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TechTargetジャパンとは 

読者には、IT製品／サービスの選定や導入に役立つ情報を提供 
ITベンダー企業には、見込み客になり得るプロファイル情報を提供 
TechTargetジャパンは、両者を結びつける会員制メディアです 

TechTargetジャパンはIT製品／サービスの導入・購買を支援する会員制の
オンラインメディアです。企業向けのIT市場をジャンル別に分類した16の
専門メディアを通して、情報を発信しています。 
 
各専門メディアでは、企業が抱えている課題を解決に導くIT製品／サービ
スを紹介する編集記事とともに、ITベンダー提供のホワイトペーパーなど、
実際に導入するために必要な情報をワンストップで提供しています。 
 
URL： http://techtarget.itmedia.co.jp/ 
サービス開始：2006年5月 
会員数：約311,174名（2016年3月末時点） 

TechTarget について 
 
TechTargetは、北米を中心に欧州やAPACなどグローバルに展開しているメディアグループです。クラウドやセキュリティ、スト
レージ、ネットワークなどテクノロジーごとに細分化された100以上のメディアを運営しており、全世界で1,000万人の会員を有
しています。ITベンダー企業に対しては、これらメディアでの広告やリードジェネレーションサービス、読者の行動を基にした営
業支援サービスなど、先進的なオンラインマーケティングサービスを提供しています。 
 
日本ではアイティメディアがライセンス提供を受け、日本版を「TechTargetジャパン」として運営しており、日本オリジナルの
コンテンツや翻訳コンテンツ、米国のオンラインマーケティングノウハウを生かしたサービスを提供しています。  
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ITインフラ

セキュリティ

業務アプリ

システム開発

IT経営

インダストリー

テーマサイト

ホワイトペーパー

Computer

Weekly

TechTargetジャパン 専門メディア概要 

ターゲティングされた16の専門メディアとホワイトペーパーなどの
会員限定サービスを通して、IT製品の選定に役立つ情報を発信 

ITインフラ 

● クラウド 
● 仮想化 
● サーバ＆ストレージ 
● スマートモバイル 
● ネットワーク 
● システム運用管理 

セキュリティ 

● セキュリティ 

業務アプリ 

● ERP 
● データ分析 
● CRM＆SFA 
● 情報系システム 

システム開発 

● システム開発 

IT経営 

● 経営とIT 
● 中堅・中小企業とIT 

インダストリー 

● 医療IT 
● 教育IT 
● SIer・リセラー 

テーマサイト 

編集部が注目するトレンドの 
テーマを採り上げ、期間限定で 
開設する特集ページ 

ホワイトペーパー 

ITベンダー企業から提供された 
技術文書や事例などのホワイト
ペーパーがダウンロードできる、
TechTarget会員限定のサービス 
 

5,000本以上のコンテンツがジャ
ンル別、業種別、企業規模別など
で分類され掲載されている 

Computer Weekly 

1966年にイギリスで創刊され、
40年以上の歴史を持つITプロ
フェッショナルに向けた媒体 
 

米国TechTarget社発行のコンテ
ンツを翻訳し、日本語版として 
提供しています 
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システム開発 

TechTargetジャパン 専門メディア／サービス紹介 

プライベートクラウド、パブリッ
ククラウド（PaaS／IaaS）を中
心に、機能比較やコスト比較、メ
リット／デメリットの整理、最新
のサービス解説など、選択基準を
指南する記事や事例を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約126,000通 

サーバ仮想化の導入効果やコスト
感、運用管理業務の負荷低減に役
立つ情報を提供。また、デスク
トップ仮想化やアプリケーション
仮想についても、導入効果や事例
を中心に解説。 
 
※メールマガジン配信数 
約140,000通 
 

サーバ製品、ストレージ製品の製
品紹介や導入事例を中心に、導入
対象の企業規模別に情報を提供。
また、その周辺領域として、デー
タセンターやバックアップアプラ
イアンスなども併せて解説。 
 
※メールマガジン配信数 
約113,000通 
 

スマートフォン／タブレットなど
のスマートデバイスをビジネス価
値向上に生かす活用事例や、ス
マートデバイスの業務利用を支援
する製品／サービスの選定に役立
つ情報を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約104,000通 
 

クラウド 仮想化 サーバ＆ストレージ スマートモバイル 

ITインフラ 

ITインフラ 

サーバ仮想化の導入効果やコスト
感、運用管理業務の負荷低減に役
立つ情報を提供。また、デスク
トップ仮想化やアプリケーション
仮想についても、導入効果や事例
を中心に解説。 
 
※メールマガジン配信数 
約139,000通 
 

企業で利用するシステム基盤やア
プリケーションの開発に関わる最
新技術やトレンド、他社事例など
を紹介。開発に役立つ製品やツー
ルの選択を支援する情報を提供。 
 
 
※メールマガジン配信数 
約95,000通 

システム担当者として知っておく
べきネットワークの基礎知識を整
理する一方、最新技術の動向も定
期的に解説。その上で、ネット
ワーク関連製品の選定、導入に必
要な情報を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約86,000通 
 

サイバー攻撃をはじめとする脅威
の動向や企業へのインパクトを解
説しつつ、企業の実害を防ぐのに
適切なセキュリティ製品／サービ
スの選定、導入に必要な情報を提
供。 
 
※メールマガジン配信数 
約125,000通 
 

システム開発 ネットワーク システム運用管理 セキュリティ 

セキュリティ 
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社内外にあふれるデータを活用す
るために役立つツールや、既存の
情報系システムの置き換えを支援
するツールの最新動向を示す情報
を提供。 
 
 
※メールマガジン配信数 
約92,000通 

データ分析 

TechTargetジャパン 専門メディア／サービス紹介 

ERPを代表とする企業のバックオ
フィス業務を効率化し、成長を支
援するソフトウェア製品を取り上
げ、その製品選択や効果的な導入、
事例などが分かる記事を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約60,000通 

ERP 

顧客管理、営業管理だけでなく、
案件管理、受発注管理など幅広い
業務をカバーするCRM＆SFA製
品。情報システム部門だけでなく、
業務部門にも役立つ情報を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約38,000通 

CRM&SFA 

UC（ユニファイドコミュニケー
ション）というキーワードを1つ
の軸としつつ、ビジネスコミュニ
ケーションにおける課題を明確化。
課題に対する解決策となる製品／
サービスを紹介。 
 
※メールマガジン配信数 
約88,000通 

情報系システム 

業務アプリ 

IT経営 

専任の担当者がいない、予算が限
られるなど中堅・中小企業に特有
のIT戦略の課題を取り上げて、
その課題を解決するための製品情
報や事例情報を提供。 
 
 
※メールマガジン配信数 
約135,000通 

タブレット、電子黒板、校務支援
システムといった教育系IT製品
／サービスの導入事例や活用ノウ
ハウなど、ITを使った教育力の
強化や教育現場の業務改善に役立
つ情報を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約99,000通 

会計、法務、人材管理など、経営
企画部門や経理財務部門、人事部
門が抱える課題を紹介。課題を解
決し、企業の競争力を高めるIT
ソリューション導入への橋渡しと
なる情報を提供。 
 
※メールマガジン配信数 
約106,000通 

電子カルテ、医用画像管理システ
ム（PACS）など、医療機関のIT
化に関する製品・サービス情報を
提供。また、医療機関のIT化事
例（ネットワーク、セキュリティ、
仮想化）なども解説。 
 
※メールマガジン配信数 
約24,000通 

教育IT 経営とIT 中堅・中小企業とIT 医療IT 

インダストリー 
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TechTargetジャパン 専門メディア／サービス紹介 

5,000本以上のコンテンツがジャンル別、業種別、
企業規模別などで分類され掲載されています。
会員は興味のあるホワイトペーパーを自由にダ
ウンロードし、IT製品／サービスの選定に役立
てることができます。 

ホワイトペーパー・ダウンロードセンター 

Computer Weeklyは、1966年にイギリスで創刊され、
40年以上の歴史を持つITプロフェッショナルに向けた媒
体です。IT戦略やセキュリティ、モバイルコンピュー
ティング、ITアウトソーシングなどの話題を登録読者に
向けて配信しています。 

Computer Weekly 日本版 

編集部が注目するトレンドのテーマを採り上げ、期間限定
で開設する特集ページです。 
 
▼テーマサイト例 
 
・データの長期保管に最適な 
   「コールドストレージ」とは？ 
 

・「セルフサービスBI」で本格化する 
   ビジネス現場のデータ分析 
 

・インフラをもっとシンプルに 
   ～今、ハイパーコンバージドが求められる理由 
 

・“漏れた年金”明日は我が身？ 
   「標的型攻撃対策」を再考する 

テーマサイト 
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TechTargetジャパンの会員について 

読者プロフィールの詳細は 
下記URLも合わせてご覧ください 

 
http://corp.itmedia.co.jp/ad/mediadata/ 

47.4％ 
ユーザー企業に勤務 
 

54％ 
経営、情報システム関連の職に従事 
 

51％ 
係長以上の役職者 

1年間で 
2.8万名増 

4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

2014 

9年が経過しても勢いは加速 
毎月約3,000名の会員が 
新規登録しています 
 

TechTargetジャパン会員に登録することで、 
限定記事の閲覧やホワイトペーパーの 
ダウンロードができるようになる会員制度。 
 

スポンサー企業の皆さまにも 
毎月フレッシュなプロファイルを 
ご提供しています。 

2015 

7

月 

8

月 

9

月 

1

月 

2

月 

3

月 

4

月 
5

月 

6

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

2016 

http://corp.itmedia.co.jp/ad/mediadata/
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TechTargetジャパン 会員プロフィール サマリー 

業種 職種 

役職 従業員数 

ユーザー 
企業 

47.4% 
IT 

関連企業 
47.5% 

その他 
5.1% 

47.4％の読者が 

ユーザー企業に勤務 

経営 
経営企画 

8.8% 

情報 
システム 

関連 

45.3% 
モノづくり 

関連 
12.6% 

管理部門 
8.4% 

 

営業/販売 
11.5% 

その他 
13.5% 

54％の読者が 

経営、情報システム部門に 
従事する製品選定のキーマン 

経営 
役員 

9.6% 事業部長 
部長 

9.5% 

課長 

14.8% 

係長・主任 

18.0% 

一般社員 
34.2% 

その他 
13.9% 

51.9％の読者が 

役職者 

100名未満 

30.1% 

100～999名 

27.9% 

1000名 
以上 

36.1% 

その他 
5.9% 

※2016年3月の会員データより 
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TechTargetジャパン サービス概要 

TechTargetジャパンをご利用の主な企業様（社名50音順、敬称略） IT製品／サービス導入に関わる会員を 
ターゲットに、ROIが明確な 
プロモーションメニューを提供します 
 
TechTargetジャパンがご提供するメニューは、「プロファイル獲得」
「プロファイルの選別／育成」「認知拡大」の3つの目的に大きく分類
されます。貴社のゴールをお伺いした上で、様々なメニューから最適な
商品を選択し、キャンペーンを設計いたします。 

