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資料更新日 2016.1.1 

※記載の料金については別途消費税がかかります 
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ドン・キホーテ 長崎屋 取り扱いアイテムリスト 

取り扱いアイテム 

フード・リカー事業部  食品・お酒・お菓子・生鮮 
 ライフスタイル事業部  消耗品・化粧品・インテリア・寝具 

トレンドセレクト事業部 衣料品・カバン・キャリーケース 
            ブランド用品・シューズ・一般家電 
            ゲームソフト・携帯用品  

ドン・キホーテGPは店舗数300店舗を超え、年間3億人の来店数、売上7000
億を超えるディスカウントストアです。 
特徴としては顧客単価が高く、滞在時間が長いという点にあります。 
アミューズメントの性ある「買い場」にはブランド品から消耗品まで様々な
商品に溢れています。 
そんな限られたスペースの中でいかにお客様に商品の良さを伝えるかが当然
売上を左右します。広告媒体を活用し、認知を向上させることで大きな数値
効果をもたらせます。 

 美容家電・健康食品・カラーコンタクト・文具 
 自転車・カー用品・玩具・アウトドア用品・ペット用品 

http://app-review.jp/wp-content/uploads/2013/09/donki2.jpg
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年間3億人が訪れる全国300店舗の店内メディアをメディア化した圧倒的な訴
求力と豊富なメニューを用意しております。 

集客実績 来店顧客分析 
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プロモーションメニュー 

店内放送 

集客させる為、店内で認知させる為、商品の特性によっても方法はさまざま。
予算に応じてより効率的なプロモーションプランをご提案いたします。 

年間3億人が訪れる全国300店舗の店内メディアをメディア化した圧倒的な訴
求力と豊富なメニューを用意しております。（2015年10月現在） 

店内プロモーション 

店内で買い物中のお客様に向けて「音」のプロ
モーションが可能です。自然な形で潜在意識へ
ダイレクトへ訴求でき、再来店促進やブランド
イメージの確立に貢献できます。 

レジ袋 ●レジ袋封入●レジ袋製作 

商品購入時のレジ袋に広告物を封入します。 
持ち帰り率が高く新聞折り込みと以上の効果が
見込めれます。 
袋の製作も可能です。 

店内モニター 
映像と音による訴求が可能です。都内を中心と
した大型店舗に設置されており、お会計待ちお
客様のアイドルタイムに強く訴求します。 

レシート表 
圧倒的なリーチ率と比較的長期間保存される
という特徴があります。majica会員のお客
様はポイント数も記載されるので他の企業に
比べ視認率は高くあります。 

家電コーナーCM 
全国の家電コーナーのテレビを一部つなぎ広
告媒体として活用しています。高画質のブ
ルーレイで最新の映画・音楽情報を配信して
おり、その間にCMとして告知を行います。 

インパクトゲート 
店舗に必ず設置されている防犯ゲートを媒体
とした広告です。お店を利用されるお客様は
もちろん店頭を通過される方へも強い訴求が
可能となります。 

ドンポケ 
店舗入り口付近に設置されたパンフレット
ラックです。パンフレットやフリーペーパー
の設置が可能です。 

プロモーションメニュー概要1/2 

床マット 
商品棚の前に印字した専用マットを引くこと
で競合他社との差別化はもちろん店内でも大
きく注目される媒体です。 

短冊POP 

店舗の主導線にPOPを設置することで競合他
社との差別化はもちろん店内でも大きく注目
される媒体です。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fakiba.keizai.biz%2Fheadline%2F1305%2F&ei=NybTVI_9AdHq8AXHsYKoBg&bvm=bv.85464276,d.dGc&psig=AFQjCNE0qrcNh1rQLpAnZCEKHDf7piAQSg&ust=1423210426964673
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レジ袋製作  

お馴染みの黄色いレジ袋へプリントが可能！お客様への認知のほか、 
街中でも目立つ為、第三者へのPR効果も期待できます！ 

●実施費用： 15円/1部 最低発注数：50,000部   
※50,000部単位で増刷可能です。 

※複数の店舗で割振り可能です。（1店舗あたりの最低割振り数4,000部） 

 

