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ITmedia エンタープライズとは 

テクノロジーで既存のビジネス・プロセスを変革する 
IT部門向け実践情報サイト 

近年、IT基盤が「仮想化」や「クラウド」によって著しく最適化されたことにより、 
企業はコスト削減だけではないITの効用に気付くこととなりました。 
 
その結果、多くのビジネスリーダーは 
「ITによるデジタルトランスフォーメーション」 
に事業成長の活路を見出そうとしています。 
 
こういったビジネス部門からの期待に応えるため、クラウド 
ネイティブであることは当然として、ビッグデータネイティブ、 
IoTネイティブなIT基盤を再構築することが、IT部門には求められています。 
 
統合運用管理、データマネジメント、バックアップ／リカバリといった 
IT部門にとってなじみの深いタスクも、この考え方のもとに再構築されるでしょう。 
 
企業IT基盤には、ビッグデータ、IoTを支える 
 

「デジタルトランスフォーメーション 
 時代のワークロード」 

 

が必要なのです。 
 
ITmedia エンタープライズではこのような読者の動向を踏まえ、 
IT部門の読者に対し「デジタルトランスフォーメーション時代のワークロード」を 
実現するための情報を提供していきます。 
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メディア方針 

ITmedia エンタープライズの注力カテゴリー 

次世代ビジネス基盤 
３つのカテゴリーで企業のデジタル変革を支援！ 

クラウド 

データ 

セキュリ
ティ 

データ活用が企業のビジネスに好影響を与えるのは明白であり、昨今はIoTやAIな
ど、その活用の方法も高度になっています。業務部門がデータ活用を推進するケ
ースもある一方、真に結果を出すためにはIT部門の協力も不可欠です。そのため
には、今までと異なる発想が必要になります。本コーナーでは、データ活用のト
レンドおよび最新事例、結果を出すために必要な考え方を提供する情報をお届け
します。 

企業戦略としてのデジタルトランスフォーメーション（デジタルへの移行）にIT
部門はどう取り組んでいくか。先行企業の事例を取り上げつつ、正解のない取り
組みを後押しする記事を掲載します。  
 

企業・組織ではサイバー攻撃などの脅威がもたらすインシデントから情報資産や
システムを守ることがますます求められています。本コーナーではインシデント
に対応するために求められるセキュリティの人材育成やテクノロジーの活用を中
心に、最新のセキュリティ動向を交えた情報をお届けします。 
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メディア方針 

クラウドネイティブ、ビッグデータネイティブ、IoTネイティブ時代の 
ビジネス基盤 および セキュリティの領域において 
先進的な取り組みをしている企業や事例をフォーカス 

オートバックスセブンが 
「2800万人」の顧客データを分析できた理由 

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1606/01/
news028.html 

 
1980年代から会員カードの発行を始め、1990年代
にポイント制度を導入するなど、顧客の属性や購買
行動を基にしたマーケティング活動を早くから始め
てきたオートバックスセブン。近年は約2800万人の
データを分析しているが、分析精度を高める取り組
みとともに、データ分析基盤の整備も行ってきた。 

  

ANAグループが考えるインシデント対応と人材 
 

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1603/28/
news026_2.html 

 
ANAグループは、全体の情報セキュリティを担う
「セキュリティセンター」を持株会社のANAホール
ディングスに設置。各事業会社におけるセキュリ
ティ状況のチェックや教育・啓発の推進、情報提供、
問い合わせ対応といった人的な分野で施策を、グ
ループ全体を統制する立場から行うことで全体のセ
キュリティレベルを底上げしていくアプローチだ。 

「君たちはPCと机に向かうな」 
ダイハツのIT部門が現場に飛び込んだ理由 

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1603/18/
news068.html 

 

自動車製造業のIT部門が、机に向かっているのは間
違いだ――。社長の言葉を受けて、ダイハツの情シ
スは“インフラ運用部隊”と現場に飛び込む“遊撃隊”
に分けられた。IT部門の存在意義とは何か。試行錯
誤を繰り返す中で、ダイハツがたどり着いた答えと
は？ 