貴社コンテンツをTechTargetジャパンに掲載し、 
それを閲覧した見込み客のプロファイルを獲得する 
件数保証型のリードジェネレーションサービス 
 

【主な商品】 
・LeadGen. Basic  ・LeadGen. Segment 

リード 
ジェネレーション 

サービス 

会員の登録属性や行動履歴に基づくメール配信や、 
バナー広告など、貴社の認知拡大を支援するサービス 
 

【主な商品】 
・AIターゲティングメール 
・ディスプレイ広告／スマートフォン広告 

アウェアネス拡大 
サービス 

プロファイルの獲得だけではなく、行動履歴に基づく 
スコアリング機能や、プロファイルの育成支援サービス
で、獲得後の活用まで支援するサービス 
 

【主な商品】 
・ナーチャリングサービス 

リード 
クオリファイ 

＆ 
ナーチャリング 

TechTargetジャパンの商品詳細は下記URLをご覧ください 
 

http://corp.itmedia.co.jp/ad/mediadata/ 

• 株式会社CSK Winテクノロジ 

• EMCジャパン株式会社 

• F5ネットワークスジャパン株式会社 

• GEヘルスケア・ジャパン株式会社 

• SAPジャパン株式会社 

• SAS Institute Japan株式会社 

• SCSK株式会社 

• SDL・Tridion株式会社 

• Tableau Japan株式会社 

• 株式会社USEN 

• アクロニス・ジャパン株式会社 

• アドビシステムズ株式会社 

• 株式会社イーネットソリューションズ 

• イクシアコミュニケーションズ株式会社 

• インターシステムズジャパン株式会社 

• 株式会社インターネットイニシアティブ 

• インフォテリア株式会社 

• ヴイエムウェア株式会社 

• ウイングアーク株式会社 

• ウェブルート株式会社 

• エプソンダイレクト株式会社 

• 株式会社オウケイウェイヴ 

• 株式会社オーシャンブリッジ 

• オートノミー株式会社 

• 株式会社クラウド テクノロジーズ 

• 株式会社クレオマーケティング 

• コニカミノルタ株式会社 

• サードウェーブテクノロジーズ株式会社 

• サイオステクノロジー株式会社 

• サイバネットシステム株式会社 

• さくらインターネット株式会社 

• シスコシステムズ合同会社 

• シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 

• 株式会社シマンテック 

• シュナイダーエレクトリック株式会社 

• ジュニパーネットワークス株式会社 

• スーパーストリーム株式会社 

• 株式会社セールスフォース・ドットコム 

• 株式会社セゾン情報システムズ 

• ゾーホージャパン株式会社 

• ソニービジネスソリューション株式会社 

• ソフトバンクテレコム株式会社 

• ソフトブレーン株式会社 

• 株式会社ソリトンシステムズ 

• チェックポイント・ソフトウェア・テクノロ
ジーズ株式会社 

• デル株式会社 

• デル・ソフトウェア株式会社 

• トリップワイヤ・ジャパン株式会社 

• トレンドマイクロ株式会社 

• ネットアップ株式会社 

• 株式会社ネットワールド 

• ノックス株式会社 

• バラクーダネットワークスジャパン株式会社 

• パロアルトネットワークス合同会社 

• ブラザー販売株式会社 

• プレミアコンファレンシング株式会社 

• ブロケード コミュニケーションズ システムズ
株式会社 

• マカフィー株式会社 

• マクニカソリューションズ株式会社 

• マクニカネットワークス株式会社 

• 株式会社ミロク情報サービス 

• モバイルアイアン・ジャパン 

• リスモン・ビジネス・ポータル株式会社 

• リバーベッドテクノロジー株式会社 

• レッドハット株式会社 

• レノボ・ジャパン株式会社 

• 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

• 図研ネットウエイブ株式会社 

• 東芝ソリューション株式会社 

• 日本CA株式会社 

• 日本アイ・ビー・エム株式会社 

• 日本アバイア株式会社 

• 日本オラクル株式会社 

• 日本ストラタステクノロジー株式会社 

• 日本セーフネット株式会社 

• 日本テラデータ株式会社 

• 日本ヒューレット・パッカード株式会社 

• 日本ベリサイン株式会社 

• 日本マイクロソフト株式会社 

• 日本電気株式会社 

• 株式会社日立ソリューションズ 

• 株式会社日立製作所 

• 富士ソフト株式会社 

• 富士通株式会社 

• 株式会社富士通マーケティング 

• 株式会社野村総合研究所 

http://corp.itmedia.co.jp/ad/mediadata/
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TechTargetジャパンのサービスの特徴 

会員数約30万人 
現在も毎月3,000名が新規登録中 
 
 
 
 
 
会員数は約30万人、毎月約3,000名が現在も
新規会員になっています。いま情報収集をし
ているアクティブな会員が集まる場所です。 

豊富なノウハウを持つ担当者が 
貴社キャンペーンをサポート 

 
 
 
 
 
コンサルティングやキャンペーンマネジメン
トを専門に行うチームが貴社キャンペーンの
計画から実施までサポートいたします。 

会員情報のクレンジングを強化 
正確な情報の提供に注力 

 
 
 
 
 
不正データ対策や企業名正規化、不通電話番
号対策などのクレンジング施策を通して、正
確なプロファイルの提供に取り組んでいます。 

安心の件数保証で 
リードジェネレーションを実現 

 
 
 
 
 
プロファイル獲得型サービスは、件数保証型
の商品を中心にご提供しておりますので、初
めての方でも安心してご利用いただけます。 

約800社の利用実績 
多種多様なニーズに柔軟に対応 

 
 
 
 
 
サービス開始から現在まで、約800社の企業
様にご利用いただいており、各社のニーズに
合わせたプログラムをご提案しています。 

リアルタイム×クオリファイ 
迅速で効率的なフォローを支援 

 
 
 
 
 
獲得したリストは貴社専用ページから必要な
時にいつでも取得できます。さらにリストの
選別に効果的なメニューもご提供していま
す。 

IT製品／サービスベンダー企業のマーケティングを支援する 
オンライン・リードジェネレーションサービスを提供しています 
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新規登録会員に対して、登録情報に不正がないか事務局が目視確
認を実施しています。 

会員の勤務先情報を企業マスタ（外部サービス）と照合し、正規
化を実施しています。 

ブラックリストに該当するプロファイルについては、納品対象か
ら除外しています。 

会員登録後、180日間登録情報に更新がない会員に対して、
TechTargetジャパンサイト上にアラートを表示し、内容の確認と更
新を促しています。 

登録されている電話番号に対して、現在使われている電話番号か
どうかを確認するコールチェックを行っています。 

会員情報の更新を促すキャンペーンを実施しています。 

プロファイル品質向上への取り組み 

最も高品質なプロファイルのご提供を目指して、 
年間を通して様々な ｢プロファイル品質改善活動｣ を実施しています 

例：｢ITmedia｣ ｢アイティメディア｣ → ｢アイティメディア（株）｣ 

例：社名／氏名／電話番号が「あああ」「個人」「00-0000-0000」 

事務局による不正会員チェック 

企業名名寄せによるデータクレンジング 

ノイズデータの自動クレンジング機能 

2015年度：3年以上名刺情報の更新がない会員10万人に実施 

登録情報更新アラート機能 

自動架電による“非実在電話番号”の洗い出し 

プロファイル更新キャンペーン 
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プロファイル獲得／提供の仕組み 

すぐに営業活動に繋げられるよう、獲得したプロファイルは 
管理ページ「ReportCenter」を通して、いつでも取得できます 

TechTargetジャパン会員 TechTargetジャパン ITベンダー企業 

TechTarget 
読者 

キャンペーン 
マネジメント 

チーム 

マーケティング 
担当者 

会員登録（無料） 

ITベンダー提供の 
資料をダウンロード 

1 

2 

資料をダウンロードする代わりに、 
登録済みの会員情報を掲載企業に提供 

3 

獲得したプロファイルに、資料送付、メール送付、電話等のフォローアップ 5 

獲得プロファイルを 
ダウンロード 

4 

取得できるプロファイル情報 
 

・会社  ・業種    ・意思決定権 
・部署名 ・役職    ・勤務地 
・名前  ・従業員規模 ・BANT条件 
・職種  ・年商規模  ・連絡先 など 

専用の管理ページから 
いつでもダウンロード 

製品選定に役立つ専門性の高いコンテンツを提供 
掲載から案件管理まで専門チームが対応 

TechTargetジャパン 

ReportCenter 
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キャンペーンを成功に導くサポート体制 

キャンペーンのコンサルティングやマネジメントを専門に行う 
チームが貴社キャンペーンの計画から実施までサポートいたします 

読者の関心を熟知したチームが 
コンテンツ紹介文を制作 

 
貴社ホワイトペーパーの掲載時タイトルや紹介文を
TechTargetジャパン読者の関心をよく把握したキャ
ンペーンマネジメントチームが制作いたします 

保証件数達成に向け 
日々キャンペーンマネジメントを実施 

 
誘導や掲載内容のチューニングを含めて、ご提供プ
ロファイルの保証件数に確実に到達するように、
キャンペーンの管理を行います 
※ 件数保証型商品のみ 

キャンペーン中の疑問は 
サポートチームが対応 

 
キャンペーン中、いつでもプロファイルを取得でき
る「Report Center」の利用方法をはじめ、キャン
ペーン中に不明なことがあれば、メールや電話でサ
ポートいたします 

蓄積したノウハウを生かし 
コンサルティング 

 
ナーチャリングのキャンペーンでは、TechTarget
ジャパンでこれまでに蓄積してきたノウハウを生か
し、リード研究所が貴社キャンペーンのプランニン
グをサポートいたします 
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お問い合せ 

アイティメディア株式会社 
ITインダストリー事業部 営業統括部 

 
TEL：03-6824-9374 

Mail：sales@ml.itmedia.co.jp 
 
 

会員プロフィールや特集予定、お問い合せはこちら 
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/info/guide/ 

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/info/guide/
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TechTarget ジャパン 
商品一覧（2016年4月版） 
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TechTarget ジャパンとは 

IT製品／サービスの導入・購買を支援する会員制オンラインメディア 

IT導入／購入の意思決定者 
 
IT戦略の組立や製品選定、コスト
効果の高い意思決定をするために
必要な戦略策定のための情報、技
術情報を入手 

IT製品／サービスのベンダー企業 
 
ソリューション情報を見込み客に
届け、関心のあるIT導入／購入の
意思決定者のリストをオンライン
を通じて獲得 

ITインフラ

セキュリティ

業務アプリ

システム開発

IT経営

インダストリー

テーマサイト

ホワイトペーパー

Computer

Weekly

ITインフラ 

● クラウド 
● 仮想化 
● サーバ＆ストレージ 
● スマートモバイル 
● ネットワーク 
● システム運用管理 

セキュリティ 

● セキュリティ 

業務アプリ 

● ERP 
● データ分析 
● CRM＆SFA 
● 情報系システム 

システム開発 

● システム開発 

IT経営 

● 経営とIT 
● 中堅・中小企業とIT 

インダストリー 

● 医療IT 
● 教育IT 
● SIer・リセラー 

テーマサイト 

編集部が注目するトレンド
のテーマを採り上げ、期間
限定で開設する特集ページ 

ホワイトペーパー 

ITベンダー企業から提供さ
れた4,500本以上の技術文
書や事例などのホワイト
ペーパーがダウンロードで
きる、TechTarget会員限定
のサービス 

ComputerWeekly 日本語版 

1966年にイギリスで創刊さ
れ、40年以上の歴史を持つ
ITプロフェッショナルに向
けた媒体の日本語版 

16の専門メディアで読者をターゲティングし、適切な情報提供とプロファイル生成を実現 
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TechTarget ジャパンのサービスの特徴 

会員数約30万人 
現在も毎月3,000名が新規登録中 
 
 
 
 
 
会員数は約30万人、毎月約3,000名が現在も
新規会員になっています。いま情報収集をし
ているアクティブな会員が集まる場所です。 

豊富なノウハウを持つ担当者が 
貴社キャンペーンをサポート 

 
 
 
 
 
コンサルティングやキャンペーンマネジメン
トを専門に行うチームが貴社キャンペーンの
計画から実施までサポートいたします。 

会員情報のクレンジングを強化 
正確な情報の提供に注力 

 
 
 
 
 
不正データ対策や企業名正規化、不通電話番
号対策などのクレンジング施策を通して、正
確なプロファイルの提供に取り組んでいます。 

安心の件数保証で 
リードジェネレーションを実現 

 
 
 
 
 
プロファイル獲得型サービスは、件数保証型
の商品を中心にご提供しておりますので、初
めての方でも安心してご利用いただけます。 

約900社の利用実績 
多種多様なニーズに柔軟に対応 

 
 
 
 
 
サービス開始から現在まで、約900社の企業
様にご利用いただいており、各社のニーズに
合わせたプログラムをご提案しています。 

リアルタイム×クオリファイ 
迅速で効率的なフォローを支援 

 
 
 
 
 
獲得したリストは貴社専用ページから必要な
時にいつでも取得できます。さらにリストの
選別に効果的なメニューもご提供しています。 

IT製品／サービスベンダー企業のマーケティングを支援する 
オンライン・リードジェネレーションサービスを提供しています 
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TechTarget ジャパンが提供しているサービス 

見込み客プロファイルを獲得する 見込み客プロファイルを選別、 
育成する 

企業の購買動向を知る 

セミナーを企画、集客する 製品を知ってもらう 市場を調査する 

TechTaregetジャパンに貴社のコンテンツ
を掲載し、閲覧者のプロファイルを件数保
証で提供します。 

獲得したプロファイルにスコアリングや電
話での選別をし優先順位をつけます。また、
継続して情報提供することでプロファイル
の育成もおこないます。 

TechTargetジャパンにおける読者の行動
履歴を企業単位で集計し、企業ごとの購買
動向を可視化するサービスです。 

TechTargetのターゲティングメールを利
用してセミナーの集客を支援します。 
自社製品について深く知ってもらうための
オンラインセミナー実施もサポートしてい
ます。 

全文公開型のタイアップ記事制作、貴社ホ
ワイトペーパーやタイアップ記事などさま
ざまなコンテンツの特設まとめサイト、読
者の行動履歴をもとにしたメール商品など
さまざまなサービスをご提供しています。  

さまざまなマーケティング課題に対応した
オリジナルの調査を実施し、通常の市場調
査ではサンプリング困難なターゲット層の
『生の声』をお届けします。 
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INDEX 

• 見込み客プロファイルを獲得する 
 

– LeadGen. Basic  … P.7 

– LeadGen. Segment  … P.8 

– LeadGen. Quick  … P.9 

– オプション   … P.14 

• コンテンツ制作 

• アンケートカスタマイズ 

• 抜き刷り 

 

 

