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■媒体PROFILE 

 

■媒体名 

ダイヤモンドブログ www.diamondblog.jp/ 

著名人限定ブログポータルサイトです。 

PC/MOBILEでの無料閲覧が可能。 

 

■主要コンテンツ  

著名人ブログ、著名人オリジナルグッズ販売、 

独占インタビュー、最新ニュース、エンタメ情報等。 

 

 

【著名人 ブログ】 Google検索2位表示 

【芸能人 ブログ】【有名人 ブログ】 Google検索6位表示 

 

 

■著名人公式ブログ(ピックアップ) 

 

 

各界から100人余りの著名人が現在ダイヤモンドブログでブログを書いています。※2012年9月時点 
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■媒体DATA 

 

 
 
 

サイト全体 ：8億アクセス(PV) 

ポータル  ：2,500万アクセス(PV) 

会員数  ：20,000人  
※2012年11月実績 

 

 

会員登録することで、 

ユーザーはお気に入りブロガーの更新情報の取得、 

オリジナルグッズの購入、各種プレゼント応募参加が可能になります 

年間アクセスデータ 

掲載実績 ユーザー属性 

●性別 

●職業 

●年齢 

22% 78% 

男性 女性 

60% 24% 10% 6% 

会社員 主婦 学生 その他 

20% 21% 29% 30% 

10代 20代 30代 40代以上 

2012広告出稿箇所 

都営線5路線 
（各路線１車両吊革ジャック） 

２０１２ギラバンツ北九州メディアス
ポンサー 
・ピッチ看板（コーナーキック位置） 

SUPER GT 2012 
BMW320TC車体 
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■広告枠のご紹介 

プレミアムセット 

①AD 

 

掲載スペース ①ポータルTOP最大バナー   

 ②ブロガーページ(TOP&記事)右上段 

掲載期間 1,000,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 1,000,000 

掲載料金 500,000円 (@0.5円) 

枠数 2枠ローテーション(FLASHの場合は1枠) 

原稿仕様 ①520×230 

 ②200×200 

 いずれも最大50KB GIF,JPG,PNG 

 FLASHの場合は最大100KB(SWF形式で入稿) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※掲載ブロガー指定不可 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

TOPページ最大バナー& 
ブロガーページ上段バナーのW訴求 
目立つバナーで効果的なブランディングが可能です 

②AD 
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■広告枠のご紹介 

①AD 

プラチナセット 

②AD 

TOPページ最上部バナー& 
ブロガーページ上段バナーのW訴求 
《ブロガー一覧》《プレゼント》《特集》《エンタメ》ページに同時掲載します 

 
 

掲載スペース ①ポータルTOPヘッダー(他4箇所掲載)  

 ②ブロガーページ(TOP&記事)右上段               

掲載期間 1,000,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 1,000,000 

掲載料金 500,000円 (@0.5円) 

枠数 2枠ローテーション(FLASHの場合は1枠) 

原稿仕様 ①468×60 

 ②200×200 

 いずれも最大50KB GIF,JPG,PNG 

 FLASHの場合は最大100KB(SWF形式で入稿) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※掲載ブロガー指定不可 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 
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■広告枠のご紹介 

ゴールドセット 

②AD 

TOPページ右上バナー& 
ブロガーページ上段バナーのW訴求 
《ブロガー一覧》《プレゼント》《特集》《エンタメ》ページに同時掲載します 

 
 

掲載スペース ①ポータルTOP右上段(他4箇所掲載) 

 ②ブロガーページ(TOP&記事)右上段 

掲載期間 1,000,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 1,000,000 

掲載料金 500,000円 (@0.5円) 

枠数 2枠ローテーション(FLASHの場合は1枠) 

原稿仕様 ①164×280 

 ②200×200 

 いずれも最大50KB GIF,JPG,PNG 

 FLASHの場合は最大100KB(SWF形式で入稿) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※掲載ブロガー指定不可 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

①AD 



 

広告問い合わせ窓口：ad-sales@diamondblog.jp 

Copyright©2012 Diamond Blog AllRights Reserved. 