  

オートバックスセブン マーケティング部  
オムニチャネル企画推進グループ  IT責任者 
小竹理氏 

ダイハツ工業 オフィスサポートセンターICT課長  
朝田卓麿氏 
 

ANAシステムズ 品質・セキュリティ監理室 エグゼ
クティブマネージャ ANAグループ情報セキュリティ
センター ASY-CSIRT 阿部恭一氏 

クラウド データ 
セキュリ
ティ 
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読者ターゲット 

テクノロジードリブンなビジネスとそれを実現するためのIT基盤の構築こそが 
彼らの最大のミッションであり「支える」ことでビジネス変革を担うのです 

「われわれはバージョンアップ部隊ではない」 旭硝子“攻めの情シス”その手法 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1505/11/news032.html 

ガラス大手の旭硝子は、企業ITシステムをメインフレームで組み、5年おきに 
発生するハードウェア刷新もオンプレミスしか考えていなかったが、考えを一転。 
同社は、グローバルで数多くのパートナーとともに事業を展開する企業。 
もっと広く、ポジティブに考え、未来を見据え、クラウドでの刷新計画へ舵を切った。 

 

旭硝子  情報システムセンター  
グローバルITグループ主席 

浅沼勉 氏 

われわれはバージョンアップ＆保守部隊ではなく、 
業務改革の担い手である 

ITmedia エンタープライズの読者ターゲットは 
ビジネス変革をテクノロジーで支えるIT部門リーダー 
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メディア概要 

｜媒体名 ITmedia エンタープライズ 

｜URL http://www.itmedia.co.jp/enterprise/ 

｜PV 約346万 PV / 月、約185万 UB / 月 ※2017年7月実績 

▼サイト概要 

▼ITmedia エンタープライズの注力テーマ 

ビジネス変革に求められる企業IT基盤の構築、最新技術動向、
テクノロジードリブンを実現している企業の事例など 
「デジタルトランスフォーメーション時代のワークロード」を 
実現するための最新情報を提供 

クラウド 
 データ 

マネジメント 

 セキュ 

リティ 

 重要 

トレンド 

これらのテーマに関する情報をオンライン・オフライン両面から提供しています 

オンライン コミュニケーション オフライン コミュニティ × 
ITmediaエンタープライズでは、ビジネス
のデジタル化を重要経営課題と捉え、ビジ
ネス変革を実現した企業の成功事例を徹底
フォーカス。テクノロジーやソリューショ
ンに寄らず、ビジネス視点を中心した内容
により、IT部門上位層の課題意識を啓発。
明日の意思決定のヒントとなる情報を提供
しています。 

ITmedia エンタープライズは、企業のビジ
ネス変革の一翼を担うIT部門読者限定のコ
ミュニティ「俺たちの情シス」を運営してい
ます。懇親を深めてもらう場というだけでな
く、今後のIT部門が直面する課題を啓発す
るとともに、解決策をコミュニティ内で模索
することで、メディア読者間のエンゲージメ
ントを強めています。 

多くの企業にとっての経営課題となる「ビジネスのデジタル化」＝ビジネス×ITと、 
マイナンバー、CSIRT、IFRSなど、時勢ごとに対応急務となるトピックを取り扱います。 
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情報システム関連職 