• 見込み客プロファイルを選別、育成する 
 

– スコアリングサービス  … P.19 

– ナーチャリングサービス  … P.20 

– LeadGen.Qualify  … P.21 

– テレマーケティング   … P.22 

• テレマーケティング 

• 営業連絡了承数 

• アポイント保証 

 

• 企業の購買動向を知る 
 

–  企業トレンドレポート  … P.26 

• セミナーを企画、集客する 
 

– セミナーサービス  … P.28 

– ライブオンラインセミナー … P.30 

 

• 製品を知ってもらう 
 

– TechTargetジャパン Special … P.32 

– マイクロサイト  … P.33 

– AIターゲティングメール  … P.35 

– CIDメール   … P.39 

– メールマガジン広告  … P.40 

– ディスプレイ広告  … P.41 

– スマートフォン広告  … P.42 

 

• 市場を調査する 

– カスタムリサーチ   … P.44 

– LeadGen.Survey  … P.45 

 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 
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見込み客プロファイルを獲得する 

● LeadGen. Basic 
● LeadGen. Segment 
● LeadGen. Quick 
● オプション 
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キャンペーンのご提案 実施条件の合意 コンテンツ準備 キャンペーン開始 キャンペーン終了 

キャンペーンの組み立てに必要な
下記項目を確認させていただき、
貴社に最適なご提案をさせていた
だきます。 
 
・キャンペーン商材 
・獲得目標プロファイル数 
・ターゲットの属性 
・掲載予定コンテンツ 
・ご予算 など 

キャンペーンの流れ 

TechTargetジャパンに貴社のコンテンツを掲載し、閲覧者のプロファイルを件数保証で獲得するサービスです。 
キャンペーンの目的に合わせて、2つのサービスをご提供しています。 

件数保証タイプ 
 

LeadGen. Basic 
 

リードジェン・ベーシック 

件数×属性保証タイプ 
 

LeadGen. Segment 
 

リードジェン・セグメント 

キャンペーンの開始前に、下記の
保証項目をご確認、合意いただき
ます。 
 
LeadGen. Basic 
・獲得件数 
 

LeadGen. Segment 
・獲得件数 
・プロファイル属性 
 
なお、開始後の条件変更はできま
せんのでご了承ください。 

10～20営業日 2カ月前後 

プロファイルを獲得するための 
コンテンツを準備します。 
掲載時のタイトルや概要文は弊社
にて制作させていただきます。 
 
開始までの準備期間 
 
ホワイトペーパー ：10営業日 
タイアップ ：20営業日 
ウェブキャスト ：20営業日 
E-Book ：20営業日 

コンテンツの準備が整い次第、
キャンペーンを開始します。 
 
獲得したプロファイルは、出稿主
様用サイト｢ReportCenter｣から
いつでもダウンロードできます。 
 
なお、キャンペーンの進捗状況に
応じて、追加コンテンツの掲載等
をご相談させていただく場合がご
ざいます。 

獲得プロファイル数が保証件数に
達した時点でキャンペーンは終了
となります。 
 
なお、キャンペーン期間は約2カ
月間を想定していますが、前後す
る場合がございます。 
 
キャンペーン終了後も、コンテン
ツ自体は掲載され続けます。 

LeadGen. Basic / LeadGen. Segment 



Copyright © 2016 ITmedia Inc. 22 

LeadGen. Basic 

カテゴリ プロファイル単価 対象ジャンル 

A 3,000円 

クラウド 
仮想化 
スマートモバイル 
クライアント管理 

B 4,000円 

サーバ 
ストレージ 
データセンター 
バックアップ／リカバリ 
経営とIT 
セキュリティ 
システム開発 
音声／ビデオコミュニケーション 
情報共有／コミュニケーションツール 
ネットワーク 
データ分析 
CRM＆SFA 

C 5,000円 

システム運用管理 
基幹系システム 
マーケティング 
医療IT 
教育IT 

貴社コンテンツ閲覧者のプロファイルを『件数保証』で獲得 
ターゲットを問わず、獲得件数を重視するプロモーションに最適なメニューです 

・基本料金  ：10万円 
 
 

※ 保証件数達成までのキャンペーン期間は約2カ月を目安とさせていただいていますが、 
  進捗状況により前後する場合がございます。また、キャンペーン期間中に追加コンテンツ 
  のご提供などをご相談させていただく場合がございます。 

14～17ページをご覧ください。 

プロファイル料金は、右表のプロファイル単価に件数を掛けた料金と
なります。 
 
1. キャンペーン商材のカテゴリを確認 
2. プロファイル単価と保証件数を掛ける 

カテゴリ 

A 

プロファイル単価 

￥3,000 

保証件数 

200件 

プロファイル料金 

￥600,000 

※ 対象ジャンルの詳細は、10ページの「カテゴリ－製品ジャンル対応表」をご覧ください。 

基本料金 

プロファイル料金 

オプション 

プロファイル単価 
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LeadGen. Segment 

貴社コンテンツ閲覧者のプロファイルを『件数×属性保証』で獲得 
キャンペーンのターゲットが明確な、属性重視のプロモーションに最適なメニューです 

・基本料金  ：10万円 
 
 

※ 保証件数達成までのキャンペーン期間は約2カ月を目安とさせていただいていますが、 
  進捗状況により前後する場合がございます。また、キャンペーン期間中に追加コンテンツ 
  のご提供などをご相談させていただく場合がございます。 

プロファイル料金は、右表のプロファイル単価に件数を掛けた料金と
なります。 
 
1. キャンペーン商材のカテゴリを確認 
2. 属性を指定し、ターゲットの含有率を照会 
3. プロファイル単価と保証件数を掛ける 

プロファイル単価 

￥6,000 

保証件数 

100件 

プロファイル料金 

￥600,000 

基本料金 

プロファイル料金 

オプション 

プロファイル単価 

カテゴリ 含有率 

A 50％ 

ターゲット属性の 
含有率 

カテゴリA カテゴリB カテゴリC 

99～80％ ￥3,500 ￥5,000 ￥6,000 

79～70％ ￥4,000 ￥6,000 ￥7,000 

69～60％ ￥5,000 ￥7,000 ￥8,500 

59～50％ ￥6,000 ￥8,000 ￥10,000 

49～40％ ￥7,500 ￥10,000 ￥12,500 

39～30％ ￥10,000 ￥13,000 ￥16,000 

29～20％ ￥15,000 ￥20,000 ￥25,000 

20％未満 
お問い合せ 
ください 

お問い合せ 
ください 

お問い合せ 
ください 

※ 属性は｢業種｣｢職種｣｢役職｣｢従業員数｣｢年商規模｣｢勤務地｣ の6項目から選択できます。 
  詳細は10ページをご覧ください。 
※ カテゴリA、B、Cに該当するジャンルは、LeadGen. Basicと共通です。 
  対象ジャンルの詳細は、11ページの「カテゴリ－製品ジャンル対応表」をご覧ください。 

14～17ページをご覧ください。 
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LeadGen. Quick 

LeadGen.Basic／Segmentの『件数保証』を1ヶ月で実施するメニューです。 
自社イベントへの集客、営業目標の達成に向けてテレマリストが欲しいなど、 
プロファイルを急ぎ生成したい場合にご利用ください。 

・基本料金  ：10万円 
 

※ 開始時点でコンテンツが揃っていることが前提となります 
※ 頂いたコンテンツの内容を拝見し弊社にて実施判断をさせていただきます 
※ 保証件数達成までのキャンペーン期間は約1カ月を目安とさせていただいていますが、 
  進捗状況により前後する場合がございます。また、キャンペーン期間中に追加コンテンツ 
  のご提供などをご相談させていただく場合がございます。 

14～17ページをご覧ください。 

プロファイル料金は、右表のプロファイル単価に件数を掛けた料金と
なります。 
 
1. キャンペーン商材のカテゴリを確認 
2. プロファイル単価と保証件数を掛ける 

カテゴリ 

B 

プロファイル単価 

￥6,000 

保証件数 

100件 

プロファイル料金 

￥600,000 

※ 属性詳細は10ページをご覧ください。 
※ カテゴリA、B、Cに該当するジャンルは、11ページをご覧ください 

ターゲット属性の 
含有率 

カテゴリA カテゴリB カテゴリC 

Basic ¥4,500 ¥6,000 ¥7,500 

Segment 

99～80％ ¥5,250 ¥7,500 ¥9,000 

79～70％ ¥6,000 ¥9,000 ¥10,500 

69～60％ ¥7,500 ¥10,500 ¥12,750 

59～50％ ¥9,000 ¥12,000 ¥15,000 

49～40％ ¥11,250 ¥15,000 ¥18,750 

39～30％ ¥15,000 ¥19,500 ¥24,000 

29～20％ ¥22,500 ¥30,000 ¥37,500 

20％未満 
お問い合せ 
ください 

お問い合せ 
ください 

お問い合せ 
ください 

基本料金 

プロファイル料金 

オプション 

プロファイル単価 
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LeadGen. Segment 属性指定項目一覧 

LeadGen. Segment では、 ｢業種｣ ｢職種｣ ｢役職｣ ｢従業員数｣ ｢年商規模｣ ｢勤務地｣ の下記6項目から、獲得する
プロファイル属性を指定することができます。プロファイル単価は、指定属性に該当するTechTargetジャパン会員
が、全体の内どれくらいの割合を占めているかという『含有率』によって決まります。 

業種 職種 従業員数 年商規模 勤務地

情報サービス業（SI） 社内情報システム関連職 1～9名 5000万円未満 北海道・東北

情報サービス業（SI以外） その他情報システム関連職 10～49名 5000万円～1億円未満 東京

通信サービス業 モノづくり関連職 50～99名 1億円～10億円未満 関東（東京以外）

製造業（IT関連） 経営・経営企画職 100～299名 10億円～50億円未満 中部・北陸

卸売業・小売業（IT関連） 環境対策・環境推進職 300～499名 50億円～100億円未満 近畿

農林水産業・鉱業 総務・人事・教育職 500～999名 100億円～500億円未満 中国・四国

建設業 財務・会計・経理職 1,000～1,999名 500億円～1000億円未満 九州・沖縄

製造業（IT関連以外） 資材・購買職 2,000～4,999名 1000億円～1兆円未満 

商社・卸売業・小売業（IT関連以外） 広報・宣伝・マーケティング職 5,000～9,999名 1兆円以上 

電気・ガス・熱供給・水道業 デザイン・クリエイティブ職 10,000名以上 

運輸業・郵便業 営業・販売・サービス職

金融業・保険業 その他専門職

不動産業・物品賃貸業 その他一般職

サービス業

新聞・出版・放送・メディア・広告業  役職

教育・学習支援業 経営者・役員クラス 

医療・福祉 事業部長／工場長クラス 

政府／官公庁／団体 部長クラス 

その他の業種 課長クラス 

係長・主任クラス 

一般社員・職員クラス 

よくある属性指定条件 
 

業  種：ユーザー企業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40～49％ 
職  種：情報システム関連職＋経営・経営企画職‥‥‥‥‥ 60～69％ 
従業員数：大企業（1,000名以上）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30～39％ 
従業員数：中堅中小企業（1,000名未満）‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50～59％ 

 
留意事項 
 

※ 属性は会員が登録時に選択した項目に基いて判断しております。 
※ 選択いただく項目によっては、お受けできない可能性もございます。 
※ 記載内容以外の条件指定をご希望の際は、お問い合せください。 
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LeadGen. Basic / Segment / Quick カテゴリ－製品ジャンル対応表 