レジ袋 
製作 

進行スケジュール 

データ 
入稿 

袋使用 
開始 

2カ月前 2か月前 1カ月前 店舗納品 

表面広告
スペース 

裏面広告
スペース 

広告スペースイメージ 

映画、ゲーム、音楽グループ、 
アミューズメント施設などで実績多数有！ 

●展開場所 ：ドン・キホーテ全店   

●配布開始 ：随時可能  ※配りきり次第終了となります。 

●袋サイズ：20・30・45・60号の中で1サイズを使用。弊社にて選定いたします。 

●想定消化期間：袋のサイズ、実施店舗により変動いたします。お問い合わせください。 

【入稿方法】  

 納品先：完パケデータ納品 

 素材形式：AI （Adobe Illustrator）CS2以下 

 テキストなどアウトライン化した形でお願いいたします。 

 ※フッター部のデザインは予告なく変更する場合がございます。 

 ※カラーは黒一色となります。 

広告枠サイズ  

巾（㎜）×長さ（㎜） 

20号：212×420 

30号：252×470 

45号：292×520 

60号：342×576 

※5万部の場合 
袋サイズ  

巾（㎜）×マチ（㎜）×長さ
（㎜） 

20号：220×130×430 

30号：260×140×480 

45号：300×150×530 

60号：350×150×590 

 
空き枠 
確認 
申込 

10週間前 
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レジ袋封入  

お会計時に使用するレジ袋へ、チラシやリーフレットを封入する事が可能！ 
自宅にて商品を取りだす際に、お客様へリーチする事ができるメニューです。 

●実施費用：5円/1部 最低発注数：6,000部/1店舗 

※当社指定の特定業種に関しては,15円/1部となります。 

店舗納品 

進行スケジュール 

封入物 
納品 

申込 
袋使用 
開始 

1カ月前 3週間前 2～3日前 掲出開始日 

1点封入のため、 
折込チラシと比較した場合 

高いリーチ率が期待できます！ 

●展開場所 ：ドン・キホーテ全店   

●配布開始：随時可能  ※配りきり次第終了となります。 

●チラシサイズ：仕上がりA4サイズまで可   

●使用袋サイズ：30・45・60号の中で1サイズを使用いたします。 

【入稿方法】  

封入物納品日：数量により変動致します。 

（目安：10,000部の場合、配布開始日の10営業日前） 

納品先：弊社の指定封入業者へ直接納品となります。 

※納品日、納品先は案件確定後にご連絡致します。 

※配布料、封入作業場からの配送料、 

  段ボール代込みの金額となります。 

袋サイズ 巾（㎜）×マチ（㎜）×長さ（㎜） 

30号：260×140×480 

45号：300×150×530 

60号：350×150×190 

巾（はば） 

長さ 

マチ 
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短冊POP  

店舗の人通りが多い主導線に吊り下げPOPを設置することで、視認性が高く競合他社との 
差別化はもちろん店内でも大きく注目される媒体です。 

●実施費用：100,000円/月/1店舗/10枚 

追加設置の場合は、10枚単位となります。 

 

  

店舗納品 

進行スケジュール 

印刷物 
内容確認 

申込 
店舗 

スタッフ
が設置 

1カ月前 2週間前 2～3日前 掲出開始日 

●展開場所 ：ドン・キホーテ全店   

●設置開始：随時可能   

●POPサイズ：縦900mm  横300mm 両面印刷可能 

※店舗によって横長サイズになる可能性がございます。 

●営業時間：平均17時間 

●買い上げ客数：平均8万人/1カ月/1店舗 

 

【入稿方法】  

納品先：現物を実施店舗へ配送お願い致します。 

弊社でも、500円/1部で印刷する事が可能になります。 

その際は、データーを弊社営業担当にお送りください。 
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店内放送  

店内にいる全てのお客様に商品の情報を伝えることができます。 
新商品やキャンペーン告知に最適です。 

●掲載料金： 400,000円/2週間 
【素材入稿の場合】別途編集・製作費：21,000円 

継続の場合2週間ごとに編集費5000円 

音源製作 

進行スケジュール 

 
ナレーショ
ンシート 
提出 

 
申込 

打ち合わせ 

 
放送開始 

1カ月前 3週間前 2週間前 

●展開場所 ：ドン・キホーテ全店   

●放送尺：100秒以内 

●放送回数：1回/1時間 

●放送期間： 2週間（毎月１日～15日 もしくは 16日～末日） 

【入稿方法】  

 納品先：メールにてデータ納品（弊社担当アドレスへお送りください。） 

 素材形式（完パケ納品の場合）：WAVファイル  16bit  ステレオ 
                        44.1キロヘルツ 
※コメントと、音源で分けての入稿も可能です。 