47% 

業務関連職 

53% 

IT関連業 

32% 

非IT関連業 

63% 

その他 

5% 

経営者・役員クラス 

5.2% 
事業部長・工場長クラス 

0.7% 

部長クラス 

5.8% 

課長クラス 

13.7% 

係長・主任クラス 

27.1% 

一般社員・職員クラス 

35.7% 

契約・嘱託・派遣 

5.5% 

パート・アルバイト 

1.4% 

その他 

4.8% 

読者プロフィール「基本属性」 

役職 

≫読者の53％が役職者 

職種 

≫読者の47％がIT部門 

≫読者の63％がユーザー企業（※昨対5％アップ） 

≫読者の65％がIT製品導入関与者 

業種 

情報システム関連職： 
 自社システムの保守・運用 9.6％ 
 自社システムの企画・設計・開発 7.6％ 
 その他IT関連職 5.5％ 
 お客様のシステムの保守・運用 5.2％ 
 CIO・マネージャー 4.8％ 
 お客様のシステムの企画・設計・開発 3.1％ 
 ITコンサルタント 3.1％ 
 プログラミング・テスト 3.1％ 
 ITアーキテクト 2.7％ 
 プロジェクトマネージャ 2.1％ 

35.7  

11.0  

5.8  

19.2  

47.8  

33.0  

0 10 20 30 40 50 60 

製品の導入には関わっていない 

他社に提案する立場 

製品導入を承認・決裁する立場 

導入製品を決定する立場 

情報を収集し、製品を評価・検討する立場 

製品導入を要望・起案する立場 



Copyright © 2017 ITmedia Inc. 8 

読者プロフィール「ビジネスにおける課題」 

19.6  
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4.8  4.5  3.4  3.4  3.1  

0.7  0.7  

25.4  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

以下に挙げるビジネステーマの中で、お勤め先でお金を払ってでも実現／改善したい課題があれば、 

いくつでもお選びください。（複数回答） 

（有職者：n=291） 

(%) 

  1位「情報セキュリティ対策」 
  2位「データ分析・活用」 
  3位「働き方改革」 

が上位のビジネス課題に 

ITmedia エンタープライズ 2016年読者調査より 
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読者プロフィール「ビジネスにおける関心事項」 

3.8  

8.2  

13.7  

15.1  

17.5  

17.5  

18.6  

18.9  

19.9  

20.3  

22.0  

25.1  

27.5  

30.6  

34.0  

41.9  

42.6  

0 10 20 30 40 50 

あてはまるものはない 

シェアリングビジネス（シェアハウス、カーシェアなど） 

ICT活用による公共事業・地域活性 

FinTech (*2) 

クライアント環境 

業務アプリケーションの構築／導入 

グローバル化とIT戦略 

データ活用ビジネス 

ビジネスのデジタル化対応 (*1) 

インシデント対応 

仮想環境への移行・構築 

次世代のITオフィス環境・働き方変革 

テクノロジー活用による新規ビジネス 

システム運用管理 

ロボットや人工知能などの最新事例 

IoT最新事例 

セキュリティ最新動向 

以下に挙げるビジネス／IT関連トピックの中で、関心があるものをすべてお選びください。（複数回答） 

（有職者：n=291） 

アンケートでは以下のように記載 
※1 ビジネスのデジタル化対応（クラウド、ソーシャル、モバイルなど） 
※2 FinTech（金融とITを掛け合わせた分野で活躍するベンチャー企業やそのイノベーション） 