※ 製品ジャンルとカテゴリの紐付けは、年1回見直しをさせていただく予定です。 

製品ジャンル 製品ジャンル 製品ジャンル 製品ジャンル

クラウドコンピューティング 認証サーバ ユニファイドコミュニケーション OS

SaaS・ASP ログ管理 VoIPゲートウェイ 統合運用管理

IaaS・PaaS・BaaS ファイアウォール IP電話／IP-PBX ディレクトリサービス

サーバ仮想化 UTM テレビ／ビデオ会議 IT資産管理

デスクトップ仮想化 IDS／IPS Web会議 パフォーマンス管理

アプリケーション仮想化 DoS攻撃対策 CTI／ヘルプデスク アイデンティティー管理

仮想環境管理 脆弱性対策 電子メール ERP

PC仮想化 データベースセキュリティ インスタントメッセージング 人事・給与

ストレージ仮想化 ワンタイムパスワード EC関連アプリケーション 財務・会計

モバイルデバイス管理（MDM） シングルサインオン グループウェア 販売管理

モバイルセキュリティ 電子署名／透かし／PKI ナレッジマネジメント 在庫管理

リモートアクセス 生体認証 ワークフロー SCM

スマートフォン／タブレット 認証デバイス EIP EDI／流通BMS

PDA／モバイル端末／携帯電話 検疫ネットワーク エンタープライズサーチ C マーケティング マーケティング関連ツール

クライアント端末管理 情報漏えい対策 コンテンツ／ドキュメント管理 電子カルテ

デスクトップPC 暗号化 CMS レセプトコンピュータ

ノートPC 物理セキュリティ 企業ソーシャル オーダリングシステム

シンクライアント ウイルス／ワーム対策 M2M／IoT／RFID（ICタグ） 医用画像ファイリングシステム

POS端末 スパイウェア対策 ネットワーク管理 医療クラウド

IAサーバ・PCサーバ フィッシング対策 帯域管理 地域医療連携システム

UNIXサーバ アクセス管理 ルータ 診療予約システム

オフコン・メインフレーム 証跡管理 スイッチ 病院経営システム

テープ装置 スパム対策 帯域制御装置 介護／福祉関連システム

ディスクストレージ 標的型攻撃 負荷分散装置 校務処理ソフトウェア／サービス

SSD・半導体ストレージ クラウドセキュリティ WAN／Web高速化 学習・教育支援ソフトウェア／サービス

SAN セキュリティ規格・ポリシー VPN ICT学習支援ソフトウェア／サービス

NAS プロジェクト管理ツール 広域イーサネット 授業支援ハードウェア

光ディスク装置 開発支援サービス 無線LAN／WAN 学校インフラ構築支援製品

クラウドストレージ 分析／設計ツール SDN・ネットワーク仮想化

電源／空調／ラック 開発ツール BI／BA／OLAP

ホスティングサービス テスト／デバッグ／チューニングツール データウェアハウス

データセンター 画面設計／帳票設計ツール データマイニング／統計解析

HPC／グリッドコンピューティング リッチクライアント Webアクセス解析

バックアップ装置 Webサーバ・アプリケーションサーバ ビッグデータ

バックアップソフト Webサービス／SOA／ESB CRM

仮想化バックアップ DBMS SFA

ディザスタリカバリ ライブラリ／コンポーネント

BPM／BAM データベースアクセス

リスク管理 EAI／ETL

IT経営／IT戦略系ソリューション モバイル開発

アウトソーシング DevOps

C

C

C

C

カテゴリ カテゴリ カテゴリ カテゴリ

B

B

B

B

B

B

B

ネットワーク

教育IT

医療IT

基幹系システム

システム運用管理

A

A

A

A

B

セキュリティ

システム開発

データ分析

CRM&SFA

情報共有／

コミュニケーションツール

音声／ビデオ

コミュニケーション

クラウド

経営とIT

バックアップ／リカバリ

データセンター

ストレージ

サーバ

クライアント管理

スマートモバイル

仮想化

B

B

B

B
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LeadGen. Basic / LeadGen. Segment よくあるご質問 

• 自社の読者や企業に勤めていない方、不正な情報で登録されているプロファイルも課金対象になりますか？ 
– 出稿企業様（共同出稿企業含む）に在籍される方はご提供プロファイルから排除しています。 

– 業種、職種、役職で下記の属性に当てはまる方はご提供プロファイルから排除しています。 

 ＜業種＞ 主婦・主夫、学生、無職 ＜職種＞ 主婦・主夫、学生、無職 ＜役職＞ パート・アルバイト 、無職 

– 不正な情報で登録されている会員に対しては、システムやTechTargetジャパン事務局より登録情報変更の依頼を行っており、修正がない場合は退会処理を行っ
ています。しかし、タイミングにより完全に排除はできませんので、保証件数に一定の数量を追加してご提供しております。 

 

• 複数のコンテンツを掲載した場合、プロファイルのカウント方法はどうなりますか？ 
– 案件単位のユニーク数で保証件数をご提供いたします。 

 

• LeadGen. Segmentで記載項目以外の条件でフィルターを掛けられますか？また、開始後に変更はできますか？ 
– 可能な条件もございますので、担当営業までご相談ください。（一部、リアルタイムでご提供できない場合がございます） 

– キャンペーン開始後の指定属性の変更はできません。あらかじめご了承ください。 

 

• キャンペーンの開始までにはどれくらい時間がかかりますか？ 
– 掲載コンテンツとヒアリングシートのご提出後、11営業日で開始いたします。（タイアップなどの制作が必要な場合は20営業日） 

– 開始日は任意の日付をご指定いただくことができます。（弊社営業日のみ） 

 

• コンテンツが掲載される対象のメールマガジンや配信日を指定することはできますか？ 
– 誘導方法につきましては、弊社に一任いただけますようお願いいたします。 

 

• ひとつの案件で、コンテンツは何本掲載することができますか？ 
– 保証件数達成に必要なコンテンツ本数は、弊社からご提案させていただきます。ご提案本数以上の掲載は、お受けできない場合もございますので、あらかじめご

了承ください。 

 

• コンテンツの差替えはできますか？ 
– 掲載中または、コピーライティング制作後のコンテンツ差替えは、別途50,000円申し受けます。 

 

• どのようなコンテンツでも掲載できますか？ 
– チラシ、カタログなどの掲載はお受けできかねる場合がございます。詳しくは担当営業までご相談ください。 

 

• キャンペーン期間内に保証件数に達しなかった場合はどうなりますか？ 
– キャンペーン開始後は、事前に合意した期間内に保証件数に達するように、TechTargetジャパンのキャンペーンマネジメントチームが進捗を確認しております。

万が一、キャンペーン期間中の達成が困難な場合は事前にご相談させていただいた上で、「期間延長」「次回キャンペーンに未達成分を繰り越し」のいずれかを
お選びいただきます。 
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参考：個人情報提供の許諾について 

• TechTargetジャパンでは、コンテンツをダウンロード／閲覧する際に、下記文言で個人情報提供の許諾を取得しております。 

 

 

 

 

 

 

 

• 上記の「個人情報の取り扱いに関して」の表記につきましては、出稿主様の企業ポリシーに沿った文言に変更することができ
ます（無料）ので、ご要望がございましたらご相談ください。 

 

 

• キャンペーン期間終了後は、下記の文言に変更されます。 

 

 

 

 

 

 

• アイティメディア株式会社のプライバシーポリシー、およびTechTargetジャパンの利用規約は下記URLをご参照ください。 

– アイティメディア株式会社 プライバシーポリシー http://corp.itmedia.co.jp/corp/privacy.html 

– TechTargetジャパン 利用規約   http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/info/rule.html 

閲覧に際して、以下の事項に同意されたものと見なします。 
 
・個人情報およびサービスの利用状況に関する情報は、情報提供元である「●●（出稿主様企業名）」に収集される 
・「●●（出稿主様企業名）」からの電子メール、電話、送付物による情報提供サービスを受け取る 
 
個人情報は「●●（出稿主様企業名）」の プライバシーポリシー 下で適切に取り扱われます。 

閲覧に際して、以下の事項に同意されたものと見なします。 
 
・個人情報およびサービスの利用状況に関する情報は、TechTargetジャパンの利用規約とアイティメディアの 
 プライバシーポリシーに基づき、アイティメディア株式会社が適切に管理いたします 

http://corp.itmedia.co.jp/corp/privacy.html
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/info/rule.html
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制作料金 

オプション：コンテンツ制作① 

LeadGen. Basic、LeadGen. Segmentで掲載するコンテンツが無い、編集コンテンツを使いたいという場合に 
ご活用ください。 

新規にコンテンツを作りたい場合は… 
 

ホワイトペーパー 

１コンテンツ：30万円 
 
■仕様 
・ホワイトペーパー記事制作（PDF）、掲載 
 ※約2,000文字、図版2点、２ページ作成 
 
■備考 
・お申込み後、ヒアリングシートをご提出頂きます。 
・ホワイトペーパーは、指定フォーマットでの制作となります。 
・本企画にて制作したホワイトペーパーは、改変がなければ 
 無償で二次利用していただくことが可能です。 
・キャンペーン期間終了後もコンテンツは掲載され続けます。 
 掲載停止をご希望の際は、その旨ご連絡ください。 
・ホワイトペーパーのPV、UBのレポートはございません。 
・制作期間は、取材日から約20営業日となります。 
・本サービスは編集プロダクションへ業務委託いたします。 

編集部と新規でコンテンツを作りたい場合は… 
 

タイアップ 

１コンテンツ：50万円 
 
■仕様 
・タイアップ記事制作（1HTML）、掲載 
 ※約3,000文字、図版2点程度、取材あり 
 
■備考 
・キャンペーン期間終了後もコンテンツは掲載され続けます。 
 掲載停止をご希望の際は、その旨ご連絡ください。 
・タイアップ記事のPV、UBのレポートはございません。 
・制作期間は、取材日から約20営業日となります。 
・本企画にて制作したタイアップ記事は、改変がなければ 
 無償で二次利用していただくことが可能です。 
・抜き刷りやPDF化は別途有償で承ります。営業担当まで 
 お問い合わせください。 

■貴社データ

貴社名

掲載製品／サービス名

参考URL

その他参考資料 □ データ送付 □ 資料郵送 □ なし

■記事内容に関して

記事タイプ ○ 製品レビュー ○ 導入事例 ○ エキスパートに聞け

○

※製品ジャンルシートよりご選択ください

□ クラウド □ 仮想化 □ サーバ＆ストレージ

□ スマートモバイル □ ネットワーク □ システム運用管理

□ 経営とIT □ 中堅・中小企業とIT □ セキュリティ

□ ERP □ データ分析 □ CRM＆SFA

□ 情報系システム □ システム開発 □ 医療IT

□ 教育IT

○ 全業種向け

□ 製造業 □ 流通業 □ 情報通信業

□ 農林水産業 □ 建設・不動産業 □ 金融・保険業

□ 飲食・宿泊業 □ 医療・福祉機関 □ 教育機関

□ 官公庁 □ サービス業 □ 公益事業

□ その他

○ 全企業規模 ○ 大企業 ○ 中堅・中小企業

○ SOHO

○ 技術文書 ○ 事例 ○ 講演資料

○ レポート ○ 製品資料 ○ 試用版

○ その他

対象読者

※ITマネジャー、SIer、製造業のITマネジャー

…などの業種や職種

掲載の目的

（例：製品の知名度アップ、製品概要を幅広く

知ってもらう、製品の詳細を解説したい…な

ど）

記事と合わせて掲載する資料

※テキストのみですと非常に読みづらい記事と

なり、読者の興味を削いでしまいますので、ご

用意ください。

※掲載点数は2点となります。

訴求点

（例：内部統制に効果的、コストダウンが可

能、あらゆる業種に対応…など）

③

④

プレゼン、製品説明用に使用される、PPTの流用などで構いません。

（例：概念図、ソリューションマップ、基本コンセプト資料、価格体系、製品写真、画面写真、イメージ写真など）

②

記事でアピールしたいポイントを重要な順に、最大4点ご記入ください。【箇条書き】

①

対象企業規模

このお客様データは、記事の方向性をお客様と制作側とで共有するための大切な資料となります。

お手数ですができる限り詳しくご記入ください。

専門メディア（サイト）

※3つまでご選択可能

対象業種

※業種指定の場合には3つまでご選択可能

ホワイトペーパーの文書種別

※1つのみ選択可能

製品ジャンル

※1つのみご選択可能

制作料金 
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１コンテンツ：10万円 
 
■コンテンツ内容 
・TechTargetジャパンに掲載されている編集記事を2～3本 
 選択し、ひとつにまとめたコンテンツを制作 
 
■備考 
・20営業日程度の制作期間をいただきます。 
・フォーマットは弊社指定のものになります。 
・使用できる記事は営業担当までお問い合わせください。 
・米国TechTarget社が制作している各種コンテンツを翻訳 
 し、E-Bookとして利用することも可能です。詳細は営業 
 担当までお問い合せください。 
・二次利用される場合は別途20万円となります。 

オプション：コンテンツ制作② 

LeadGen. Basic、LeadGen. Segmentで掲載するコンテンツが無い、編集コンテンツを使いたいという場合に 
ご活用ください。 

編集記事でプロファイルを獲得したい場合は… 

E-Book 

動画を活用してプロファイルを獲得したい場合は… 
 

ウェブキャスト 

１コンテンツ：20万円 
 
■仕様 
1. TechTargetジャパンの標準的なウェブキャスト仕様 
 ・PPT資料  8枚以内（出稿主様でご用意） 
 ・プレゼン時間   8分以内 
 ・制作期間  約20営業日 
 ・撮影場所／時間 弊社協力会社のスタジオ／2時間程度 
 
2. 講演収録型ウェブキャストの仕様 
 ・形式  講演動画＋PPTスライド 
 ・映像時間  60分まで 
 ・制作期間  約20営業日 
 
※制作したウェブキャストは二次利用が可能です。 
※上記仕様以外の場合は、追加料金が掛かります。 
※ホスティングのみをご希望の場合は75,000円申し受けます。 
※アーカイブ期間は1年となります。 

制作料金 制作料金 
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オプション：アンケートカスタマイズ 

コンテンツ閲覧前のアンケートをカスタマイズしたり、タイアップ記事内にアンケートを設置することができます。 
獲得するリストの関心度合いやターゲットに合致する見込み顧客の選別にご活用ください。 

