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全国のDJ &出演イベント情報を簡単検索

～日本初のDJ PR、集客フォロー、出演依頼獲得～

Produce by 



【DJガイド検索優位】

現在、DJ関連ワードの 「 人気DJ日本」、「DJランキング」、などは
全てGoogle、Yahoo!共に検索上位表示！月間平均10万PV以上。

Google、Yahoo!共に検索TOP表示を実現！！
現在日本で一番見られているDJメディアです。

メディア現状



DJ情報・DJ関連情報に完全特化したメディア運営

エリア毎にDJの、
絞込みが可能。

注目のDJは各エ
リアのTOPスライ
ドで告知。

各DJをクリックすると

、本人詳細、画像、
出演動画などが簡
単にチェックできる。

DJの出演するイ

ベントにワンクリ
ックでジャンプ。

最新の出演イベント情報チェックや、イベントへの参加申請がスマートフォンでワンステップで可能！ポイント

メディア特徴

直近のアクセスラ
ンキング等の絞り
込みが可能。

メニューボタンか
ら各項目へ一発
ジャンプ。

クラブガイドへリンク

各お店からレジデン
トDJをチェック可能。



豊富なサイト流入

会員

メルマガ

クラブガイド

提携メディア

DJ GUIDEとは2015年3月にOPENしたDJ情報を簡単に探せるDJ情報専門のメディアです。

SNS関連

豊富な関連メディア

GoogleやYahoo!などの検索流入に加え、弊社メルマガ、弊
社会員、弊社メディア、関連メディア、SNSなど様々な導線か
らの流入を実現し、常に多くのユーザーが利用しています。

★ポイント

メディア特徴

大手検索エンジン



【DJ情報登録：無料登録(無料掲載)】

【基本情報は無料にて掲載させて頂きます。】
弊社まで、プロフィール写真1枚、500文字以内の自己紹介、Facebook Twitter ブ
ログのURL等をお送りください。運営部にてページ登録をさせて頂きます。

★上記情報の登録は無料となります。

※無料掲載の場合は出演イベント紐付け、画像、動画等のページ情報のグレードアップは行えません。
※無料登録後、本登録【有料】に切り替えも可能です。

一覧内に表示されます

登録させて頂いたDJページは、
DJガイドに掲載されます。

基本情報

基本情報登録

基本登録
登録料：無料

※DJガイド内に表示されます。

【サービス内容】

ご本人のページ登録、プロフィール設定、アー写
画像設定を無料にて登録致します。

★ポイント



本登録・露出強化について
-有料プラン-

本登録について本登録



DJガイド “本登録”ついて

DJガイド運営部担当

① DJページ作成・更新

②出演イベント紐付

④出演依頼専用ページ ⑨ SNS広告配信

⑧運用委託プラン③出演レポート掲載

⑩露出強化プラン⑤出演依頼獲得導線

【 メリット１ ： ページ更新 】
更新作業：弊社オペレーターが実施致します。急な変更なども楽々対応。(月１回まで無料)
※更新ボリュームが多い場合は有料になります。

【 メリット２ : 出演依頼管理 】
出演依頼を弊社にて受付致します。依頼主様と調整をさせて頂いた上で接続致しますので、新たな出演
依頼をスムーズに獲得出来ます。

【 メリット３ ： イベント掲載 ] ※運用委託の場合
イベント情報の掲載：毎月翌月の出演イベント情報を20日迄に弊社オペレーターまでご連絡下さい。掲載、
ページ情報の更新は弊社オペレーターが実施します。DJ様は煩わしい更新作業、登録作業が無くなる為、
本来のDJの練習や出演に取り組むことができ時間の有効活用が可能になります。

業界初！専属オペレーターに更新サポートサービス！！

本登録について

本登録を実施する事で下記の機能・サービスが利用可能になります！

⑦お問い合わせ対応

⑥出演依頼問合せ対応



【本登録(有料ページ作成)】

基本情報

有料掲載

【TOP画像】
3枚の画像をスライドして表示可

能です。本人紹介や企画紹介が
可能です。

【詳細画像＆リンク】
過去の出演履歴や特徴、プロ
デュースイベントなどへ誘導が可
能です。

【イベント情報】
開催されるイベント情報が日付
順で表示されます。

【基本情報】
基本情報、名前、紹介文、アー
ティスト写真等が入ります。

【本登録】

本登録の時点でページ情報
の大幅なバージョンUPを実

施させて頂きます。

◆画像登録
◆音源、動画UP
◆出演店舗掲載
◆出演イベントの紐付
◆出演依頼の獲得

上記が可能となります。

① DJページ作成・更新



ご本人様専用ページを作成し、過去の出演情報、特徴、音源、動
画など詳しく掲載しPR致します。また、出演されるイベント情報を全
て掲載させて頂き、PR＆イベント集客双方を実現させて頂きトータ
ルでDJ様をサポート致します。出演依頼の獲得も可能です。

