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データの取り扱いについて 

CCCはプライバシーポリシーや 

Pマーク制度に則り、    

個人情報・購買履歴を厳重に、 

大切に取り扱っています 

お客さまの個人情報や購買履歴を一般企業はもちろんのこと、 

ポイント提携企業であっても相互に提供することはありません 

お客さまの個人情報を購買履歴や利用履歴と分けて、 

厳重に管理を行っています。 

Tポイント提携企業様からCCCに提供される情報は、 
T会員番号、日時、店名、金額、ポイント数、商品コードとなり、 

お客さま個人を特定できる情報は含まれていません 
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 500通～小ロットのDM発送が 
可能になりました!!(@145円~) 

届けたい人に、届けたい時に、素早く、安価にお届けできます！！ 
※発送先等のリテールデータは一切開示出来ません。 
※最短発送日は諸条件により異なります。 

T-DMタウンとは・・・ 

T会員：約5,300万人 

 
 

広告主様 

業界初！！ 

発注～発送開始まで 

最短8～10営業日 

※従来のT-DMは30,000通未満の発送は承れません。 

../../６月/0619 Y!資料/【FINAL】/DESKTOP/desktop/100331DESKTOP/DESKTOP/desktop/■楽しみ方の多様化/本/REAL&NET　新品　本.ppt
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※2015年3月末現在。※122社には、自冶体も含みます。 

T-DMタウン 発送対象者 

約5,346万人の有効なT会員にアプローチ可能 

日本の総人口の41.7％が保有 
【Ｔポイントが貯まる・使える・交換できるところ】 

122社 350,727店舗で採用 

１００円（２００円）で１ポイント貯まる 

提携先店舗でお買い物 
《提携先一例》 

お会計時にTカードの提示 ポイントが貯まる ポイントを使う 

１ポイント１円で使う 

１ 

100円購買につき 
（200円） 

ポイント 
もらえる 

１ポイント＝１円 

で使える 

貯まったポイントは 

5,346万人 
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T-DMタウン６つの特徴！ 

1 

T-DMタウン 6つの特徴 

※従来のT-DMは、30,000通～となります。 

PC１台で管理が可能！ 

注文から入稿・配達手配 
までワンストップを実現 

性別・年齢・郵便番号の 

ほか、誕生月による 

発送対象者の指定が可能！ 

少量・低価格での 
DMサービスを実現 

１通145円～ 
最低500通～ 

スピードサービス！ 
注文～発送まで 

最短8～10営業日 

※日数は諸条件により異なります。 

生年月日による 
対象者の指定が可能に！ 
生年月日指定で対象の 
学年にピンポイントでアプローチ 
できます。 

 

平日昼間の行動商圏 
による発送対象者の 
指定が可能に！ 

※指定したエリアで3ヶ月連続でご利用された方。  

2 3 

4 5 6 
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単価 サイズ・特徴 

A5 

A4 
V圧着 

A4 
3面圧着 

A３サイズを２つ折り 
にして圧着加工 

コート紙 157.0g/㎡ 

A４サイズ３ページ分の 

紙面を３つ折り展開 

コート紙 127.9g/㎡ 

A4 
ハガキに比べて約４倍 

スタンダード 
コート紙 209.3g/㎡ 

カバンにも入れやすい 
最少miniサイズ 

コート紙 209.3g/㎡ 

◆お知らせ ８月実施分まで旧単価でご利用頂けます。詳しくは営業まで◆  

販売価格 

サイズ 形状 

行動商圏セグメント利用 +＠10円 上記のどのサイズ・形状でも行動商圏のご利用が可能。 
新規発送対象者設定画面で選択してください。 

※価格はすべて税抜です。 

単価 

145円 

155円 

180円 

205円 
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設定可能な４つのセグメント条件 

① 基本属性によるセグメント 

性別：男女 男性・女性 
 

年齢：16歳以上 １歳刻みで指定可能 
※金融、保険は20歳から、エステ業は18歳から発送可能になります。 
 

住所：都道府県単位 7桁郵便番号（最大2,000個まで可能） 

カード登録情報である“誕生月”を切り口に 
お誕生日DMとすることで特別感の演出が可能 

② 誕生月によるセグメント 

上記基本属性セグメントに“誕生月”条件をプラス。 

指定可能なセグメント条件１ 

☆自分へのご褒美となるような商材に最適です！ 
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学年 満年齢 生年月日