タイアップ読後アンケート設置 コンテンツ閲覧前アンケートカスタマイズ 

コンテンツ閲覧前のBANT
アンケートの内容を変更し、 
貴社独自の設問にすること
ができます。 

記事の中にフォームを追加
し、記事を読んだ読者の声
を集めることができます。 

設問数5問以内  ：20万円 
設問数10問以内：30万円 
 

※ 制作に5営業日いただきます。 ※ タイアップ読後アンケートの回答データは、キャンペーン終了時にプロファイルと紐づけて一括納品します。 
※ パーミッション取得のために必要な設問の設置については、無料で承ります。 
※ 追加アンケートの設問形式は、「択一式回答」「複数選択式回答」「自由記述式回答」の3パターンからお選びいただけます。各設問の「必須／任意」についてもご指定いただけます。 
※ 設問数、設問内容によっては、プロファイル獲得数に大きな影響を与える場合がございます。 

料金 
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オプション：抜き刷り 

TechTargetで制作した記事広告を抜き刷りにしてご提供いたします。 
 

「営業効果を高めるツールとして」「リードジェンする際」「イベントや展示会」など 
様々なシーンで活用できるツールとしてご利用ください。 

A4 2ページ（1枚裏／表） 
 ・PDF納品の場合：20万円～ 

 ・1000部印刷の場合：30万円～ 

 
A4 4ページ（見開き2ページ） 
 ・PDF納品の場合：30万円～ 

 ・1000部印刷の場合：44万円～ 
 
ページ数やデザインによってお見積りが異なりますので、詳細は
担当営業までお問い合わせ下さい。 
 
■備考 
 

・抜き刷りのみのご提供は行っておりません。 
・抜き刷り作成時は、掲載コンテンツを流用させていただきます。 
 内容の追加／修正のご要望はお受けできかねますので、 
 あらかじめご了承下さい。 
・納期は元となるWeb原稿の掲載から約4週間となります。 
・Web連載企画など特別な抜き刷りを行う場合は、別途お見積もりが必要と 
 なりますので、別途営業までご相談ください。 

PDF化 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

お見積り例 
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見込み客プロファイルを選別／育成する 

● スコアリングサービス 
● ナーチャリングサービス 
● LeadGen.Qualify 
● テレマーケティング 
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スコアリングサービス 

獲得したプロファイルを有効活用するためのファーストステップ 
｢個人｣ と ｢企業｣ の行動履歴情報をもとに、有望プロファイルを絞り込み 
 
プロファイルを活用するための最初のステップ「有望プロファイルの選別」をサポートするオプションメニューです。BANTアンケートの回答だ
けで判断すると見逃してしまう活発に情報収集を行っているプロファイルを、個人と企業の行動履歴を分析した2つのレポートで見つけ出します。 

1キャンペーン：30万円 
 

■ご提供内容 
・スコアリングレポート 
・企業トレンド 
  - 企業トレンドランキング 
  - 企業詳細プロファイル 
 

■オプション 
スコアリングによる見込度判定をより有益なものにするため、コンテ
ンツ間の回遊を促進し、読者の行動をより活発化させるオプションメ
ニューをご提供しています。詳細は次ページをご覧ください。 
 

・セルフナーチャリングユニット：15万円／コンテンツ 

・CIDメール：20万円／通 

 

■備考 
・本メニューは、LeadGen. Basic / Segmentと同時にご利用いただ 
   くことが前提となります。 
・獲得されたプロファイルの中で、企業トレンド内にデータがない 
   企業が一部ございます。あらかじめご了ください。 

スコアリング 

読者の行動履歴をもとに、BANT
アンケートでは現れない潜在的な
ニーズを明らかにし、HOT／
WARM／COOL／COLDに分類 

企業トレンド 

読者の行動を企業単位で集計し、
製品導入プロジェクトが動いてい
ると推察される、情報収集が活発
な企業を明らかにします 

HOTな 
プロファイル 

情報収集が 
活発な企業 

BANT 
アンケート 

｢1年内に導入予定あり｣｢予算取得
済み｣など、BANTアンケートの回
答内容に応じて、優先度をつけて
アプローチ 

残りの 
プロファイル 

1年以内に 
導入予定あり 

残りの 
プロファイル 

残りの 
プロファイル 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

料金 
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ナーチャリングサービス 

見込み客リストの獲得から関係構築・選別までを支援 
 
TechTarget ジャパンやキーマンズネットで獲得したプロファイルのうち、すぐに案件化が期待できるものは、ほんの一部です。残りの多くのリスト
が情報収集段階のプロファイルとなります。こうしたリストに対して、継続的に有益な情報を提供し、良好な関係を築くことが将来の案件化につなが
ります。そのために必要なインフラからコンテンツまで、オールインワンパッケージでご提供します。 

1キャンペーン ：300万円～ 
実施期間 ：3カ月～ 
 
■ご提供内容 
 

基本メニュー 
 

・企画協力 
・ナーチャリング用サイト制作／掲載 
・ナーチャリング用記事ページ制作／掲載 
・メールマガジン制作／配信 
・履歴管理（外部パートナー企業のサービスを利用します） 

・レポート 
・新規リード獲得 
 
オプションメニュー 
 

・編集記事の二次利用 
・タイアップ記事制作／掲載 
・ウェブキャスト制作／掲載 
・アンケート調査 など 

見込み客 
リストの 

獲得 

TechTareget ジャパンに貴社コンテンツを 
掲載し、閲覧者のプロファイルを件数保証 
で獲得します。 

有望見込み客 
リストの発見 

プロファイルごとの行動履歴を蓄積し、 
有望見込み客リストを発見します。 

見込み客 
リストとの 
関係構築 

情報収集段階のプロファイルに対して、 
継続的に有益な情報を提供します。 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

料金 
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LeadGen.Qualify 

「企業トレンド（＊）」の情報をもとに、「新規リード獲得」および「検討意思があり在籍確認が 
とれたリード」をご提供いたします。 
 

∗企業トレンドとは、TechTargetジャパンにおける読者の行動履歴をもとに企業単位での購買活動動向を見える化するセールス＆マーケティング 
支援サービスです 

情報収集活動が活発な企業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業トレンドの情報をもとに 
情報収集活動が活発な企業を抽出 

 
 
 
 
 
 

貴社コンテンツで 
見込み顧客のリストを獲得 

新規リード獲得 

 
 
 
 
 
 
 
 

TechTareget ジャパンが 
製品選定に関わる担当者に 

検討状況をリサーチ 

検討状況をリサーチ  
 
 
 
 
 
 
 

“導入検討の予定あり”と 
回答したプロファイルに対して 

在籍確認 

在籍確認したリードの獲得 

 
 
 
 
 
 

TechTarget会員への 
メール配信 

ターゲティングメール 

LeadGen. 
Basic 

1キャンペーン：150万円～ 
実施期間   ：2カ月 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

LeadGen. 
Qualify 

料金 



Copyright © 2016 ITmedia Inc. 37 

TechTargetテレマーケティング 

獲得したリードをすぐフォローし、案件につながるリードを選定します 
 
獲得したリードに対してテレマーケティングを行うオプションです。キャンペーン開始から3営業日でコールを開始し、獲得後も随時フォローコール
でスクリーニングを行うと同時に、すぐに営業担当の方に渡していただけるように追加のヒアリングを実施いたします。 

テレマーケティングの実施フロー 

・在籍確認  ：1,000円／件（50件～） 

・簡易ヒアリング ：1,500円／件（50件～） 

・担当者インタビュー ：3,500円／件（50件～） 

 
■備考 
 

・テレマーケティングサービス単体でのご提供はいたしかねます。 
・掲載開始7営業日前に、必要事項をご提出いただいた場合、掲載日の3営業日後 
 からテレマを開始いたします。お客様側で事前にリストを選別頂く場合はあら 
 かじめご相談ください。 
・テレマ実施期間には期限があり、掲載から最長3カ月で終了となります。  
・在籍確認／ 

TechTargetジャパンでリード獲得 
 
本テレマーケティングサービスは、TechTargetジャパンで獲得していただいたリードが
コール対象となります。まずは、LeadGen. Basic / Segment / Quickでリードを獲得し
て下さい。 

獲得したリードに順次フォローコール 
 
IT業界での豊富な経験を有する専門のオペレーターが、リード獲得から3営業日以内に
フォローコールを実施します。掲載しているコンテンツをもとに貴社専用のトークスク
リプトを用意し、資料DL時のアンケートでは得られない情報をヒアリングいたします。 

フォローコールで得られた情報をご納品 
 
コールで得られた情報を週次で納品させていただきます。ヘルパーサイトからダウン 
ロードしていただくリード情報と付け合わせていただき、営業フォローにご利用下さい。 

スクリプト例 

・営業訪問可否 
・サービス導入予定 
・資料送付可否 
・その他カスタマイズ設問 

製品導入のご予定は 
ございますか？ 

営業担当からご連絡 
してもよろしいですか？ 

実施料金 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 
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営業連絡了承数保証 

TechTargetで通常のリード獲得プランを実施した後、すぐフォローコールし、
営業連絡了承のリスト数を保証して提供いたします。 

単価 

￥20,000 

保証件数 

50件 

合計料金 

￥1,000,000 

料金 

●営業連絡了承 料金例 

提供内容 

・営業連絡了承頂いたプロファイル情報およびコールログ 
・オプション：獲得したリード情報 
 ＊タイアップ記事やWebキャストを作成する場合は 
  別途料金が必要となります 
 ＊最低利用料金：50万円 

カテゴリ 
ユーザ 

企業絞り 

A あり 

●その他リード料金 
営業連絡了承のために獲得したリードをコールログ付きで 
提供するサービスとなります。 

●基本料金 
 20万円 
 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

TechTargetの各種サービスでリード獲得（掲載開始） 
 
本テレマーケティングサービスは、TechTargetで獲得していただいたリードがコール対
象となります。 

獲得したリードに順次フォローコール 
 
IT業界での豊富な経験を有する専門のオペレーターが、リード獲得からフォローコール
を実施します。 

営業連絡了承が得られた情報をご納品 
 
コールで得られた情報を週次で納品させていただきます。 
 ＊アポイントが取得できたの場合は、翌日に納品 

スクリプト例 

・営業訪問可否 
・サービス導入予定 
・資料送付可否 
・その他カスタマイズ設問 

製品導入のご予定は 
ございますか？ 

営業担当からご連絡 
してもよろしいですか？ 

テレコールの事前準備（掲載開始の7営業日までに完了） 
 
「テレコール事前資料」に必要事項を記入頂き、トークスクリプトを作成いたします。 
 ＊原則、事前のMTGはございません 

実施の流れ 
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アポイント数保証 

TechTargetで通常のリード獲得プランを実施した後、 
すぐフォローコールし、アポイント獲得を保証いたします 

カテゴリ 

A 

アポイント単価 

￥40,000 

保証件数 

20件 

アポイント料金 

￥800,000 

料金 

●アポイント保証 料金例 

提供内容 

・アポイント獲得したプロファイル情報およびコールログ 
・オプション：獲得したリード情報 
 ＊タイアップ記事やWebキャストを作成する場合は 
  別途料金が必要となります 
 ＊最低利用料金：100万円 

●基本料金 
 20万円 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

TechTargetの各種サービスでリード獲得（掲載開始） 
 
本テレマーケティングサービスは、TechTargetで獲得していただいたリードがコール対
象となります。 

獲得したリードに順次フォローコール 
 
IT業界での豊富な経験を有する専門のオペレーターが、リード獲得からフォローコール
を実施します。 

アポイント獲得し納品 
 ＊フォローコールで得られた情報もご納品 
 
あらかじめNGな予定をお伺いし、それ以外の日時にアポイントの約束をとりつけます 
リスケの場合は、貴社から直接ご連絡ください 

スクリプト例 

・営業訪問可否 
・サービス導入予定 
・資料送付可否 
・その他カスタマイズ設問 

製品導入のご予定は 
ございますか？ 

営業担当からご連絡 
してもよろしいですか？ 

テレコールの事前準備（掲載開始の10営業日までに完了） 
 
「テレコール事前資料」に必要事項を記入頂き、トークスクリプトを作成いたします。 
 必要であれば事前MTGを設定いたします 

実施の流れ 

●その他リード料金 
営業連絡了承のために獲得したリードをコールログ付きで 
提供するサービスとなります。 
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企業の購買動向を知る 

● 企業トレンドレポート 
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企業トレンドレポート 

IT製品／サービスの導入に向けて、いま活発に情報収集している企業は 
どこなのか？ 
 
TechTargetジャパンにおける読者の行動履歴をもとに、企業単位での購買活動動向を見える化するセールス＆マーケティング支援サービスです。 

『クラウド』に 
関心が高まっている企業 

『ビッグデータ』に 
関心が高まっている企業 

『セキュリティ』に 
関心が高まっている企業 

『システム運用管理』に 
関心が高まっている企業 

『スマートデバイス』に 
関心が高まっている企業 

TechTargetジャパンでの情報収集行動を収集 カテゴリごとに情報収集が活発化している企業を抽出してレポート化 

26万人の 
TechTarget 

会員 

132の 
キーワードで 
関心を追跡 

月間100本を 
超える 

記事配信 

年間30万件の 
ダウンロード 

ログ 

5,000以上の 
ITベンダー提供 

コンテンツ 

企業トレンドランキング 

企業詳細プロファイル 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 
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セミナーを企画、集客する 

