
Media Kit
媒体資料

グローバルリーダーのための
ハイクオリティビジネス誌

Vol. 1 （2014年６月版）



アレイズの主な読者ターゲットは30～50代の在タイ日本人ビジネスパーソンです。
現在、バンコク都内や工業団地などに位置する日系企業オフィスへの直接郵送に注力しています。
読者ターゲットへダイレクトにお届けすることで、お送り先のご本人だけでなく、そのご同僚、ご友人にまで読者を広げています。
ハイクオリティな紙、デザイン、洗練された写真を使用することで、
一度手に取った後はオフィスやご自宅で３ヵ月ほどお手元においていただけています。
毎号話題性のある特集と連載を組むことで、繰り返し誌面を開く機会が増え、自然と広告を目にする回数も増えます。

グローバル・リーダーのための
ハイクオリティビジネス情報誌

・カシコン銀行経済レポート       ・ASEAN×BUSINESS×PERSON       ・“タイの経理現場より”        ・タイ税務スタディ
・グローバルトップリーダーへの「秘訣」   ・タイの労働法制 ・タイ人事相談室   ・「タイ＋１」人材マネジメントのすすめ　　ほか

2015年上半期特集一覧

Vol.37 （2015年１月号）
VATと源泉所得税
未還付問題

Vol.38 （2015年２月号）
タイの新投資奨励策
BOI恩典制度はこう変わる

Vol.39 （2015年３月号）
製造会の流れが変わる
３Ｄプリンター大解剖

Vol.40 （2015年４月号）
グローバル・ビジネスのスタンダード
経営ツールとしてのISO認証

Vol.41 （2015年５月号）
事業の国際化を推進させる
グローバル企業の人材戦略

Vol.42 （2015年６月号）
大メコン圏を繋ぐ、道路と鉄道の未来
アセアン・タイの交通網

What’s ArayZ ?

［アジアビジネスに関する、話題の連載］



年齢

アレイズはグローバル・リーダーのためのビジネス情報誌として、
企業の経営や運営にダイレクトに携わる、
エグゼクティブ層の日本人ビジネスパーソンに多く読者を持ちます。

タイでのビジネスに関する情報はもちろん、
ASEAN全域におけるビジネス情報をお届けしています。
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ArayZ 読者層データ（2015年調べ）



ArayZ独自の広告手段

バンコクで発行されている日本語の無料情報誌の中でも、
コンテンツ、弊誌の写真、紙質のクオリティはトップレベル  
です。
読者の目にも止まりやすく、商品やサービスのブランド・宣
伝イメージを保ちます。記事型広告とセットでのご掲載もお
勧めです。

記事型広告
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。記事型ですので、文章で読むことで印象
にも残りやすく、潜在顧客の背中を押すきっかけにも繋が
ります。

広告主様からは、下記のような声をいただいています。
「読者が手元に長く置いていただけていることで、反響も
長く続いています」（サービス業）
「記事型広告は営業ツールとして利用しています。ビジネ
ス情報誌に掲載されているということでお客様の反応も
よく、サービスの詳しい特徴や社の思いまで伝えられます」
（人材紹介業）
「写真が綺麗なので、料理の写真を見て来店されるお客
様が多いです」（飲食店）―

一般イメージ広告



媒体概要 ：
【雑誌名】  ArayZ （月刊無料ビジネス情報誌、オールカラー約70P）
【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4,000社へ直接郵送のほか、
 バンコク都内の日系書店（紀伊國屋書店、東京堂書店）、スーパーマーケット（フジ 
 スーパー全店、マックスバリュ）、サービスアパートメント、ホテル、レジデンス、
 バンコク都内・近郊の飲食店などで配布
【判型】  A4変形 / 平綴じ・背表紙有り 
 仕上がり寸法 天地290×左右210mm / 右開き

ArayZウェブマガジン版：
誌面に掲載した記事だけでなく、ウェブマガジン版だけのオリジナルコンテンツも配信
ウェブサイトURL：www.arayz.com

広告原稿サイズ ：

A4フルサイズ
見開き２P

A4フルサイズ
１P

A4ハーフサイズ
1/2P

A4クォーターサイズ
1/4P

広告についての詳細、ご質問はお問い合わせください。

(H290×W420mm) (H290×W210mm)

(H145×W210mm)
(H50×W180mm)



会社概要 :

GDMの強み
豊富な経験と張り巡らされた情報網で、３つの分野の事業シ
ナジーを生み出し、他社にできないワンストップサービスを
クライアント様に提供すること。
それが弊社のコアバリューです。

代表者 代表取締役　高尾 博紀
資本金 10,000,000THB
従業員数 日本人5名、タイ人24名
 （2015年1月1日現在）
電話番号 +66(0)2-651-5655（日・英・タイ）
E‒maIl gdm-info@gdm-asia.com（問合せ）
 ad@gdm-asia.com（広告）
Website www.gdm-asia.com

事業部門紹介 :
メディア事業部門

・ 月刊ビジネス情報誌ArayZ
（アレイズ）の企画・編集・発行
・ 企業広告制作
・ 企業映像制作
・ 街頭大型看板広告制作
・ 駅中広告制作

不動産事業部門

・ 工業団地、工場用地取得
・ 土地権利証書移転、操業許可など各 
 種申請業務
・ 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）
・ ＢＯＩ申請

内装事業部門

・ 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
・ 電気引き込み、分電盤製図製作
・ 高層ビル外装リフォーム
・ イベント、展示会用ブースデザイン・
設計・施工

GDM (Thailand) Co., Ltd.
57, Park Ventures Ecoplex, 
12th Fl. Unit 1211, Wireless Road, Lumpini, 
Patumwan, Bangkok 10330

社名 GDM (Thailand) Co., Ltd.

タイ事業を多方面からサポート

不動産

内装

タイ進出展開時の
事業拠点から
現地情報、
広告宣伝までを
サポートいたします

事業用不動産仲介内装・設計・施工

広告宣伝・情報提供

トータル
サポート
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