ITmedia エンタープライズ 2016年読者調査より 

(%) 
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読者プロフィール「業界別閲覧企業ランキング」 

順位 製造業 

1 株式会社日立製作所 

2 株式会社東芝 

3 パナソニック株式会社 

4 キヤノン株式会社 

5 三菱電機株式会社 

6 シャープ株式会社 

7 日本アイ・ビー・エム株式会社 

8 株式会社リコー 

9 トヨタ自動車株式会社 

10 大日本印刷株式会社 

順位 建設業 

1 株式会社加賀田組 

2 鹿島建設株式会社 

2 大成建設株式会社 

4 株式会社竹中工務店 

5 株式会社協和エクシオ 

6 株式会社メイエレック 

7 東芝プラントシステム株式会社 

7 五洋建設株式会社 

9 住友電設株式会社 

10 株式会社QES 

順位 運輸業・郵便業 

1 全日本空輸株式会社 

2 アジア航測株式会社 

3 富士物流株式会社 

3 三菱倉庫株式会社 

5 ホンダロジコム株式会社 

5 東日本高速道路株式会社 

5 北海道急行運輸株式会社 

8 中日本高速道路株式会社 

9 西日本高速道路株式会社 

9 丸全昭和運輸株式会社 

順位 商社、卸売業、小売業 

1 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

2 住友商事マシネックス株式会社 

3 ソレキア株式会社 

4 株式会社理経 

5 ソニービジネスソリューション株式会社 

6 ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 

7 株式会社ハイエレコン 

7 大興電子通信株式会社 

9 萩原電気株式会社 

10 丸紅株式会社 

順位 金融業・保険業 

1 株式会社損害保険ジャパン 

2 みずほ証券株式会社 

3 アイフル株式会社 

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

5 三井生命保険株式会社 

5 東京海上日動火災保険株式会社 

7 株式会社紀陽銀行 

8 株式会社吉野家ホールディングス 

8 株式会社東京証券取引所 

10 苫小牧信用金庫 

順位 教育・学習支援業 

1 松江工業高等専門学校 

2 国立大学法人東京大学 

3 独立行政法人産業技術総合研究所 

4 京都大学 

5 国立大学法人北海道大学 

6 公立大学法人大阪市立大学 

7 国立大学法人東京工業大学 

8 学校法人関西大学 

9 国立大学法人東北大学 

10 学校法人愛知淑徳学園 

順位 情報通信業 

1 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

2 SCSK株式会社 

3 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

4 東日本電信電話株式会社 

5 日本ユニシス株式会社 

6 株式会社野村総合研究所 

7 京セラコミュニケーションシステム株式会社 

8 関電システムソリューションズ株式会社 

9 TIS株式会社 

9 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

順位 電気・ガス・熱供給・水道業 

1 東京ガス株式会社 

2 東京電力株式会社 

3 東北電力株式会社 

4 東邦瓦斯株式会社 

4 北海道電力株式会社 

6 北陸電力株式会社 

7 電源開発株式会社 

8 四国電力株式会社 

8 堀川産業株式会社 

10 大阪ガス株式会社 

順位 公共・官公庁 

1 農林水産省/水産庁 

2 東京都/本庁代表 

3 総務省 

4 外務省 

5 内閣法制局 

6 国土交通省/観光庁 

7 環境省 

8 特許庁 

8 防衛省 

10 大阪市役所 

※調査方法：アクセス元IPアドレスより企業名を判定 / 計測期間：2016年1月1日～2016年1月28日 / 期間中計測社数：全3085社  
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オフラインセミナー 

ITmedia エンタープライズ主催の集合セミナー 

ビジネスサイドが求めるスピードを叶える情報システムを実現していく 
アプローチについて、先進的な取り組みを進める企業事例を交え、 

課題意識が高いIT部門のリーダー層、現場層に指南します 
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オフラインコミュニティ 

▼開催実績 
第1回 ユナイテッドアローズ×ITmedia 「情シス同士、ここだけの話」/来場30名 
第2回 “勝手クラウド”に悩む情シス、集まれ！/来場28名 
第3回 会社の“困ったちゃん”対策大会議/来場35名 
第4回  「ノマド族」に困っている情シス、集まれ！/来場18名 
第5回  「コミュニケーション」で悩んでいる情シス、集まれ！/来場30名 
※役職者比率64％ 企業規模1000名以上が50％（来場アンケート集計結果より） 

日々奮闘するITリーダーたちのためのコミュニティ 

俺たちの情シス 
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/features/omp/orejyo.html 

ITを活用したビジネス革新が求められている今、経営者や業務部門が情報システム部門に寄せる期
待が日に日に高まっています。しかし、実際の現場ではどうでしょう。会社のビジネスを情報シス
テム部門が引っ張っていくなんて絵空事。社内インフラの保守や運用などの日々の業務を 
こなすだけでせいいっぱいというのが実情ではないでしょうか。ITmedia エンタープライズでは、
経営の要求に悩みながらも奮闘する情報システム部門のために、情シス同士が交流し、気軽に情報 
交換できる場「俺たちの情シス」を運営しています。 
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プロモーションのポイント 