高校2年 16歳、17歳 1999年4月2日～2000年4月1日生まれ

高校3年 17歳、18歳 1998年4月2日～1999年4月1日生まれ

大学1年 18歳、19歳 1997年4月2日～1998年4月1日生まれ

大学2年 19歳、20歳 1996年4月2日～1997年4月1日生まれ

大学3年 20歳、21歳 1995年4月2日～1996年4月1日生まれ

大学4年 21歳、22歳 1994年4月2日～1995年4月1日生まれ

社会人１ 22歳、23歳 1993年4月2日～1994年4月1日生まれ

社会人２ 23歳、24歳 1992年4月2日～1993年4月1日生まれ

社会人３ 24歳、25歳 1991年4月2日～1992年4月1日生まれ

 学年指定が簡単になりました！ 

 指定エリアのアクティブ会員へアプローチが可能！ 

※画像はイメージです 

都心/市中心部で生活している方、 
通勤している方へアプローチ可能！ 

＜行動商圏とは＞ 
指定したエリアの平日昼間（8:00～19:30まで） 
直近3ヶ月連続でポイント利用履歴がある方を発送対象とする 
セグメント条件です。 

☆発送エリアと学年が確実に指定が 
 できるため、きもの、進学塾、予備校、 
 大学、教習所などの生徒募集などに 
 ご活用ください！ 

☆サラリーマン、OLのアフター5の習い事、エステ、 
 フィットネス/ジムなどの自分磨き事業に最適です！ 

③ 生年月日指定によるセグメント 

（通常セグメントに+＠10円） ④ 行動商圏によるセグメント 

※高校1年生は16歳になられた方のみ発送が可能です。 

指定可能なセグメント条件２ 
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実物見本 （例はA5サイズです） 

宛名 
部分 

デザイン 
部分 

デザイン 
部分 

※デザイン制作用のイラストレーター（ai）のテンプレートをご用意しております。 

表面 裏面 

（固定） 
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デザイン作成注意点 

■原稿サイズで作成してください。 
■システムに貼り付けるデータにはトンボは不要です。 
  ※トンボはシステムに貼付⇒保存後に自動的に表示されます。 

■最大容量は20MB（片面）となります。 
■裁ち落としで切れてはいけないデザイン・文字は仕上がり 
  サイズ(赤枠)より5mm内側に配置(青枠)してください。 
■入稿データはPDF、PNG、JPGのいずれかとなります 
 （推奨はPDF） 
■デザイン内の使用画像解像度は180dpi以上で作成 
  お願いいたします。（推奨は350dpi） 

※仕上がりサイズとは実際にお客様の手元に届くサイズです。 
※原稿サイズとは仕上がりサイズに3mm塗り足しを足したサイズです。 
※特色、透明、RGB使用のデザインは画面上と印刷物での表現が 
  異なる可能性があります。 
※サイズ、形状は、A5、A4、A4V圧着、A4三面圧着。印刷方式は 
  トナー方式のオンデマンド印刷。 

赤枠：仕上がりサイズ 
実際にお客様のお手元に届くサイズ ※多少のズレが生じます。 

青枠：裁ち落とし時に切れない範囲 
青枠外は裁ち落とし時に切れてしまう可能性があります。 
※仕上がりサイズより5mm内側になります。 

※デザインは事前にご用意ください。 
※テンプレートのご用意がございます。 

＜テンプレートの赤枠と青枠について＞ 
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宛名部分（すべてのDMに共通で掲出） 

挨拶文 

店舗名 

差出人 

問合せ 

宛先 

※宛先リストは開示できません。 

← 登録された店舗名が表示されます。 
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システム貼付 

承認依頼 

修正 

承認依頼 

事務局承認 

商圏設定 

セグメント条件 

発送日設定 

発送数設定 

発 注 

印 刷 
発 送  

発注⇒印刷 
⇒発送まで最短 
８～10営業日 

デザイン関連 注文関連 

Ｔ-DMタウンシステム内での作業 

ログインID 

パスワード変更 

ログイン 

発送日確認 

申込書提出 

発送～配達まで 
2～3日かかります。 

【発送対象のT会員】 

システム内での作業 

Windows７以上 
Internet Explorer 推奨 

クライアント様のPCにて作業 

お申込みから対象会員への配達までの工程 

承認依頼～承認まで2～3日営業日かかります。 

※作成済のデザインをご用意ください 

店舗担当者 

◎お申込みから対象者へ配達まで最低でも3週間は必要です。スケジュールは余裕を持って組んでください。 

● 

表面 

裏面 
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＜飲食店関連＞ 
 ・ラーメン、餃子など中華料理 
 ・焼肉・イタリア料理・ステーキ・ハンバーグ 
 ・フードテーマパーク ・ファミレス（和洋中問わず） 
＜美容関連＞ 
 ・エステ（大手、もしくはTポイント加盟店はOK） 
 ・歯のホワイトニング ・美容整形 
 ・植毛、増毛、かつら ・レーシック ・ダイエット食品 
＜車＞ 
 ・ガソリンスタンド 、車検、レンタカー 
 ・カー用品販売、取り付け、カーシェアリング 
＜小売＞ 
 ・スーパーマーケット、ネットスーパー 
 ・コンビニエンスストア ・ドラッグストア ・スポーツ用品店 
 ・コンタクトレンズ販売 ・カメラ用品販売 
 ・写真スタジオ、写真プリントサービス 
 ・喫茶チェーン（銘柄による。都度確認） 
 ・紳士服販売（銘柄による。都度確認） 