● セミナーサービス 
● ライブオンラインセミナー 
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セミナーサービス（通数課金型） 

TechTargetのもつ会員を活用して貴社セミナー／イベントを集客支援 
 

TechTargetのターゲティングメールを利用した集客支援サービスです。セミナー／イベントの開催時期や予算に応じて、メール 
配信日や送信対象、送信件数を柔軟に指定していただくことが可能です。会員は登録情報を利用して申込することができますので、 
効率的に集客することが可能です。 

■ご提供内容 
 

• メール原稿作成、配信（未クリック者への2次PUSHメール付き） 
• オプション：貴社セミナー情報の掲載、セミナー申込者リストのご提供 
 

■備考 
 

• メール文は貴社にて作成し入稿ください（配信の3営業日前に入稿ください）。 
• 最低ご利用料金は30万円～となります。 
• セミナー情報のご登録は、ご提供いただいた内容をもとに弊社編集部がおこないます。 
• セミナー申込者のリストは、弊社専用システムからダウンロードいただきます。 
• セミナー情報はご登録いただいてから約5営業日後に掲載開始となります。 

メニュー 
料金 

東京 大阪 その他 

データベース利用料金 
15,000通配信する場合 ＊リマインドメール付き 

￥300,000 
（単価：￥20） 

￥450,000 
（単価：￥30） 

￥600,000 
（単価：￥40） 

オプション：集客ページ作成 
 

基本料金、貴社ページ誘導の場合は￥0、メール原稿作成 
￥100,000 ￥100,000 ￥100,000 

オプション：3次PUSHメール 
 

2次PUSHメールクリックしていない会員へリマインドメール 
￥100,000 ￥100,000 ￥100,000 

￥300,000～ 
（税別、グロス価格） 

￥450,000～ 
（税別、グロス価格） 

￥600,000～ 
（税別、グロス価格） 
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セミナーサービス（目標追従型） 

目標集客数の達成を目指すプラン 
 

実施内容や開催時期や予算に応じて、集客目標数を設定し、達成するまでメール配信を続けるプランとなります。 セミナー／イベ
ントの目的やカテゴリをもとに弊社から基調講演の企画・アサインをおこなうことも可能です。 

メニュー 
料金 

東京 大阪 その他 

集客ページ作成 
 

基本料金 
￥100,000 ￥100,000 ￥100,000 

集客 
 ＊10名申込目標 

オープン集客 
￥200,000 

（目標単価￥20,000） 

￥250,000 
（目標単価25,000） 

￥300,000 
（目標単価￥30,000） 

エンド or 再販業者のみ 
￥250,000 

（目標単価￥25,000） 

未対応 
（通数課金にて） 

未対応 
（通数課金にて） 

オプション：企画 
TechTarget編集部が、貴社ソリューションと読者をマッチング
させるセミナー内容を企画いたします。 

￥500,000 ￥500,000 ￥500,000 

会場・運営 
弊社ではおこないません 

- ｰ - 

￥300,000～ 
（税別、グロス価格） 

￥350,000～ 
（税別、グロス価格） 

￥400,000～ 
（税別、グロス価格） 

■ご提供内容 
 

・貴社セミナー情報の掲載、メール原稿作成、メール配信 
・セミナー申込者リストのご提供 
・オプション：セミナー企画協力 

■備考 
 

・セミナー開催の1ヵ月前にメール配信できることが前提となります。 
・最低ご利用料金は30万円～となります。 
・製品紹介に終始するセミナーは対象外とさせて頂きます。 
・セミナー情報のご登録は、ご提供いただいた内容をもとに弊社編集部がおこないます。 
・セミナー申込者のリストは、弊社専用システムからダウンロードいただきます。 
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ライブオンラインセミナー 

集客単価（目標） 

カテゴリ 

A 

集客単価 

￥10,000 

目標件数 

100件 

料金 

￥1,000,000 

料金 

●集客費 

●運営費 
 ¥550,000～ 
    ＊告知ページ作成、スタジオ利用料、動画ファイル納品 含む 
  ＊内容によって変更します。 
 
 
●その他 
 動画ファイルやホワイトペーパーを利用したリード獲得 
  ＊別途相談 

カテゴリ ユーザ企業絞り 単価 対象ジャンル 

A 

なし 9,000円 クラウド 
仮想化 
スマートモバイル 
クライアント管理 あり 14,000円 

B 

なし 10,000円 

サーバ 
ストレージ 
データセンター 
バックアップ／リカバリ 
経営とIT 
セキュリティ 
システム開発 
音声／ビデオコミュニケー
ション 
情報共有／コミュニケーショ
ンツール 
ネットワーク 
データ分析 
CRM＆SFA 

あり 15,000円 

C 

なし 11,000円 
システム運用管理 
基幹系システム 
マーケティング 
医療IT 
教育IT 

あり 16,000円 

●企画費 
 ¥500,000（講師アサイン、企画料金含み） 

※ 集客可能数は条件やテーマによって変動します。 

TechTarget編集部による企画・集客・運営でライブオンラインセミナーが実施頂けます。 
集客目標を立てて、ターゲティングメールを中心にキャンペーンマネジメントいたします。 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 
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製品を知ってもらう 

● TechTargetジャパン Special 
● マイクロサイト 
● AIターゲティングメール 
● CIDメール  
● メールマガジン広告 
● ディスプレイ広告 
● スマートフォン広告  
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TechTargetジャパン Special 

｢どの企業の読者が見たか｣ というデモグラフィック情報だけなく、 
その企業の ｢関心分野や情報収集動向｣ までわかるタイアップ記事広告 
 
貴社製品／サービスを紹介する全文公開型のタイアップ記事を制作するプランです。全文公開にすることで、貴社製品／サービスの魅力を余すことな
く伝えることができます。また、会員制メディアの特徴を生かし、｢どんな企業の読者が閲覧したのか｣｢その企業はどの分野、どのベンダーに関心があ
るのか｣ といった情報までレポートいたします。また、オプションでプロファイルの収集も可能です。 

メールマガジンで 
読者を誘導 
 
全会員に向けた新着情報
メールや、関心事項に沿っ
た内容を配信する専門メ
ディア別メールで、新着記
事として、貴社タイアップ
記事を紹介します。 

サイトの専用枠から 
読者を誘導 
 
TechTargetジャパンのほ
ぼ全ページ右カラムに掲載
されるSpecial枠に誘導広
告を掲載。サイトに訪れる
読者に、貴社タイアップ記
事を広く紹介します。 

他メディアの読者に 
広く告知 ※オプション 

 
＠ITやITmedia エンター
プライズなど、弊社が運営
する他のメディアにも誘導
広告を掲載し、より多くの
読者を貴社タイアップに誘
導します。 
 

充実の掲載レポート 
 

PV、UB、滞在時間に加え、閲覧
者のデモグラフィック情報をレ
ポート。さらに、閲覧者の企業
が関心を持っている分野やベン
ダー企業など、行動履歴をもと
にした情報もご提供いたします。 

1コンテンツ：200万円 
 

■ご提供内容 
 

・コンテンツ制作／掲載 
  - 1html、約3,000文字、図版2点程度、取材あり 
  - 二次利用無料（改変なしの場合、要出典表記） 
  - 製作期間：約20営業日 
 

・誘導枠 
  - TechTargetジャパン新着情報 新着記事 
  - TechTargetジャパン専門メディア別メール 新着記事（3回） 
  - TechTargetジャパン チャンネルリンク（1カ月間） 
  - ＠IT 記事ページサイドリンク（2週間） 
  - ＠IT 記事下リンク（1カ月間） 
 

・掲載レポート 
・企業トレンド 企業詳細プロファイル（詳細は別途資料がございます） 

  - タイアップ記事を閲覧した企業のうち、企業トレンドランキング 
   TOP200に含まれる企業の「企業詳細プロファイル」をご提供します。 
 

■オプション 
 

PDF掲載／プロファイル獲得：20万円 
 

タイアップ記事の末尾にプロファイル獲得用のフォームを設置するオプションです。
アンケートに答え、PDFをダウンロードした会員のプロファイルをご提供します。 
 

※ 件数保証ではございませんのであらかじめご了承ください。 

料金 
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マイクロサイト 

TechTargetジャパン内にある、貴社専用の ｢まとめサイト｣ 
さまざまなコンテンツを組み合わせたメッセージ訴求が可能になります 
 
TechTargetジャパンに掲載されている貴社ホワイトペーパーやタイアップ記事、動画、ソーシャルなどのさまざまなコンテンツをマーケティング 
メッセージの下にまとめた特設サイトです。商品／サービスを解説するコンテンツをストーリー性を持たせて読者に訴求することができます。 

マイクロサイト 掲載イメージ 

基本料金：50万円（1カ月目） 
 

・マイクロサイト制作／掲載（1html） 
・掲載レポート 
 

運営費：10万円／月（2カ月目以降） 
 

・マイクロサイト 更新作業（月2回まで） 
 

※TechTargetジャパンのリスト獲得型商品のご実施が前提となります。 
 

誘導費：30万円／月 
 

・TechTarget ジャパン チャンネルリンク（想定50万imp） 
 

■掲載可能なコンテンツ 
 

・TechTargetジャパンに掲載しているコンテンツ 
・ITmedia、＠ITで実施しているタイアップコンテンツ 
・YouTube、Ustreamの埋め込み用コード 
・Twitter、facebookなどソーシャルボタン／ウィジェット 
・画像、テキスト（キャンペーン、イベント情報など） 
 

■備考 
 

・ページ内には、TechTargetジャパンロゴ、PR表記、 
 クレジット表記を入れさせていただきます。 
・誘導期間終了後もページは残ります。 
・制作期間は3週間ほどになります。 

料金 
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メール広告商品 

TechTargetジャパンでは、読者の登録情報や編集記事の閲覧やホワイトペーパーのダウンロードなどの行動履歴を
もとにしたメール商品をご提供しています。LeadGen. Basicでのプロファイル生成時のターゲット含有率向上や、
各種キャンペーン、セミナー集客などにご活用ください。 

商品名 商品概要 ターゲティング項目 料金 こんな時にオススメ 

AIターゲティングメール 
会員の登録プロファイル情報や行動履歴
情報をもとに、配信対象を指定して配信
する1通独占型のメール広告 

登録プロファイル情報 
行動履歴情報 

20万円～ 
特定のターゲット属性に対して、
ピンポイントで訴求したい場合 

CIDメール 

リスト収集期間に関わらず、指定された
出稿主様のコンテンツを過去1年間に閲覧
した会員（退会者除く）に配信する1通独
占型のメール広告 

出稿主様の 
過去掲載コンテンツ 

20万円 

ナーチャリングや新規コンテン
ツを掲載した際に、過去閲覧者
に対してコンテンツをオファー
したい場合 

メールマガジン広告 
新着情報や専門メディア別のメールマガ
ジンの中にある広告スペースに掲載する5
行／10行のメールマガジン広告 

－ 10万円、15万円 
料金を抑えてTechTarget会員
に広くアプローチしたい場合 

AIターゲティングメール 4つの特徴 

いま情報収集している会員にリーチ 
 
 
 
 

 
直近半年の間に、編集記事を閲覧したり、ホ
ワイトペーパーなどのベンダーコンテンツを
閲覧した方が配信対象になりますので、いま
情報収集を行なっているアクティブな会員に
対してリーチできます。 

行動履歴を基に関心事項を追跡 
 
 
 
 

 
会員登録時のプロファイル情報に加え、行動
履歴をもとにした関心事項を16項目の編集
記事ジャンルや146項目のベンダーコンテン
ツジャンルで選択することができるようにな
りました。 

リマインドメール配信機能 
 
 
 
 

 
ターゲティングメールのURLをクリックして
いない配信対象をグルーピングして、再度リ
マインドのメールを配信することができます。
タイトルや文面を変更することも可能です。 

  企業名を指定した配信も可能 
 
 
 
 

 
会員の勤務先企業を検索条件にして、配信先
を決めることも可能です。「特定企業3,000
社の課長以上」や「競合企業100社を排除」
といった、よりピンポイントな配信条件の指
定も可能です。 
 
 

Active 

詳細は次ページ以降をご覧ください ▶▶▶ 

未クリック者に 
もう一度配信 
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AIターゲティングメール 

TechTargetジャパン会員の登録情報、行動履歴情報をもとに、対象を指定して配信できる1通独占型のメール配信
サービスです。掲載コンテンツの閲覧促進、キャンペーンサイトへの誘導などにご利用ください。 