会員

メルマガ

クラブガイド

提携メディア

DJガイド

クラブイベントサーチ

イベントサーチ

POINT

製作させて頂いたDJページは、様々な導線と接続される為、常に多くのユーザーに見られます。

【本登録ページ特徴】① DJページ作成・更新

大手検索エンジン



【出演イベント紐付機能】②出演イベント紐付

現在、イベントサーチ・クラブイベントサーチに掲載され
ているイベント情報で、今後開催されるイベントに出演さ
れる場合は、出演者一覧に自動掲載されますのでPR効
果が期待できます。

また、出演者一覧に掲載された場合はご自身のページ
の“イベント”の項目にイベント情報が掲載されます。

★ポイント

【1】パターン１(無料)
既に出演されるイベントがイベントサーチへ掲載され
ている場合は、弊社担当が無料にて紐付けをさせて
頂きます。

【3】パターン３(オプション)
運用委託を頂いている場合は、イベント情報をお送り
頂ければ弊社担当がイベント掲載、紐付け対応をさ
せて頂きます。

【2】パターン２(無料)
ご自身で無料掲載されたイベントは、ご連絡を頂けれ
ば弊社スタッフが紐付け対応をさせて頂きます。



【出演レポート紐付】③出演レポート紐付

過去に出演したイベントは、弊社担当がイベント
レポート掲載させて頂きます。

ご本人が出演したイベントの場合は、レポート情
報として表示されます。

★ポイント

写真素材をお送りください。

更に、掲載させて頂いたレポートはクラブイベントサーチSNSでも拡散。



【出演依頼：出演依頼獲得専用ページ作成】

料金目安

プレイ動画

特技

ジャンル

コンテンツ

出演履歴

④出演依頼専用ページ

１：出演依頼の獲得を重視した専用ページの作成。
２：特技、特徴、プレイ動画で本人をPR

３：簡単出演依頼

★ポイント

紹介文

特徴



【出演依頼：出演依頼獲得の流れ】

出演依頼可能なDJ一覧ページ

出演依頼可能なDJは“出演依頼可”のアイコンが入ります。
一般のユーザーからの出演依頼の獲得を目指します。

１ ２

※こちらのページは出演依頼可能なDJ様のみ表示されます。

一般ユーザーからの出演依頼 オーガナイザーからの出演依頼

一般ユーザーからの出演依頼に加え、イベントサーチ
オーガナイザー管理画面にDJ出演依頼のボタンリンク
により出演依頼可能DJ一覧が表示されます。イベント
オーガナイザー約2000人に対して出演依頼のアプ
ローチが可能になります。

★ポイント

⑤出演依頼獲得導線



【出演依頼：出演依頼獲得の流れ】⑤出演依頼獲得導線

現在“DJ出演依頼”のキーワード検索で検索エンジンでは、
TOP表示されます。これらのキーワードを元に依頼をかけ

るオーガナイザーはクラブ様ではなく、企業や施設、フェス
などの担当者様になります。

★ポイント

企業パーティー・忘年会・送別会・達成会・結婚
式・お祭り・地域のフェス・音楽フェス・誕生日会
・学生パーティー・展示館コンテンツ・アフターパ

ーティー・CM・クラブパーティー 等

過去出演依頼実積



【出演依頼対応】⑦お問い合わせ対応

問合せ

調整

交渉

1：出演依頼＆お問い合わせは、一旦弊社オペレーターが対応。魅力的な内容のみをお伝え致します。
2：お断りする場合や、受注する場合も弊社担当が対応しますので、煩わしいやり取りは発生致しません。
3：請求、支払いなども弊社が代行致しますので、ご本人はDJプレイに集中して頂けます。