■広告枠のご紹介 

①AD 

スペシャルセット 

②AD 

TOPページ下段バナー& 
ブロガーページ下段バナーのW訴求 
《ブロガー一覧》《プレゼント》《特集》《エンタメ》ページに同時掲載します 

 
 

掲載スペース ①ポータルTOP中央下段(他4箇所掲載) 

 ②ブロガーページ (TOP&記事)中央下段 

掲載期間 500,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 500,000 

掲載料金 150,000円 (@0.3円) 

枠数 2枠ローテーション(FLASHの場合は1枠) 

原稿仕様 ①728×90 

 ②300×250 

 いずれも最大50KB GIF,JPG,PNG 

 FLASHの場合は最大100KB(SWF形式で入稿) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※掲載ブロガー指定不可 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 
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■広告枠のご紹介 

①AD 

記事セット 

ブロガーページの上段バナー＆ 
記事下バナーでW訴求! 
記事更新の度にユーザーの目に触れるため、訴求チャンスが増えます 

 

掲載スペース ①ブロガーページ(TOP&記事)右上段 

 ②ブロガーページ(TOP&記事)中央下段 

掲載期間 2,500,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 2,500,000 

掲載料金 500,000円 (@0.2円) 

枠数 2枠ローテーション(FLASHの場合は1枠) 

原稿仕様 ①200×200 ②300×250 

 いずれも最大50KB GIF,JPG,PNG 

 FLASHの場合は最大100KB(SWF形式で入稿) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※掲載ブロガーについては、応相談(性別・年代・ジャンル等) 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

②AD 
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■広告枠のご紹介 

記事広告 

 

著名人ブロガーが記事上で、 
御社サービス・商品を告知・レポート・紹介します。 

 

掲載スペース 指定ブロガー記事内 

掲載期間 1日間 

 記事更新は《登録読者》にリアルタイムでメール配信されます 

 掲載記事は保存されますので何度でも閲覧可能 

掲載料金 1記事 100,000円～ 

原稿仕様 テキスト、画像規定については別途お問い合わせください 

 

 事前のお打ち合わせが必要になる場合がございます 

 

■注意事項 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 
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■広告枠のご紹介 

タイアップ広告 

 

御社訴求サービスを著名人が紹介レポート! 
完全オリジナルページを100万円～制作 
ポータルTOPページから、バナー素材を用いて多くのトラフィックを誘導します。 

 

掲載スペース 広告主様タイアップページへポータルTOPバナー及び 

 ブロガーページ各所から誘導します ※誘導枠指定不可 

保証PV数 200,000 

掲載料金 1,000,000円～  
 ページ制作・掲載費用（モバイル、スマホ標準対応)含む 
  

 ※タレントキャスティング料金 200,000円～ 

 ダイヤモンドブロガーの以外の著名人についても、 

 お気軽にご相談ください 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 
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■誘導枠 

AD 

AD 

and 
MailMagazine 
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■広告枠のご紹介 

タイアップ広告(掲載実績) 

■誘導枠 
ポータルTOP2箇所から 
タイアップページへ 
 
■その他誘導枠 
各サイズバナーを 
ページ随所に設置 
多くのユーザーを誘導！ 
 
■タイアップページ 
電子書籍のインタビューを掲載 
 
ヘアメイク、衣装、スタジオ代 
基本料金に含まれるので 
 
見せる広告 
読ませる広告など 
 
発想自由自在！ 
 

AD 
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■広告枠のご紹介 

会員メルマガ 

 

メールマガジンの上下段に告知テキストを挿入 
ユーザーの手元に届く確実性、入稿方法の簡易性などから 
リピートが多い広告商材のひとつです 
 

 