1社独占で貴社のメッセージを
ターゲットに直接訴求すること
ができます。 
 
告知内容 
■TechTarget内コンテンツ 
・ホワイトペーパー 
・タイアップ（記事企画） 
・ウェブキャスト 
・infoCenter 
 など 
 
■その他への誘導 
・セミナー告知 
・出稿主様ページ 
・キャンーペーン情報 
 など 

料金 

1回配信：20万円～ 
 

○ 基本使用料  10万円 
○ 配信単価  ＠80円（TechTargetコンテンツへの誘導） 

  ＠100円（その他外部サイトへの誘導） 

  ＠200円（企業名指定） 
 

○ セグメントフィールド利用料 
  ・3フィールド以内 ＋0円 
  ・4フィールド以上 ＋2万円／フィールド 
 

○ リマインドメール配信 ＋5万円／回（最大2回まで） 
  ※AIターゲティングメールの配信からリマインドメール配信までの間に、退会した読者、 

   直近半年の情報収集を行なっていない読者は配信対象から除外されます。 

配信日時 

 

営業日の11時、12時、13時、15時、16時 

原稿規定 

・Subject ：全角30文字以内 
  （タイトルは”○○ ≪TechTargetジャパン Info≫”となります） 

・本文 ：全角38文字（半角76文字）以内×100行以内 
・URL本数 ：20本まで 
・レポート ：クリックカウント（配信日より7日間） 
・入稿締切 ：配信日の3営業日前の18時 
・その他の規定については、下記URLをご確認ください 
 http://corp.itmedia.co.jp/corp/ad/regulation_format.html 

http://corp.itmedia.co.jp/corp/ad/regulation_format.html


Copyright © 2016 ITmedia Inc. 51 

AIターゲティングメール セグメントフィールド① 

従業員数 

1～9名  

10～49名  

50～99名  

100～299名  

300～499名  

500～999名  

1000～1999名  

2000～4999名  

5000～9999名  

10000名以上  

非会社組織  

あてはまらない  

役職 

経営者・役員クラス  

事業部長／工場長クラス  

部長クラス  

課長クラス  

係長・主任クラス  

一般社員・職員クラス  

契約・嘱託・派遣  

パート・アルバイト  

無職  

その他  

年商規模 

5000万円未満  

5000万円～1億円未満  

1億円～10億円未満  

10億円～50億円未満  

50億円～100億円未満  

100億円～500億円未満  

500億円～1000億円未満  

1000億円～1兆円未満  

1兆円以上  

IT関連予算規模 

500万円以下  

500～1000万円未満  

1000～5000万円未満  

5000～1億円未満  

1～10億円未満  

10～25億円未満  

25～50億円未満  

50～100億円未満  

100～250億円未満  

250億円以上  

不明  

勤務地 
47都道府県 

海外 

意思決定立場 

企業全体の経営戦略を策定／決定する立場  

定められた方針の下に、事業を遂行する立場  

企業全体のIT戦略を策定／決定する立場  

事業部門を管理したり、事業を企画／コンサ
ルティングする立場  

IT部門を管理したり、情報システムを企画／
コンサルティングする立場  

情報システムを提案／構築／運用／管理する
立場  

AIターゲティングメールの配信対象は、下記のセグメントフィールドからお選びいただきます。 
 

「従業員数」「役職」「年商規模」「IT関連予算規模」「勤務地」「意思決定立場」「職務内容」「業種」「関心事項（記事閲覧履歴）」 
「関心事項（登録時選択）」「関心事項（ベンダーコンテンツ閲覧履歴）」「コンテンツ閲覧履歴」 
 
※ 同一のセグメントフィールド内であれば、いくつでも項目を選択していただくことが可能です。 
※ 「関心事項（記事閲覧履歴）」「関心事項（登録時選択）」「関心事項（ベンダーコンテンツ閲覧履歴）」の違いは下記のとおりです。 
 

 ・関心事項（記事閲覧履歴） ：編集記事閲覧履歴に基づいた関心事項（Ex. サーバ＆ストレージの編集記事を閲覧 → 「サーバ＆ストレージ」の配信対象） 
 ・関心事項（登録時選択）  ：会員登録時に選択された関心事項（Ex. 会員登録時に関心事項の「仮想化」にチェック → 「仮想化」の配信対象） 
 ・関心事項（ベンダーコンテンツ閲覧履歴） ：ベンダーコンテンツ閲覧履歴に基づいた関心事項（Ex. 「クラウド」にタグ付けされたホワイトペーパーを閲覧 → 「クラウド」の配信対象） 
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AIターゲティングメール セグメントフィールド② 

職務内容 

経営・経営企画職 論理・回路設計（アナログ） 会計・経理 

環境対策・環境推進職 論理・回路設計（デジタル） 資材・購買職 

社内情報システム（CIO・マネージャ） 機構・筐体などのメカ設計 宣伝・マーケティング 

社内情報システム（企画・計画・調達） その他の設計 広報・IR 

社内情報システム（開発・運用管理） 解析・シミュレーション デザイン・クリエイティブ職 

社内情報システム（その他） 組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト） 営業・販売・サービス職 

ITコンサルタント 組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング） その他専門職 

ITアーキテクト 組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理） その他一般職 

プロジェクトマネージャ 製造・生産技術 主婦・主夫 

システム分析・設計 生産管理・工程管理 学生 

プログラミング・テスト 品質管理 無職 

保守・運用管理 その他モノづくり関連職 

その他情報システム関連職 総務・庶務 

製品企画 人事・教育職 

研究 法務・知財・渉外 

開発 財務 

業種 

農林水産業・鉱業 ITコンサルティング業 医師（開業医） 

建設業 その他情報処理・情報サービス業 医師（勤務医） 

商社 通信事業者 歯科医 

コンピュータ関連機器製造業 ISP・iDC・SaaS・クラウド事業者 看護師 

コンピュータ関連ソフトウェア製造業 その他通信サービス業 医療事務員 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 コンピュータ関連製品販売業・リセラー 介護職／ホームヘルパー 

電気機器製造業 その他卸売業・小売業 そのほか（作業療法士、理学療法士など） 

自動車・輸送用機器製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 その他サービス業 

産業用・事務用機器製造業 運輸業・郵便業 政府・官公庁・団体 

食品・化学・薬品製造業 金融業・保険業 その他業種 

素材・エネルギー関連製造業 不動産業：物品賃貸業 自由業 

その他の製造業 宿泊業・飲食サービス業 主婦・主夫 

パッケージソフトウェア業 生活関連サービス業・娯楽業 学生 

SI（システムインテグレータ） 専門・技術サービス業 無職 

受託開発・情報処理 新聞・出版・放送・メディア・広告業 

組み込みソフトウェア業 教育・学習支援業 
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AIターゲティングメール セグメントフィールド③ 

関心事項（記事閲覧履歴） 

クラウド 

仮想化 

サーバ＆ストレージ 

スマートモバイル 

ネットワーク 

システム運用管理 

経営とIT 

中堅・中小企業とIT 

セキュリティ 

ERP 

データ分析 

CRM＆SFA 

情報系システム 

システム開発 

医療IT 

教育IT 

関心事項（登録時選択）／関心事項（ベンダーコンテンツ閲覧履歴） ※選択肢は共通です 

クラウドコンピューティング BPM／BAM Webサーバ・アプリケーションサーバ BI／BA／OLAP 

SaaS・ASP リスク管理 Webサービス／SOA／ESB データウェアハウス 

IaaS・PaaS・BaaS IT経営／IT戦略系ソリューション DBMS データマイニング／統計解析 

サーバ仮想化 アウトソーシング ライブラリ／コンポーネント Webアクセス解析 

デスクトップ仮想化 認証サーバ データベースアクセス ビッグデータ 

アプリケーション仮想化 ログ管理 EAI／ETL CRM 

仮想環境管理 ファイアウォール モバイル開発 SFA 

PC仮想化 UTM DevOps OS 

ストレージ仮想化 IDS／IPS ユニファイドコミュニケーション 統合運用管理 

モバイルデバイス管理（MDM） DoS攻撃対策 VoIPゲートウェイ ディレクトリサービス 

モバイルセキュリティ 脆弱性対策 IP電話／IP-PBX IT資産管理 

リモートアクセス データベースセキュリティ テレビ／ビデオ会議 パフォーマンス管理 

スマートフォン／タブレット ワンタイムパスワード Web会議 アイデンティティー管理 

PDA／モバイル端末／携帯電話 シングルサインオン CTI／ヘルプデスク ERP 

クライアント端末管理 電子署名／透かし／PKI 電子メール 人事・給与 

デスクトップPC 生体認証 インスタントメッセージング 財務・会計 

ノートPC 認証デバイス EC関連アプリケーション 販売管理 

シンクライアント 検疫ネットワーク グループウェア 在庫管理 

POS端末 情報漏えい対策 ナレッジマネジメント SCM 

IAサーバ・PCサーバ 暗号化 ワークフロー EDI／流通BMS 

UNIXサーバ 物理セキュリティ EIP マーケティング関連ツール 

オフコン・メインフレーム ウイルス／ワーム対策 エンタープライズサーチ 電子カルテ 

テープ装置 スパイウェア対策 コンテンツ／ドキュメント管理 レセプトコンピュータ 

ディスクストレージ フィッシング対策 CMS オーダリングシステム 

SSD・半導体ストレージ アクセス管理 企業ソーシャル 医用画像ファイリングシステム 

SAN 証跡管理 M2M／IoT／RFID（ICタグ） 医療クラウド 

NAS スパム対策 ネットワーク管理 地域医療連携システム 

光ディスク装置 標的型攻撃 帯域管理 診療予約システム 

クラウドストレージ クラウドセキュリティ ルータ 病院経営システム 

電源／空調／ラック セキュリティ規格・ポリシー スイッチ 介護／福祉関連システム 

ホスティングサービス プロジェクト管理ツール 帯域制御装置 校務処理ソフトウェア／サービス 

データセンター 開発支援サービス 負荷分散装置 学習・教育支援ソフトウェア／サービス 

HPC／グリッドコンピューティング 分析／設計ツール WAN／Web高速化 ICT学習支援ソフトウェア／サービス 

バックアップ装置 開発ツール VPN 授業支援ハードウェア 

バックアップソフト テスト／デバッグ／チューニングツール 広域イーサネット 学校インフラ構築支援製品 

仮想化バックアップ 画面設計／帳票設計ツール 無線LAN／WAN 

ディザスタリカバリ リッチクライアント SDN・ネットワーク仮想化 

コンテンツ閲覧履歴 

過去6カ月間に貴社コンテンツを
閲覧した会員を指定、または排除
して配信することができます 
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CIDメール（特定コンテンツ閲覧者ターゲティングメール） 

過去1年間の出稿主様の掲載コンテンツ閲覧会員を抽出し、1通独占型のメールを配信 
コンテンツ接触数で関心の強さを計り、導入意欲の高い見込み顧客の絞込みを行うことが可能です 

1回配信：20万円 
 

■配信対象 
 

出稿主様のコンテンツを閲覧した会員 
 

※リスト収集期間に関わらず、過去1年間に対象コンテンツを閲覧した会員 
 （退会者除く）全員に配信することができます 
※対象コンテンツは20コンテンツまで選択できます。 
※他社のコンテンツを対象にした配信はできません。 

CIDメール配信 
 

「ウェブキャストを視聴いただき、ありがと
うございます！○○様に、誰よりも早く新着
ホワイトペーパーをご案内します！」 

CIDメール配信 
 

「ホワイトペーパーもご覧いただき、ありが
とうございます！来月実施する事例セミナー
に特別にご招待させていただきます！」 

CIDメール活用シーンのイメージ 

▼
▼
▼ 

コ
ン
テ
ン
ツ
接
触
数
で
関
心
の
強
さ
を
絞
込
み 

▼
▼
▼ セミナー来場 

ホワイトペーパー 
閲覧 

ウェブキャスト 
視聴 

料金 

配信日時 

原稿規定 

営業日の17時 

・Subject ：全角30文字以内 
  （タイトルは”○○ ≪TechTargetジャパン Info≫”となります） 

・本文 ：全角38文字（半角76文字）以内×100行以内 
・URL本数 ：20本まで 
・レポート ：クリックカウント（配信日より7日間） 
・入稿締切 ：配信日の3営業日前の18時 
 

■備考 
 

・原稿は出稿主様でご準備ください。 
・入稿方法、使用禁止文字などにつきましては、下記URLをご覧 
 ください。 
 http://corp.itmedia.co.jp/corp/ad/regulation_format.html 

http://corp.itmedia.co.jp/corp/ad/regulation_format.html
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メールマガジン広告 

TechTargetジャパン会員向けのメールマガジン内の 
広告枠で出稿主様のコンテンツを告知することが可能です ヘッダ：15万円 

ミドル：10万円 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 TechTargetジャパン  新着情報  ………………………………………   2012/04/19 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  http://techtarget.itmedia.co.jp/ 
 