素材形式（編集・製作込みの場合）：音源データもしくはCD形式 
                       ナレーションシート（弊社指定のフォーマット） 

毎月1日
or16日 

音声（聴覚）がPOP（視覚）と 
連動した多数実績有！ 

【完パケ入稿の場合】別途編集：5,000円 

継続の場合2週間ごとに編集費5000円 



家電コーナーCM  

家電コーナーで販売されているTVの画面で動画を放映するメニューです。 
最新の映画予告、音楽映像と共にCMをブルーレイ形式で放映する事が可能。 

●掲載料金： 300,000円/月 
年間申込（12ヶ月間）の場合には、3,600,000円⇒ 3,000,000円  

2ヶ月分サービス 

データ編
集、発送 

進行スケジュール 

データ 
入稿 

空き枠 
確認,申込 

 
 

電気担当者
がブルーレ
イ差し替え 

1カ月前 3週間前 2週間前 

●展開場所 ：ドン・キホーテ約１9０店 店内テレビ売り場モニター   

         ※店舗数に変動あり（放映保証店舗数：１6０店） 

●放映素材 ：１５秒ＣＭ（追加料金にて６０秒までのご掲載が可能） 

●放映期間 ：毎月１日～同月末日の１ヶ月間 

●営業時間 ：平均約１７時間/１店舗                                                                                                                             

●露出回数 ：１回/２０分 ※２７５,４００回/１ヶ月（５１回×３０日間×１８０店舗）    

【入稿方法】  

 納品先：弊社の指定場所へ郵送願います。 

 素材形式：HDカムまたは、DVD   

        秒数15秒  ※完パケ納品となります。 
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毎月1日 

ブルーレイにより 
高クオリティ！ 



ページ10 

レシート表 

レシートには買い上げ情報だけではなくmajicaポイント数等も記載されるため、 
他社に比べて視認率が非常に高い媒体です 

●掲載料金： 50,000円/月/1店舗 

1店舗追加毎に10,000円 

システム
設定 

進行スケジュール 

データ 
入稿 申込 

 
掲出開始 

1カ月前 3週間前 2週間前 掲載月
初日 

●対象店舗 ：ドン・キホーテ 長崎屋全店  

●保証形態：期間保証  

●掲載期間： 毎月１日～同月末日の１ヶ月間 

(2週間などの期間も可能になりますので、日数に関しては別途ご相談ください。） 

●広告スペース：縦2cm×横5,15ｃｍ 

【入稿方法】  

 納品先：メールにてデータ納品（弊社担当アドレスへお送りください。） 

 素材形式：bmp形式416×160ピクセルの画像ファイル 

        完全フルデータでの入稿となります。                                                                                                                              

広告 

QRコードなどを活用して 
製品アピールも可能！ 
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インパクトゲート  

店舗入口に設置しているセキュリティゲートのパネル面を活用した新しい広告メディア！ 
購買目的で来店された方が通過する為、高い反復効果と広告到達率を実現します。 

●掲載料金： 1,400,000円/月（17店舗） 

（制作費・媒体費・各店配送費・各店取付費・掲載レポート制作費を含む） 
※一部、インパクトゲート中央部分にセンサー用の穴が開いた仕様があります。 
※上記料金にはデザイン費は含んでおりません。予めご了承下さい。（デザイン費別途） 
※長期での掲載をご希望の際は掲載期間及び制作回数に応じてお見積り金額が異なります。 

製作 
発送 

進行スケジュール 

データ 
入稿 

 
申込 

打ち合わせ 

 
シート 
設置 

6週間前 1カ月前 3週間前 

●展開場所：ドン・キホーテの入口付近のセキュリティゲート 

●実施可能店舗：東京の下記17店舗 ／ ゲート本数 64本（128面）  

 BIG FUN平和島店、銀座本館、秋葉原店、渋谷店、上野店、新宿店、新宿東口本店、中目黒本店、
中野駅前店、六本木店、ピカソ三軒茶屋店、ピカソ西早稲田店、蒲田駅前店、後楽園店、高田馬場駅
前店、ピカソ赤坂店、浅草店 ※その他の実施可能店舗については、別途ご相談ください。 

●設置期間：１ヶ月間（毎月１日～同月末日） 

●参考データ：上記17店舗の月間レジ通過者数 約196万人  

【入稿方法】  

 納品先：弊社の指定場所へ郵送願います。 

全入口に設置！ 

該当月初日 
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床マット  

買い場こそ最大のプロモーションチャンス！ 
視認性の高い床マットを活用して競合他メーカーと差別化を図ることができます。 

●掲載料金： 50,000円/1カ月/1枚（3ヶ月） 

 

