 

その他 
3% 

流通業界、販売業者にダイレクトに届く広告媒体 
・読み手にダイレクトに訴求できる純広告枠を各種ご用意 
・読み手が直面する課題解決や経営方針の判断に役立つ記事タイアップ・企画広告 
・広告がそのまま販促ツールに生まれ変わる抜き刷りサービス 

広告媒体としてのメリット 
職位 

業種 
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購読社数は約6,000社。大手SIerはほぼ網羅。
さらに、多様な職種の読者がBCNの購読を支
持。 経営 

9% 
 

企画・マー
ケティング 

18% 

営業 
19% PM 

6% 

SE 
18% 

保守・サ
ポート 
6% 

 
研究・開発 

9% 
その他 
15% 

1〜50人 
未満 
19% 

50〜100人
未満 
8% 

100〜500
人未満 
24% 

500〜1000
人未満 
10% 

1000人以上 
39% 

従業員数 

職種 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

IT業界の販売業者にダイレクトに届く広告媒体 
・読み手にダイレクトに訴求できる純広告枠を各種ご用意 
・読み手が直面する課題解決や経営方針の判断に役立つ記事タイアップ・企画広告 
・広告がそのまま販促ツールに生まれ変わる抜き刷りサービス 

広告媒体としてのメリット 

週刊BCN 読者プロフィールと広告媒体としてのメリット② 
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NTTデータ 
野村総合研究所 
東芝ソリューション 
ITホールディングス 
NECソリューションイノベータ 
日立システムズ 
富士通マーケティング 
JBCCホールディングス 
三井情報 
兼松エレクトロニクス 
日商エレクトロニクス 
ネットワンパートナーズ 
電通国際情報サービス 
電算システム 
オージス総研 
関電システムソリューションズ 
ニッセイコム 
ミツイワ 
ユーザックシステム 
富士通エフサス 
NECフィールディング 
ユニアデックス 
東芝ITサービス 
ソフトバンク コマース＆サービス 
ダイワボウ情報システム 
シネックスインフォテック 
東芝情報機器 
TMIソリューションズ 
菱洋エレクトロ 
京セラコミュニケーションシステム 
都築電気 
NECネクサソリューションズ 
NTTコムウェア 
CAC Holdings 
日興通信 
SRAホールディングス 

アイティフォー 
エス・アンド・アイ 
日本システムウエア 
NTTソフトウェア 
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ 
大塚商会 
リコージャパン 
キヤノンMJアイティグループホールディン
グス 
日立ソリューションズ 
NECネッツエスアイ 
新日鉄住金ソリューションズ 
三菱総研DCS 
内田洋行 
日本電子計算 
日本オフィス・システム 
JFEシステムズ 
TDCソフトウェアエンジニアリング 
TKC 
理経 
ミロク情報サービス 
応研 
OSK 
オービックビジネスコンサルタント 
ピー・シー・エー 
弥生 
ソフトクリエイトホールディングス 
大興電子通信 
富士通ビー・エス・シー 
システナ 
フューチャーアークテクト 
セゾン情報システムズ 
豆蔵HD 
CEC 
東京エレクトロン デバイス 
アイエックス・ナレッジ 

ヤマトシステム開発 
富士ゼロックス 
エプソン販売 
ブラザー販売 
OKIデータ 
エヌシーアイ 
富士通システムズ・イースト 
富士通システムズ・ウエスト 
インフォコム 
首都圏コンピュータ技術者 
ジャステック 
リコーテクノシステムズ 
東洋ビジネスエンジニアリング 
GRANDIT 
NTTデータ ビズインテグラル 
インフォアジャパン 
ネットスイート 
スーパーストリーム 
クレオ 
日本オラクル 
SAPジャパン 
リコー 
富士通エフ・アイ・ピー 
富士ソフト 
ネットワンシステムズ 
CTC 
SCSK 
アイネット 
NSD 
日本事務器 
ネットワールド 
日本情報通信 
DTS 
SJI 
コア 
 

週刊BCN 主要読者一覧（順不同、敬称略） 
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●表紙下 ●純広告1P ●センター見開き ●中面1/3頁 

●ランキング下1/3頁 

●終面記事中 
●終面突き出し 
●終面1/3頁 

読み手にダイレクトに訴求できる純広告枠を各種ご用意 

週刊BCN 広告メニュー① 純広告 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 
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読み手が直面する課題解決や経営方針の判断に役立つ記事広告 

日本マイクロソフト様 

IIJ様、日本ラッド様、GMOクラウド様 
ビットアイル様、NTTPCコミュニケーションズ様 
NTTコミュニケーションズ様 

日立製作所様 

週刊BCN 広告メニュー② 記事タイアップ・企画広告 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 
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本紙と別に2部建てでの総特集。販促ツールとしての2次利用も視野に 

週刊BCN 広告メニュー③  週刊ＢＣＮ2部号の制作 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

『週刊BCN』第2部発行として、読者に訴求したい事業担当者、IT商材、パートナープログラムを弊紙制作陣が総力をあげて
制作いたします。弊紙読者へのアプローチに留まらず、販促ツールとしての2次利用でも大きな効果を発揮します。広告宣伝
には投資をするのは難しいが、販促物の展開には注力しているという企業様にもおすすめです。コンテンツの内容はもとよ
り、ページ数（最低8Pから）から紙質にいたるまで、ご予算に応じて完全オーダーメイドで対応いたします。 

■展開例：2014年10月27日号 週刊BCN第2部 IBM SoftLayer特集号/8P建て 
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※PDF提供価格 
¥100,000/1コンテンツ 

単ページ 1,000部 2,000部 見開き 1,000部 2,000部 

  
片面

（4c/0c） 
両面

(4c/4c) 
片面

（4c/0c） 
両面

(4c/4c) 
  

片面
（4c/0c） 

片面
（4c/0c） 

A4 
¥150,000 ¥180,000 ¥170,000 ¥200,000 

A4（A3折） 
¥200,000 ¥230,000 

紙面サイズ 紙面サイズ 

週刊BCN 広告メニュー価格表 

※記事広告の制作費は、ライティング・デザイン・撮
影費用を含みます。 
※回数により割引あり。別途御見積となります。 
※入稿形態については別途ご案内いたします。 
※遠方への取材は、別途交通費をご請求する場合がご
ざいます。 

純広告 

スペース 定価（税別） 原稿サイズ（天地×左右）mm 

1P ¥1,100,000 360×235 

センター見開き ¥2,300,000 360×500 

表紙下 ¥600,000 30×235 

中面 1／3P ¥300,000 99×235 

ランキング下 1／3P ¥350,000 99×235 

終面 1／3P ¥450,000 99×235 

終面突き出し ¥100,000 68×55 

終面記事中 ¥75,000 33×55 

記事広告制作費 

分量 定価（税別） 原稿サイズ（天地×左右）mm 

1P ¥440,000 360×235 

ＢCN Bizline（Ｗeb)転載 ¥250,000 - 

掲載した記事広告を抜き刷りにし、販促ツールとして二次利用していただくことも可能です。 

Copyright © BCN Inc. All rights reserved. 

週刊BCN2部制作（8Pから） 

スペース 定価（税別） 原稿サイズ（天地×左右）mm 

1P ¥500,000 360×235 

記事製作費/P ¥440,000 360×500 

※週刊BCN第2部は週刊BCN本紙に同梱され、購読
者のもとに届きます。別途増刷希望の場合は営業担
当にお問い合わせください。 
 
※週刊BCN本紙と別の用紙にて制作することも可能
です。 



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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