  ITによるビジネス課題の解決を求めているIT部門へのリーチ 

ITmedia エンタープライズの読者の多くがビジネス課題を持っています（P11参照）。 
ITmedia エンタープライズでは、オンラインおよびオフラインによる効果的なプロモーション 
プラットフォームを用意しています。ビジネス戦略としてのITの可能性を考える立場にある人 
に向けて、貴社のビジョンおよびソリューションを訴求できます。 

 「ビジネス×IT」のプロモーションプラットフォームに最適 

今や、IT導入の意思決定に関わる主要プレイヤーは多部門にわたっています。IT部門向けの 
専門媒体であるITmedia エンタープライズは、 IT部門上位層を有するオフラインコミュニティ、 
ITmedia エグゼクティブや、LOB部門を有するITmedia ビジネスオンラインとの共通のテーマ 
である「ビジネス×IT」を掲げているため、「企画」と「施策の組み合わせ」により、製品導入 
に関わる主要3部門（IT、業務、経営）横断での波及効果をはかります。 

  オンラインからオフラインまで目的に応じたさまざまな広告商品 

オーディエンスターゲットとしたディスプレイ広告によるアウェアネス施策から、記事体広告 
による読者とのコミュニケーション施策、コアな製品訴求をはかるためのオフライン施策、 
オンラインリードの獲得プランなど、目的に応じた広告商品をご提供いたします。 
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広告メニュー 
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純広告 - ゲートパック 

ページ全体を覆うゲートパックは、ブランディング目的に最適な広告商品です。 
 

ゲートパックは、該当ページの外枠を囲む 「ゲート」 と 「スーパーバナー」、「レクタングル」 を 
同時に掲載するプレミアムな広告パックです。 

 ・配信 ：当社ADサーバー 
 ・クリック ：可 
 ・URL ：ゲート（ヘッダー＋背景）/スーパーバナー/レクタングルの3原稿に個別指定可 
 ・音声 ：不可 
 ・原稿本数 ：1本 
 ・原稿差替 ：不可 
 ・入稿締切 ：10営業日前（ご入稿メールは原稿ごとに3通に分けていただきますようお願い致します） 
 ・レポート ：ゲート（ヘッダー＋背景）/スーパーバナー/レクタングル各部分の数値を個別集計可 

①ゲート（ヘッダー） 
 ・原稿サイズ：左右990pixel×天地80pixel 
 ・ファイル容量：100KB未満 
 ・アニメーション：30秒以内 
 ・ファイル形式：gif/jpeg 

※ サイトを縦にスクロールしても、背景はスクロールされず、固定で表示されます。 
※ 背景の表示可能領域は、ページ両脇の左右305ピクセル×天地1200ピクセルになります。 
※ 一般的なディスプレイ解像度で表示可能な領域は、左右1280ピクセル×天地600ピクセルになります 

■広告原稿仕様 

■その他詳細 

■広告商品 

②ゲート（背景） 
 ・原稿サイズ：左右1280pixel×天地600pixel 
 ・ファイル容量：200KB未満 
 ・アニメーション：不可 
 ・ファイル形式：gif/jpeg 

商品名  掲載面  枠数  露出頻度 掲載期間  インプレッション 料金  

ゲートパック TOP 2 約1/2回 1週間 5千 想定 ¥400,000 

② 

ゲ
ー
ト
（
背
景
） 

① ゲート（ ヘッダー ） 

② 

ゲ
ー
ト
（
背
景
） 

③スーパーバナー 

④ 
レクタングル 
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純広告 - WelcomeScreen 

広告主様のメッセージを強烈なインパクトを持って伝えることができます。 
 

各チャンネルのTOPページにアクセスした読者に「左右640×天地480」の大型バナーを表示します。 

・掲載開始時間のご指定はできません。 
・第三者配信の広告掲載はできない場合がございます。 
・リンク先は別ウィンドウにて遷移します。 
・ページ読み込みから15秒後に、アクセスしたURLに自動遷移します。 