製作 

進行スケジュール 

データ 
入稿 

 
申込 
打合せ 

 
店舗 

スタッフ
が設置 

1カ月前 3週間前 1週間前 

●展開場所 ：ドン・キホーテ 長崎屋全店 （商品棚の前） 

※1店舗から申し込み可能 

●サイズ：横90ｃｍ×縦30ｃｍ(他サイズでA1・B1がございます) 

●期間：3カ月単位 

※滑りにくい素材を採用したことでお客様の転倒等の心配もありません。 

【入稿方法】  弊社担当までお問い合わせください。 

 

該当月初日 

競合する棚の前では 
インパクト絶大！ 

※設置イメージになります。設置場所については、別途お問合せ下さい。 
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ドンポケ  

店頭もしくはレジアウトに設置された専用ラックで情報発信！ 
求人情報を中心に様々な情報源となっています。 

●掲出料金： 8,960円/月/1ポケット 
配送費用、メンテナンス費用、補充費用込み 

指定先へ
納品 

進行スケジュール 

媒体内容
確認 

空き枠確
認・申込 

 
指定業者
が納品 

1カ月前 3週間前 1週間前 

●展開場所 ：ドン・キホーテ 長崎屋 

※一部実施していない店舗もございます。 

※1店舗単位での受付も可能です。 

●期間：1カ月単位 

●サイズ：A4 深さ248ミリ（コピー用紙束で×5冊程度） 

【入稿方法】  

 納品先：弊社の指定業者へ直接納品となります。 

 ※納品日、納品先は案件確定後にご連絡致します。 

●ラックのメンテナンス、補充については週1回指定業者が行います。（掲出料金込み） 

該当月 
初月曜日 

店頭やレジアウト後の一等地にて展開 
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催事・キャンペーン  

 
ドン・キホーテグループの各施設で物販やプロモーションキャンペーンが行えます。 

圧倒的な集客力を誇るドン・キホーテの来店客に直接リーチが可能！！ 
 

●出店賃料 

小スペース（１坪～） 30,000円/1日/1スペース 

中～大スペース(5坪～) 案件により応相談 

 
出店の 
手続き 

進行スケジュール 

必要書類
の提出 

 
日程・ 
条件の 
確認 

諸費用の 
ご入金 

出店25日前  出店20日前 出店10日前 出店3日前 

●出店場所 ：店頭、駐車場、テナント空き区画など 

●出店期間：1日～３カ月間 

●出店単位：1店舗1スペースから利用可 

 

 

 

大型スペースを利用した物産展 

小スペースでウォーターサーバーキャンペーン 

ワンディショップ自由市場 
 

利用スペースは当社運営サイ
トより、手間いらずでカンタ
ンに検索が可能となっており
ます。ご要望に合ったロケー
ションを探してみて下さい！ 

      【ワンディショップ自由市場TOPページ画面】 
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移動販売車  

 
店舗の空きスペースを有効活用致します！ 

店舗の賑やかしにも最適です！！ 
 

●出店賃料 

5,000円～/1日/1スペース 

業種・業態により異なります。 

 
出店の 
手続き 

進行スケジュール 

必要書類
の提出 

 
日程・ 
条件の 
確認 

諸費用の 
ご入金 

出店25日前  出店20日前 出店10日前 出店3日前 

●出店場所 ：駐車場、空き区画 

●出店期間：1日～３カ月間 

●出店単位：1店舗1スペースから利用可 

 

 

 

 

 

出店者一例 

●募集スキーム：日商運営の自由市場のサイトより募集 

やきとり竜鳳 / 焼鳥 

ドネル・ケバブHIDO/ケバブ 



プロモーションメニュー 

集客させる為、店内で認知させる為、商品の特性によっても方法はさまざま。
予算に応じてより効率的なプロモーションプランをご提案いたします。 

定期的に配信しているクーポン情報のメルマガの
フッター部分に掲載致します。配信数は150万通
以上。クーポン情報の下に広告を掲載するため開
封率、訴求率の高いメニューです。 

配信対象者の年齢、性別、職業、地域などをセグメ
ントし配信できるメール広告です。 

Club Donpen モバイル 

メールマガジン 

総会員数500万人以上のドン・キホーテ店舗と連動した無料会員
サイトです。クーポンや新商品情報など情報満載。現在も会員数
は月3万人以上のペースで増え続けています。 

ターゲティング 
懸賞等のプレゼント企画を実施することによ
り企業や商品のPRが可能です。応募時にアン
ケートフォームを利用できるのでリサーチ
データもご活用いただけます。 

タイアップ 
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メールマガジン広告 

Sub：タイトルタイトル 

【ドンキクーポン情報】 

・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・
・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ 
http://donpen/jp/ 

[PR]=========== 
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●● 
http//○○○○jp/? 