★ポイント



DJ 様

イベント更新・紐付

レポート更新

DJガイド運営部

【DJ専任オペレーターが更新対応】

専任スタッフが更新・対応作業をする為、DJ様の更新作業の必要はありません。

ページ更新

★ポイント

問合せ対応

⑧運用委託プラン



【御掲載料金：プラン一覧】 ～選べる3つの御掲載プラン～

【御掲載プラン】

基本プラン
月額費用：無料

※本登録&初回制作費30,000円

１ 【サービス内容】
ご本人のページ作成、プロフィール設定、画像加工、音源ページヘの誘導等を実施致しま
す。初回ページ作成時のみ費用が発生致しますが、その後の月額の掲載費用等は発生
致しません。本登録後、出演依頼機能が利用可能となり、DJガイド経由で、出演依頼が
獲得可能となります。※ご自身のホームページとしてのご利用も可能となります。
※ページ更新は月１度まで無料。

利用料無料
成果報酬：30％

※出演獲得時のみコストが発生します。

本登録後、出演依頼機能が利用可能となり、DJガイド経由で、出演依頼が獲得可能とな
ります。様々なイベントの出演依頼が獲得可能となります。申込みが入った場合でも出演
が確定しないかぎり、コスト、費用は発生致しません。実際に出演が実現した場合は出演

費用の30％が弊社への手数料となります。

運用委託プラン
月額30,000円(税別)
※本登録&初回制作費30,000円

２ 【サービス内容】
正規登録後、運用委託をされる場合は細かいタイムリーなページ更新、レポート掲載が
可能となり、完璧なご自身のホームページとしての役割を果たします。出演イベントの掲
載も弊社専属オペレーターが実施致します。
※クーポン設定、オススメ掲載のイベントをご希望の場合は別途料金が必要になります。

【出演依頼利用費】

PR・運用委託プラン
月額100,000円～(税別)
※本登録&初回制作費30,000円

３ 【サービス内容】
運用委託の内容に加えまして、弊社メディア内での露出強化(DJページ上位表示費、追
跡SNS広告費、出演イベントオススメ掲載費)を実施し、ブッキング獲得強化を致します。
※個別に露出プランを利用するよりもお得なトータルパッケージプランです。
※こちらの最低6ヶ月以上の利用となります。

⑧運用委託プラン



【露出強化オプション】

露出強化オプション一覧



追跡型SNS広告

一度イベントサーチにてDJページを見た場合、自動的に“リマーケシステム”がユーザー情報を記憶し、ユーザー
のSNS（FacebookやInstagram）にて広告として追跡致します。DJ情報や出演イベント情報を、気になっているユー
ザーに対して効果的なSNS広告を出稿することが可能です。

ポイント

Facebookや、Instagramを見ていると閲覧履歴のあ
るページの広告が自動で表示されます。

最新のリマーケティングシステムを導入
ユーザー追跡型広告

⑨SNS広告配信

閲覧者データ

９,９９９人



ユーザーを選別型SNS広告配信

イベントサーチでは最新のユーザーデータベースを使用して、過去クラブページを見たり、クラブ系のイベントへ参加
したユーザーを弊社のシステムが記憶、該当のユーザーにのみSNS（Facebook、Instagram）広告を配信することが可
能です。参加する可能性の高いユーザーにのみ広告を配信出来る弊社独自の広告企画になります。