掲載スペース ユーザー向けメルマガ内 上段・下段 

配信日 ※日程指定不可（複数日付になります） 
発行数 5,000通～ ※1,000通単位 

掲載単価 @10 

掲載料金 発行数×単価 

原稿仕様 テキスト&リンクURL入稿 

 【上段】最大入稿文字数25文字(テキスト) 

 【下段】最大入稿文字数50文字(テキスト) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※配信読者、属性等の指定不可 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

メルマガ本文(例) 
 

【PR】 
 

============================================ 

○○様 

 

ダイヤモンドプレゼント情報 

●月●日に行われる、XXXX映画試写会に 

○組○名様をご招待いたします。 

下記URLよりぜひご応募ください。 

 

試写会プレゼント応募ページ http://XXX.XXX.XXX  

============================================ 

 

【PR】 
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■広告枠のご紹介 

更新メール 

 

著名人ブログが更新される度に、読者に届く! 読む! 
ユーザーの手元に届く確実性、入稿方法の簡易性などから 
リピートが多い広告商材のひとつです 
 

 

掲載スペース ユーザー向けメルマガ内 上段・下段 

配信日 不定期(ブログ更新時) 

発行数 10,000通～ ※10,000通単位 

掲載単価 @5 

掲載料金 発行数×単価 

原稿仕様 テキスト&リンクURL入稿 

 【上段】最大入稿文字数25文字(テキスト) 

 【下段】最大入稿文字数50文字(テキスト) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※配信読者、属性等の指定不可 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

更新メール本文(例) 
 

【PR】 
 

============================================ 

○○○○様 
 
○○○さんのブログが更新されました 
 
ブログタイトル：○○○ 
記事タイトル：○○○ 
 

◆ブログを見る www.diamondblog.jp/XXXXXX 

============================================ 

 

【PR】 
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■広告枠のご紹介 

ヘッダーテキスト広告 

 

掲載スペース ポータルTOP + 各ブロガーTOP 上テキスト 

掲載期間 2,000,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 2,000,000 

掲載料金 200,000円 (@0.1円) 

枠数 1枠固定 

原稿仕様 テキスト入稿 

 最大入稿文字数20文字(テキスト) 

 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※指定クリック数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の掲載可否・空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

AD 

ダイヤモンドブログへようこそ！ 【PR】XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

AD 

 

ヘッダーテキスト広告 
左から右へ。視線に沿った形で設置されたテキスト広告は 
もっとも自然に目に入り、ユーザーの関心・興味を引く効果的商材です 
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■広告枠のご紹介 

モバイル広告 

 

掲載スペース ①ポータルTOPヘッダー 

 ②ブロガーTOP上段(掲載ブロガー指定不可) 

  

掲載期間 400,000imp消化まで（①＋②の合計imp） 
保証IMP数 400,000 

掲載料金 80,000円 (@0.2円) 

枠数 1枠固定 

原稿仕様 192×53  最大20KB GIF,JPG,PNG 

 

①AD 

■注意事項 

※掲載開始、終了日は平日限定となります 

※保証IMP数に達し次第、掲載終了となります 

※入稿締切は掲載開始日の5営業日前です 

※掲載ブロガー指定不可 

※サイトデザイン、掲載枠は変更になる場合がございます 

※お申込みの際は事前の空き枠確認をお願いします 

※掲載結果レポートは掲載終了から3営業日以内に送信します 

 

主要3ページ（ポータルTOP,ブログTOP,記事）に同時掲載 

ユーザーの手元に届く確実性、入稿方法の簡易性などから 
リピートが多い広告商材のひとつです 
 

②AD 
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■掲載料金一覧 

メニュー名 
 
 
プレミアムセット(PC) 
 
プラチナセット(PC) 
 
ゴールドセット(PC) 
 
スペシャルセット(PC) 
 
記事セット(PC) 
 
記事広告(PC) 
 
タイアップ広告(PC) 
 
テキスト広告(PC) 
 
モバイル広告(MB) 
 
メルマガ(PC・MB) 
 
更新メール(PC・MB ) 