T-DMタウンの取り扱い不可業種一例 

＜書籍、映像、ゲーム＞ 
 ・書籍販売・中古書籍販売・ゲーム販売 
 ・DVD、CD販売・レンタルサービス 
 ・映像、音楽、ゲーム配信 
＜サービス＞ 
 ・求人サービス（人材紹介、派遣） 
 ・求人広告・結婚相談所 
 ・占い、祈祷など（神社仏閣のお払い含む） 
 ・不動産賃貸 
 ・不動産販売の大手物件以外の広告 
  ※Tポイント加盟店はOK！ 
 ・ローン・会員登録 
＜その他＞ 
 ・こども（0～15歳）を対象としたサービス 
 ・墓地、墓石販売 

CCC広告掲載基準に則り掲載可否の判断を行います 
※上記記載業種は一例ですので、判断に迷う場合は事前にご相談下さい。 

※青字は問い合わせが多い業種です。 
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① 差出人は カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 名義での発送となります。 

② 事前にDM内容の審査が必要です。弊社の承認が得られない内容は発送ができません。 

③T-DMタウン利用のご登録やデザイン承認工程等は、確認に日数をいただいております。 

 それにより希望日に発送ができない場合の責任は負いかねます。 

 予め余裕を持ったスケジュールで準備をお願いいたします。 

④ 発送物は、弊社定型の仕様とさせていただきます。 

  サイズは、A5・A4・A4 V圧着・A4 3面圧着の4種類です。 

⑤ 発送数は、1回の発送につき 最少500通から 最大2万通とさせていただきます。 

⑥1日の発送受付上限数がございます。上限数に達している日を、発送日に指定することはできません。 

⑦ 発送先等のリテールデータは一切開示が出来ません。  

⑧注文後のキャンセルは基本的にお受けできませんが、どうしてもキャンセルしたい場合は 

  営業担当者へご相談ください。その場合はキャンセル料として全額のご請求をさせていただきます。 

⑨ DMの内容による苦情・問合せなどに対しては、広告主様にてご対応いただきます。  

⑩ ギャンブル、結婚情報など掲載をお断りしている業種がございます。 

 また、Ｔポイントアライアンス提携企業と競業になる業種・業態も掲載ができない場合が 

 ございますので、詳しくは営業担当へお問い合わせください。 

注意事項 ／ 事前にご確認をお願いいたします 
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広告掲載基準 

1. 広告掲載をご希望の際は、事前に各営業担当に掲載可否についてのご確認をお願いいたします。 
2. カルチュア･コンビニエンス・クラブ株式会社は、媒体ごとに掲載審査を行っております。なお、その理由について回答することができない場合がございます。 
3. 広告デザイン・表現について、内容が不明瞭・不適切だと判断される場合には、内容の変更を依頼または掲載をお断りする場合がございます。 
4. 広告掲載承諾後、契約履行中のいずれの段階においても、基本的人権などにかかわる広告の重大な瑕疵を当社が知り得て、かつ広告主に連絡がつかない場合

は、広告の不掲載または広告内容の修正を無断で行う場合がございます。その結果、広告主が損害を受けたとしても、その賠償には一切応じません。 
5. 以下に該当する内容の広告の掲載は、お断りさせていただきます。 

(1)   法令に違反し、または違反するおそれのあるもの 
(2)   著作権や商標権等の知的財産権を侵害するもの 
(3)   広告の責任の所在や実態、内容が不明瞭なもの 
(4)   詐欺的なものやいわゆる悪質商法とみなされるもの 
(5)   広告主が事件を起こしたり、社会的に糾弾されているなどして、利用者に不利益がおよぶもの 
(6)   虚偽、誇大な表現により誤認を与えるもの 
(7)   犯罪や暴力、売春、買春、麻薬、反社会的勢力などを肯定、示唆、助長、美化し、社会的秩序をみだすもの 
(8)   青少年の健全な育成を妨げるもの 
(9)   他人の肖像や氏名、談話、著作物などを無断で使用しているもの 
(10) 商標登録されているマーク、標語、呼称等を正当な許可なく無断で使用した広告 
(11) 過度に射幸心、投機心を煽るものや、享楽的な面を強調しているもの 
(12) 誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害などにより、基本的人権を損なうもの 
(13) 人権、民族、国籍、出身地、出身地、性別、身体的特徴、病気、職業、学歴、年齢、思想信条などで不当に差別するものや侮辱的な表現  
        を使用しているもの 
(14) 偏見を起こさせるもの、当事者の心情を損なうもの 
(15) 性に関する表現が露骨でわいせつなもの、品位を損なうもの、不快感や羞恥嫌悪の情を起こさせるもの 
(16) 醜悪、残虐、猟奇的、病気や死などに関する表現が、不快感や恐怖心を起こさせるもの 
(17) 非科学的な根拠により、人心を惑わせるものや、恐怖心、不安感を起こさせるもの 
(18) 特定の政治活動とみなされるもの 
(19) 思想、信条などにおいて、中立的立場を欠くもの 
(20) 広告の内容が係争中のもの 
(21) 当社が不適切と判断したもの 

6. 広告掲載基準を満たしている場合であっても、当社の提携先が個別に定める掲載基準やガイドライン等を満たしていない場合は、掲載をお断りすることがあります。 
7. 広告掲載基準は、当社が必要と認めたときに変更することができるものとします。 

 