IT製品／サービスの導入・購買を支援するTechTargetジャパンより、 
新着情報をお知らせします。IT導入のヒントとしてご活用ください。 
 
==PR------------------------------------------------------------------------ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┣╋┓  費用面で一度は見送った約20台のサーバ仮想化。 
┣╋╋┓ オンプレミスよりローコストなプライベートクラウドで実現！ 
┣╋╋╋┓詳細は⇒ http://wp.techtarget.itmedia.co.jp/contents/?cid=11077 
┗┻┻┻┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
--------------------------------------------------------------------------== 
 
────────────────────────────────────── 
 ■新着ホワイトペーパー 
────────────────────────────────────── 
●仮想コンピューティングの現在と未来 
http://wp.techtarget.itmedia.co.jp/contents/?cid=11080 
 
企業は仮想コンピューティング環境へと大きく転換しようとしている。このリポート 
では仮想コンピューティングを説明し、仮想コンピューティングを最適化する上で 
キーとなるネットワークとの関係について解説する。 
 
●拠点間の知識ノウハウの共有を1カ月でサービスイン、 
      プロセスの標準化で、業務効率と品質の向上を実現 
http://wp.techtarget.itmedia.co.jp/contents/?cid=11024 
 
INAX製品のメンテナンスや住まいのリフォーム事業を全国展開するINAXメンテナンス 
は、拠点ごとに異なっていた業務プロセスの標準化を図るため、日立製作所の業務 
ポータル「uCosminexus Navigation Platform」を導入した。 
 
────────────────────────────────────── 
 ■新着記事 
────────────────────────────────────── 
●業界別クラウド事例から学ぶ パブリック／プライベートの使い分け 
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1204/16/news07.html 
 
さまざまなパブリッククラウドサービスが登場する一方で、プライベートクラウドの 
構築に着手する企業も出てきている。長年企業のIT戦略を支援してきた専門家に、日 
本におけるクラウド化の進展を聞いた。 
 
==PR------------------------------------------------------------------------ 
  『今、注目のベンチャー企業CTOが激論！ これから採用したいWeb技術は？』 
  ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
    https://itmedia.smartseminar.jp/public/seminar/view/397 
 心地良いUIとUX、かつ安定したWebサービスを提供するため、今どんな技術を用いて 
 いるか、これからどんな技術を採用したいか――注目ベンチャー企業のCTOに聞く 
--------------------------------------------------------------------------== 
 
────────────────────────────────────── 
 ■PICK UP!  ITmediaエンタープライズ 
────────────────────────────────────── 
ITmediaエンタープライズの注目記事をお知らせします。 
 
●キヤノンITSとSSJが固定資産管理システムを発売 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1204/18/news076.html 
 
●不正なAndroidアプリや標的型攻撃の多発ぶりが目立つ2012年第1四半期 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1204/18/news063.html 
 
●EMCジャパン、VNXeストレージ向け管理ツールを無償公開 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1204/18/news046.html 

ヘッダ 
 

原稿仕様（全角38文字以内） 
 

 新着情報 ：5行 
 専門メディア別 ：10行以内 
 CW新着情報 ：10行以内 
 

URL本数 
 

 新着情報 ：3本まで 
 専門メディア別 ：6本まで 
 CW新着情報 ：6本まで 

ミドル 
 

原稿仕様（全角38文字以内） 
 

 新着情報 ：5行 
 専門メディア別 ：10行以内 
 CW新着情報 ：10行以内 
 

URL本数 
 

 新着情報 ：3本まで 
 専門メディア別 ：6本まで 
 CW新着情報 ：6本まで 

・祝祭日および年末年始等の弊社指定日が休刊日となります。 
・原稿は出稿主様でご準備ください。広告レポートはございませんので、ご了承ください。 
・入稿方法、使用禁止文字などにつきましては、http://corp.itmedia.co.jp/corp/ad/regulation_format.html をご覧ください。 

料金（1回配信） 

■TechTarget新着情報（毎週月～金曜） 約257,000通 
 
■専門メディア別メールマガジン 
 

 隔週 月曜 ：セキュリティ 約125,000通 
  スマートモバイル 約104,000通 
 
 隔週 火曜 ：仮想化  約140,000通 
  システム開発 約  95,000通 
  データ分析  約  92,000通 
  中堅・中小企業とIT 約135,000通 
 
 隔週 水曜 ：情報系システム 約  88,000通 
  CRM＆SFA  約  38,000通 
  クラウド  約126,000通 
  医療IT  約  24,000通 
 
 隔週 木曜 ：システム運用管理 約139,000通 
  サーバ＆ストレージ 約113,000通 
  ネットワーク 約  86,000通 
  教育IT  約  99,000通 
 
 隔週 金曜 ：経営とIT  約 106,000通 
  ERP  約  60,000通 
 
■Computer Weekly新着情報（毎週木曜） 約  12,000通 

https://itmedia.smartseminar.jp/public/seminar/view/397
http://corp.itmedia.co.jp/corp/ad/regulation_format.html
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ディスプレイ広告 

商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 imp 枠数 単価 料金 

① スーパーバナー 専門メディアTOP、記事面（WPダウンロードセンター除く） ローテーション 任意 imp 保証 - 2.5 - 

② 

レクタングル 

TOP、専門メディアTOP、記事面 ローテーション 1カ月 imp 保証 - 

3.0 - 

Wレクタングル 4.0 - 

③ 
セカンド 
レクタングル 

ITインフラ 仮想化、クラウド、サーバ＆ストレージ、ネットワーク TOP、記事面 固定 1カ月 100,000 1 - 300,000円 

スマートモバイル スマートモバイル TOP、記事面 固定 1カ月 50,000 1 - 300,000円 

経営とIT 経営とIT、中堅・中小企業とIT、ERP TOP、記事面 固定 1カ月 50,000 1 - 150,000円 

システム開発／ 
運用管理 

システム開発、システム運用管理 TOP、記事面 固定 1カ月 110,000 1 - 200,000円 

セキュリティ セキュリティ TOP、記事面 固定 1カ月 50,000 1 - 200,000円 

情報系 
システム 

データ分析、情報系システム、CRM＆SFA TOP、記事面 固定 1カ月 40,000 1 - 150,000円 

④ テキスト TOP、専門メディアTOP、記事面（WPダウンロードセンター除く） 固定 1カ月 510,000 2 - 400,000円 

TechTargetジャパンに掲載される広告商品です 
寡占的にTechTargetジャパンの訪問者に対して貴社の
メッセージを訴求することができます 
 
スーパーバナー仕様 
 

サイズ：728×90  ファイル形式：Flash, gif, jpg 容量：30KB未満 
ループ：3回  同時原稿本数：3本  差替え：1回 
 

レクタングル／セカンドレクタングル仕様 
 

サイズ：300×300／300×250／300×600（Wレクタングル）  
ファイル形式：Flash, gif, jpg 容量：50KB未満／80KB未満（Wレクタングル） 
ループ：3回  同時原稿本数：4本  差替え：1回 
 ＊一部企画により表出部分が下がる可能性がございます 
 

テキスト仕様 
 

サイズ：全角28文字以内×1行 ファイル形式：テキスト 
同時原稿本数：3本  差替え：1回 

② 

③ 

① 

④ 

③ 

④ 

① 

④ 

② 
② 
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スマートフォン広告 

TechTargetジャパン、ITmedia マーケティングをスマートフォンから閲覧した際に掲載される広告商品です 
スマートフォンで積極的に情報収集を行う読者に対して、メッセージを訴求することができます 

① 

⑤ 

④ 

②／③ 

① 

⑤ 

TOP面 記事面 

PC版と異なるスマートフォンユーザー 
 

すでに全PC版インプレッションの10％がスマートフォンからのアクセスです。 
 

1. 急激に進むスマートフォン活用 
 スマートフォンでの閲覧数が過去1年間で3倍メディア別接触時間の割合も増加 

 
2. スマートフォン単独ユーザー層の増加 
 スマートフォンユーザーのメディア接触態度は従来より変化。情報収集がPC版からスマートフォンへ 

 
3. 高いソーシャル伝播力 
 スマートフォンでのTwitter利用は、PCとくらべ閲覧頻度1.5倍、発信頻度1.7倍 

商品名 掲載面 
掲載 
期間 

想定imp 
枠
数 

料金 

① スマートフォン レクタングル 
TOP 
記事 

1カ月 150,000 1 500,000円 

② スマートフォン バナー 記事 1カ月 140,000 1 300,000円 

③ スマートフォン Wバナー 記事 1カ月 140,000 1 500,000円 

④ スマートフォン テキスト 記事 1カ月 140,000 2 100,000円 

⑤ PR-Features 
TOP 
記事 

1カ月 140,000 5 50,000円 

表示 
方法 

掲載 
開始日 

ファイル 
形式 

サイズ 容量 
同時 
原稿 
本数 

差替 

① 固定 
毎月 
1日 

gif, jpg 
300×300 
300×250 

50KB未満 
ループ3回 

4本 1回 

② 固定 
毎月 
1日 

gif, jpg 300×50 
10KB未満 
ループ3回 

3本 1回 

③ 固定 
毎月 
1日 

gif, jpg 300×100 
20KB未満 
ループ3回 

3本 1回 

④ 固定 
毎月 
1日 

テキスト － 全角28文字以内 3本 1回 

⑤ 固定 
毎月 
1日 

gif, jpg  
+ 

 テキスト 

80×60（4KB未満、アニメ不可） 
タイトル：全角15文字以内 
本文：全角36文字以内（改行不可） 

3本 1回 

■ 商品一覧 

■ 原稿仕様 
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市場を調査する 

● カスタムリサーチ 
● LeadGen. Survey 
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カスタムリサーチ 

製品／サービス選定のキーマンは何を考えているのか？ 
貴社オリジナルのアンケートで “キーマンの生の声” をフィードバック 
 
市場における製品の受容性や競合他社との比較など、さまざまなマーケティング課題に対応したオリジナルの調査を実施し、通常の市場調査ではサン
プリング困難なターゲット層の『生の声』をお届けします。 

展開イメージ 

TechTargetジャパン会員に向けてメールで 
告知／誘導し、回答を収集 
 
主な調査対象となるTechTargetジャパンの会員に対して、
ターゲティングメールやメールマガジンで本調査を告知し、 
アンケートフォームに誘導します。 
 
その他、ITmedia エンタープライズや＠ITなどの誘導枠を 
使用した告知は、オプションで承ります。 

1案件：150万円 
 

※ 詳細実施金額は担当営業にお問い合せください。 

 

■調査期間：約3週間 

貴社ご要望をヒアリングの上、設問を設計 
 
調査内容に関する貴社のご要望を伺わせていただき、アンケー
トの設問を設計します（設問数は15問程度）。なお、調査主
体は、貴社と弊社の共同調査とさせていただきます。 

アンケート回答を集計し、報告書を納品 
 
集まった回答を集計し、報告書を制作、納品させていただきま
す。なお、報告書は単純集計ベースで、pdf/ppt形式ファイル
で納品させていただきます。 

モデル料金 

ご提供内容 

・調査設計 
・調査実施 
・データチェック／集計 
・報告書作成（単純集計ベース、pdf／ppt形式ファイル） 
 

■備考 
 

・回答者個人や所属組織を特定できるようなプロファイル情報 
 のご提供は含まれておりません。 
 

・調査設計には、調査課題ヒアリングおよび設問内容設計を含みます。 
・調査実施には、システム設定・オプトインメール送信・CSVデータ 
 作成・景品関連費を含みます。 
・クロス集計／自由回答サマリーなどを含む詳細報告書や報告会の実施 
 は、オプションで承ります。 
・調査主体は原則的に弊社とクライアント企業様の共催として表記 
 させて頂きますので、ご了承ください。 
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LeadGen. Survey 

調査でユーザ課題を明確にしながら、プロファイルも獲得するプランです 
 

「リード獲得予算でユーザ調査もしたい」 
「ユーザ調査で具体的な課題や検討している人を明確にしてからアプローチしたい」 
など2つのニーズを同時に満たせる商品になっています。 

アンケート回答する 

詳細は別途資料をご用意しています 
営業担当までお問い合せください 

料金 

・基本料金：10万 
・アンケート回答単価：6,000円～／件 
 ＊詳細単価は次頁に記載 

サービス仕様 

設問数20問以内 
実施期間：2ヵ月間 
アンケート設問確定から約10営業日で掲載開始 
設問内容と個人情報を紐付ける必要があります 

紐付けた情報は月1回（合計2回）納品いたします 
＊個人情報のみReportCenterよりすぐにご確認いただけます 

設問は貴社にてご用意ください 
＊複雑な設問形式は対応できないので営業に相談ください 

【お見積り例】 
150件のアンケート回答（単価6,000円）の場合 
100万円（ページ制作費10万円、アンケート回答費：90万円） 



アイティメディア株式会社 
ITインダストリー事業部 営業統括部 

 
TEL：03-6824-9374 

Mail：sales@ml.itmedia.co.jp 
 
 

会員プロフィールや特集予定、お問い合せはこちら 
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/info/guide/ 

お問い合わせ 

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/info/guide/