掲載料金 
 
 
500,000円(1,00,000IMP保証) 
 
500,000円(1,00,000IMP保証) 
 
500,000円(1,00,000IMP保証) 
 
150,000円(500,000IMP保証) 
 
500,000円(2,500,000IMP保証) 
 
100,000円(1記事) ～ 
 
制作費 1,000,000円～ 
 
200,000円(2,000,000IMP保証) 
 
80,000円(400,000IMP保証) 
 
@10円 5,000通～(1,000通単位) 
 
@5円 10,000通～(10,000通単位) 

掲載スペース 
 
 
ポータルTOP(520×230)& ブロガーページ(200×200) 
 
ポータルTOP(468×60)& ブロガーページ(200×200) 
 
ポータルTOP(164×280)& ブロガーページ(200×200) 
 
ポータルTOP(728×90)& ブロガーページ(300×250) 
 
ブロガー記事(200×200)& ブロガーページ(300×250) 
 
指定ブロガー記事 
 
ダイヤモンドブログ各ページから御社プロモーションページに誘導 
 
ポータルTOP左上テキスト(25文字)& 各ブロガーTOP上テキスト 
 
ポータルTOP&ブロガーTOP& ブロガー記事(各192×53) 
 
会員向けメルマガ 
 
読者向けブログ更新メール 

  商材 
 
 
  バナー広告 
 
  バナー広告 
 
  バナー広告 
 
  バナー広告 
 
  バナー広告 
 
  テキスト&画像(任意) 
 
   
 
  テキスト広告 
  
  バナー広告 
 
  テキスト広告 
 
  テキスト広告 
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社名 ： 株式会社ダイヤモンドブログ 

 

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-8 デュープレックス 銀座タワー2/11 12F 

 

 

 

設立 ： 2010年2月18日 

 

 

事業内容 ： ダイヤモンドブログなどのメディア媒体の運営 

  インターネットを利用した各種情報提供サービス 

  広告代理業及び広告業 

  インターネットによる総合コンサルティング業務 

  各種イベントの企画、製作、運営及び管理  

 

 

取締役 ： 代表取締役社長  小田 隆雄 

  取締役会長  鈴木 学 

  取締役副社長  渡邊 武志  

                      取締役       百瀬 俊介 

 

 

■会社概要 
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■掲載基準・注意事項 

■掲載基準 

 

・ 弊社掲載基準により掲載をお断りする場合もございます。またその際の理由についてはお答えできませんので予めご了承ください。 

・ アダルト系広告は一切受け付けておりません。金融系・出会い系についてはサイトイメージ(健全性)により審査させていただきます。 

 

■注意事項 

 

・ 申込には事前の空き枠確認及び、掲載確認(審査依頼)をお願い致します。 

・ お申込につきましては掲載日の5営業日前までに《メール》にてご連絡ください。入稿が遅れますと掲載致しかねる場合もございます。 

・ 弊社からのメール返信(申込・入稿受領)をもちまして、受領とさせていただきます。1営業日以内に受領連絡がない場合には、お問い合わせください。 

・ 原稿の掲載途中差し替えは原則、受けておりません。 

・ バナー製作等を依頼される際には、掲載日の10営業日前までにご連絡ください。 

・ 掲載結果レポートは、掲載終了から3営業日以内にPDFにてご送付致します。 

 

■問い合わせ窓口 

 

株式会社ダイヤモンドブログ(受付時間 平日10：00～18：00) 

E-mail ： ad-sales@diamondblog.jp 電話 ： 03-6687-4495   

 

■その他 

 

弊社はサービス提供のために最善を期しますが、 

 

1. システムメンテナンス、保守点検を行う場合 

2. 自然災害による停電等の不可抗力 

3. 各通信会社、プロバイダ、データセンタによる都合 

4. その他一時的な中断を必要とした場合 

 

上記理由により本サービスが適切に行われない場合でも弊社は一切の責任を負わず、免責されるものとします。 

 

 

 

 

 