 

ドン・キホーテ
のクーポン情
報スペース 

広告スペース 

タイトル 
○○○×ｸﾗﾌﾞﾄﾞﾝﾍﾟﾝﾓﾊﾞｲﾙ 

本文 
＜クラブドンペンモバイルから

のお知らせ＞ 

この度、○○○○からドン・キ
ホーテの店舗をご愛顧いただい

ている皆様に感謝を込めて! 

耳よりな情報をお届け致しま
す。 

【PR】--------------------- 

○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○ 

URL：× × × × × × × × × × 

（株）ドン・キホーテ 

原稿を作成して 
ご入稿ください 

 

 

※内容により、修正させてい

ただく場合がございます。 

企業名もしくは
サイト名 

ｱﾝｹｰﾄﾍﾟｰｼﾞ
にリンク 

Sub：タイトルタイトル 

【タイアップ内容告知】 
●・・・・・・・ ・・・・・・ ・・・
・・・・・・・ ・・・・・・ ・ 
http://donpen/jp/ 

【クライアント様PR告知】  
● ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・
・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・ ・・・ 
http//○○○○jp/?d 

 

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ペ
ー
ジ 

クライアント
ページにリンク 
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広告掲載基準 

広告掲載基準について（必ずお読みください） 
お申込み頂く広告についての掲載可否決定権は当社に属します。 
 
【1】お申込みできない広告種 
□法律・条例・条約に違反、もしくはその恐れのある広告 
□宗教信仰による勢力拡大、布教活動目的の広告 
□医療・医薬品・化粧品において、効能・効果・性能等を厚生労働省が承認する範囲を逸脱する広告 
□ギャンブル運営、もしくはそれを助長するような広告 
□アダルト関連の広告 
□公正、客観的な根拠なく、最大級・絶対的表現を使用している広告 
□責任の所在が不明瞭な広告 
□内容および、その目的が不明瞭な広告 
□広告内容に虚偽があるかまたは誤認・錯誤の恐れがある広告 
□弊社が不適切と判断した広告 
□人権侵害・差別・名誉棄損の恐れのあるもの 
□法律で提供あるいは取引を禁止されている商品、あるいは行政からの必要な許認可を得られていない者が商品あるいは危険物を提供する行為に関するもの 
□第三者の知的財産権を侵害するもの、あるいはその恐れのあるもの 
□当社グループの事業運営に支障をきたすもの、あるいは当社グループの事業と誤認混同を生じる恐れのあるもの  
 
【2】内容によってはお断りする広告 
□銀行・消費者金融を問わず貸金業に関するもの 
□医薬品・化粧品・健康商品に関するもの 
□エステティックサロン・ビューティサロンに関するもの 
□教育機関・養成施設に関するもの 
□物販に関するもの（特定商取引法表示がない場合） 
□資料請求などのように登録が必須となるもの（個人情報保護規定がない場合） 
 
【3】キャンセル料金について 
広告枠ご予約後のキャンセル料金は下記の通りです。なお広告申し込みにより発生する原価もご負担いただきます。 
□実施日から60日から31日前 媒体料金の30％ 
□実施日から30日から15日前 媒体料金の40％ 
□実施日から14日から4日前   媒体料金の50％ 
□実施日から3日から当日    媒体料金の100％  
 
【4】免責事項 
□広告内容など、全ての情報に関するお客様（ユーザー）からのお問い合わせについては広告主の責任において対処されるものであり、当社では責任を負わないものとします。 
□当社は掲載可否理由の説明義務を負いません。 
□天変地異、停電、通信回線の事故等当社の責めに帰す事由による場合はその限りではありません。 
 
付則 
□上記基準内であっても、実施により当社に不利益が生じたと判断した場合、以後実施不可とします。 
□上記基準内であっても、その企業が社会的な問題を起こした時は、実施中であっても中止する場合があります。 
□上記基準で判断できない場合は、都度話し合うものとします。 
□当社競合他社との提携がある企業については不可とします。 
□上記定めた以外で当社の事業にバッティングする業種または業態に関しては都度検討を致します。 
□広告の実施スケジュールおよび内容につきましては予告なく変更させていただく場合がございます。 
□広告に関する一切の事項につきましては下記までお問い合わせください。 
【お問い合わせ】media_all@realit.co.jp 
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