
広告掲載について

GDM(Thailand)Co.,Ltd.

タイ、ASEANの今がわかるビジネス・経済情報誌『アレイズ』



情報誌 『ArayZ』 概要

定期購読企業4,700社に毎月直接配送でお届け
雑誌名  『ArayZ』（月刊無料ビジネス情報誌、オールカラー約70P）
コンセプト タイ、ASEANの今がわかるビジネス・経済情報誌
創刊 2012年1月
発行日 毎月10日
発行部数 20,000部/月
配布場所 日系企業約4,700社へ直接配送のほか、
 バンコク市内の日系書店、公的機関、スーパーマーケット、
 ホテル
版型 A4/無線綴じ・背表紙あり

2018年4月＆5月号 知的財産
2018年3月号 新関税法
2018年2月号 BOI
2018年1月号 タイの労務

タイ・ASEANの今がわかる旬なビジネス・経済情報の特集を掲載。特集内容と関連性がある号を選んで掲載もいただけます。

過 去 特 集



『ArayZ』 特徴

他社フリーペーパーに比べ、よりビジネスに特化した記事が特徴です。
月刊誌ならではの充実した特集に加え、ビジネスリーダーへのインタビューや、
最新の経済ニュースなどビジネス実務ですぐに役立つ情報を多く提供していることが
愛読され続ける理由のひとつです。

こんな企業広告に
おすすめ!

新商品・新サービスの告知

FRASERS property様

イベントやセミナーの告知

H.I.S.様 CELM様

企業活動の報告



『ArayZ』 読者層データ

年 齢 男女比

業種別 エリア別直接郵送

■ ２０代　■ ３０代　■ ４０代
■ ５０代　■ ６０代

■ 製造業　■ サービス業
■ 卸業・小売業　■ その他

■ バンコク　■ アユタヤ　■ チョンブリ
■ ラヨーン　■ その他

■ 男性　■ 女性　

11%

33%
32%

19%

5%

バンコク中心と郊外の工場エリアなど
日本人ビジネスパーソンの多いエリアに配布

製造業だけでなく、非製造業の方も
対象とした幅広い内容

68%

32%

57%
21%

10%

12%

62%10%

14%

9%
5%

他誌フリーペーパーと違い

が主なターゲット
マネジメント層

・ 企業の経営・運営に関わる方
・ 30代～50代の在タイ日本人ビジネスパーソンが中心
・ 日本からの出張者
・ タイにて事業展開を図る方

読者層



広告タイプ

インタビュー取材を通じ、一般広告では伝えき
れない商品やサービス、企業理念などについ
て、詳細まで読者へ伝えることができます。また
記事広告は営業ツールとしてもお使いいただけ
ます。
注：サイズは、A4サイズ１P以上

企業のブランドイメージのカラー・デザインを前
面に出すことで、読者の心に残る効果が期待で
きます。記事広告とセットでのご掲載もおすすめ
です。
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アクセス地域

■ 日本　■ タイ

60%

40%

『ArayZ』 Website 概要

www.arayz.comArayZ

雑誌内の記事・広告はウェブサイトにも無料で掲載させていただいております。
閲覧者の60％以上は日本在住の方です。
決定権を持つ日本本社や、これからタイ進出を考える方へのアプローチにもつながります。

約30,000views
（直近月）

アクセス
数



特典

＊ 弊社のニュースレター（毎週2回〈月・木〉メール配信）にて、
　 記事広告の内容をご紹介いたします。

約 へ送信2,500アドレス

弊社データベースのArayZ読者ユーザー

ニュースレターでも広告



オプション価格

セミナー告知パッケージ

計6,000B

同梱チラシパッケージ

１枚2.5バーツ、１口4,000部

計10,000B/回

ArayZと共に、4,000社以上の企業へ
チラシを同梱送付可能です。

Web上で御社のセミナー開催や新商品の告知などを広告可能です。

+ +

1 2 3

特設Webページ ニュースレター
単独配信

ニュースレター内
バナー広告掲載



広告サイズ / 費用

＊ 全ての料金に別途7％のVATが加算されます。　＊ 隔月掲載など、ご掲載月を選択いただけます。　＊ 記事広告・イメージ広告は弊社での制作可能です。　＊ 費用はすべて制作費が含まれております。
＊ デザインの作成に関して、デザイナーのリソース状況により、一週間ほどお時間いただいております。　＊ 修正は原則3回までとさせていただいております。

中面見開き（２P）

1～５回契約

６～１１回契約

１２回以上契約

56,000B/回

49,800B/回

46,000B/回

29,800B/回

27,300B/回

24,800B/回

17,300B/回

14,800B/回

12,300B/回

9,400B/回

8,200B/回

6,900B/回

掲載サイズ

中面（１P） 中面（1/2P） 中面（1/4P）

雑誌の掲載と
取材日の確定 取材

第１回
デザイン案
の提出

デザイン
作成

デザイン案の
修正 印刷作業 発行

掲載前月
月末まで

毎月10日
配布

掲載前月
20日頃

掲載前月
5日まで

掲載２ヶ月前
月末まで

制作スケジュール



弊社会社案内

社名 GDM(Thailand)Co.,Ltd.
代表者 代表取締役 高尾 博紀
資本金 20,000,000 THB
従業員数 日本人 6名、タイ人24名
オフィス 57 Park Ventures Ecoplex 12th Floor

・工業団地、工場用地取得
・土地権利証書移転
・レンタル工場、売り工場 /倉庫物件
・オフィス物件 /オフィス移転サポート
・遊休土地有効活用コンサルティング
・M&A支援 ( 工場や事業の売買 )

事業用不動産部門
・オフィスや工場の内装 /設計 /施工
・ショールームの内装 /設計 /施工
・レンタル倉庫の増改築
・工場電気引き込み、設備導入
・工場建築サポート
・展示会用ブースデザイン/設計 /施工

設備 /内装 /建設設計部門
・月刊ビジネス誌『アレイズ』の編集 /発行
・企業インタビュー /取材
・企業マーケティング支援
・会社設立登記、税登録代行
・BOI申請 /IPO申請
・タイビジネス視察 /工場視察ツアー

ビジネスサポート部門

Park Ventures EcoplexPark Ventures Ecoplex代表取締役 高尾 博紀

Global
グローバルな視座に立ち

Development
ビジネスを開拓・創造し

Management
日本人の極め細やかさでビジネスをマネジメントする

社名の由来



最後までお読みいただきありがとうございます。
ご不明な点等ございましたらいつでもお問い合わせください。

　内堀　　　097-137-4831
  　　 　　　uchibori@gdm-asia.com

お問い合わせ