ポイント

新規アプローチ型広告

クラブや、DJページを見ている対象のユーザー
にのみをセグメントし広告開始致します。

通常独自でSNS広告を配信する場合、DJに

興味が少ない対象者に広告を配信している
為、無駄な広告配信となっています。クラブ・
DJに興味がある訪問者のみを対象にする事

で、この約３％の対象者にのみ広告配信が
可能になります。

⑨SNS広告配信



【ユーザーを選別して広告配信】

新規アプローチ型広告

都内中心

関東エリア

名古屋エリア

大阪エリア

広告を出稿したいエリアをセグメント。対象エリアのク
ラブユーザーにのみFacebook＆Instagramを通して、

広告出稿が可能です。現在日本で１番広告価値の
ある商品となります。

ポイント

約4万人

約6万人

約1万人

約3万人

ターゲットボリューム

⑨SNS広告配信

広島エリア

福岡エリア

約1万人

約2万人

札幌エリア

仙台エリア

約2万人

約0.5万人

沖縄エリア

全国

約0.5万人

約20万人



【SNS広告配信】ご掲載料金

・SNS広告：１ヶ月単位 中
500,000円

大
100,000円

特大
150,000円

露出小
30,000円

【ユーザー追跡型広告】

※露出エリア、期間、配信対象数により異なります。

中
30,000円

大
50,000円

特大
100,000円

【新規アプローチ型広告】

・SNS広告：１ヶ月単位

※露出エリア、期間、配信対象数により異なります。

露出増
要相談

露出増
要相談

10,000~30,000IMP 17,000~50,000IMP 30,000~100,000IMP

10,000~30,000IMP 17,000~50,000IMP 33,000~100,000IMP 50,000~150,000IMP

露出小
10,000円

3,000~10,000IMP

※露出量はアレンジさせて頂く事も可能です。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。

⑨SNS広告配信

1回表示：1～3円

どのターゲットに露出しても一回あ
たりの表示価格は固定なので非
常に効率的に利用出来ます。



【表示順位UPで露出強化】⑩露出強化プラン

DJ様の露出UPの為、有料にて表示順位を上げることが可能です。

掲載順位を上げることで、新たなユーザーに発見させる可能性が
大幅に向上する為、PR効果は絶大です。また、サイトTOPのバ
ナーに広告を入れることも可能になります。

★ポイント

通常掲載
※ランダム表示となります

TOP固定ピックアップ枠
1名のみT

※TOP固定表示となります

オススメ枠
上位100名に入ります
※ランダム表示となります

ピックアップ枠
上位30名に入ります
※ランダム表示となります

上位ピックアップ枠
最大10名のみT

※ランダム表示となります



通常掲載
※ランダム表示となります

【特別露出強化】ご掲載料金

・上位ピックアップ枠：１イベント300,000円(税別)
※掲載期間は1ヶ月間になります(TOP15 に入ります)

※上位ピックアップ枠内の表示順位はランダムとなります。

【露出強化プラン】

ピックアップ枠
上位30名に入ります
※ランダム表示となります

上位ピックアップ枠
最大10名のみT

※ランダム表示となります

TOP固定ピックアップ枠
1名のみT

※TOP固定表示となります・TOP固定ピックアップ枠：1,000,000円(税別)
※掲載期間は1ヶ月間になります(TOPに表示されます)
※1ヶ月間DJガイドTOPに固定で表示されます。

・ピックアップ枠：100,000円(税別)
※掲載期間は1ヶ月間になります(TOP30 に入ります)
※ピックアップ枠内の表示順位はランダムとなります。

オススメ枠
上位100名に入ります
※ランダム表示となります

・オススメ枠：50,000円(税別)
※掲載期間は1ヶ月間になります(TOP100 に入ります)
※ピックアップ枠内の表示順位はランダムとなります。

【TOP画像露出】

・TOPバナー枠：300,000円(税別)
※掲載期間は1ヶ月間になります(画像作成をご希望の場合は、別途制作費が発生します)

※TOP画像は最大3枠となり、ランダム表示となります。

現在は受け付けておりません。
※順次サービス開始予定。

現在は受け付けておりません。
※順次サービス開始予定。

⑩露出強化プラン



【御掲載迄の流れ・注意事項】

検討
• こちらの資料を基に掲載の御検討をお願い致します。

決定
• 掲載の御意志が決定致しましたら、ご連絡をお願い致します。

制作
• 御掲載に必要な情報、画像などをお送りください。作成は5営業日前後頂いております。

掲載
• 頂きました内容をもとに掲載審査をさせて頂きます。

出演
• 有料ページ作成後、出演依頼の獲得が可能となります

注意事項
【本掲載料金ついて】
・本登録ご希望の場合は事前にご請求額のお振込みをお願い致します。お振り込み完了後に製作開始となります。

【広告効果について】
・広告効果は保証されるものではございません。御掲載後に広告効果が想定、または弊社のご提案想定を下回った場合でも、
広告費等の減額等は一切致しかねます。

【露出頻度について】
・お申し込み頂きますページ情報などにつきましては申し込み数などに応じて露出頻度が変更になる場合がございます。

【掲載迄の注意】
・データ納品遅れ、打合せの遅延等が発生する場合、ご希望の期間迄に出稿ができない場合がございます。

【ご掲載広告に内容によるトラブル】
・御掲載させて頂きました内容により弊社ユーザーが著しく不利益を被る事態等が発生した場合は設定した期間を待たずして原稿出稿、

広告出稿を停止させて頂く場合がございます。

【現場トラブルについて】

・出演企画にて、主催者様との間にて発生したトラブルにつきまして弊社と一切責任を取りかねますので予めご了承ください。