・サイズ ：左右640×天地480 
・容量 ：80KB未満 
・ファイル形式 ：gif、jpg（※ループ、ALT不可） 
・アニメーション ：10秒以内 
・表示回数 ：1UBに対して12時間に1回（1日最高2回まで） 
・同時掲載本数 ：3本 
・差替回数 ：期間中1回 
・入稿締切 ：10営業日前 

※TOPページ以外、直接アクセスした場合は、表示されません。 

■広告原稿仕様 

■その他詳細 

■広告商品 

商品名  枠数  掲載期間  インプレッション 料金  

Welcome 
Screen 

1 1週間 6千 想定 ¥200,000 

WelcomeScreen 
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純広告 - ビルボード動画広告 

各メディアのグローバルナビゲーション直下でビッグサイズの動画コンテンツを再生させる広告枠です。 
読者に対して強いインパクトを与える事が可能です。 

媒体名 掲載面 枠数 料金 商品仕様 

ITmedia エンタープライズ TOP/記事面 1 
imp＠10円 

最低実施金額 200万円 

▼展開時 
左右：950px 
天地：400px 
 
▼収束時 
左右：950px 
天地：90px 

CLOSE 

↑ナビゲーション以下のコンテンツを押し下げた状態で動画再生開始。 
左下の音声ボタンでON/OFF切り替え、右下のCLOSEボタンで広告枠が収束。  
  
       ↓収束後の静止画バナーをクリックで再度展開。 
 

収束後 
 

※CLOSEボタンClick後 

▼商品概要 

▼入稿規定 

入稿素材 ファイル形式 容量 サイズ その他備考 入稿締切 

①動画ファイル flv、mp4 2MB以内 950px × 400px以内 30秒以内 

20営業日前 

②リマインダー用バナー gif、jpg 50KB以内 950px × 90px ー 

▼注意事項 
 ・音声はデフォルトOFFとなります。 
 ・ご提供できる掲載面や掲載数(imp）および料金は、他の広告掲載状況により異なります。 
  お手数ですが営業担当へお問い合わせください。 
 ・同時期にWelcomeScreenの掲載がある場合がございます。ご了承ください。 
 ・料金には、別途消費税がかかります。 
 ・料金および各種仕様については、予告なく変更する場合がございます。 
 ・リマインダーバナーを当社で制作する場合、別途制作費がかかります。 
 ・レポート項目：imp、クリック、再生数(率)、1/4再生数(率)、2/4再生数(率) 、3/4再生数(率) 、動画再生完了数(率)  
 ・リマインダーバナーには動画が再生される旨明記することを推奨します。 
  ただし、その場合は代替画像とは別素材でご準備ください。 
 ・動画のサイズが950x400より小さい場合、中央に動画を寄せる形で表示し、空きスペースは黒く表示されます。 
  また950x400のサイズでご作成いただいた場合、左下・右下のボタンはクリエイティブに重ねて表示されます。 

ビルボード 

AD 
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純広告 - インリード 

▼入稿規定 

ページをスクロールし広告表示 
位置にくると、広告が出現し 
動画再生開始。 

右上の×で広告Close、左下の 
音声ボタンで音声ON/OFF。 
それ以外Clickでリンク先遷移。 

右上の×で広告Close、左下の 
リピートボタンで再度再生。 
それ以外Clickでリンク先遷移。 

 ・媒体によって掲載位置が異なりますので、詳細はお問い合わせください。 
 ・音声はデフォルトOFFとなります。 
 ・動画領域の50％が表示エリアに入ったときにのみ動画が表示され、50％未満に 
  なったときには一時停止します。 
 ・ご提供できる掲載数(imp）および料金は、他の広告掲載状況により異なります。 
  お手数ですが営業担当へお問い合わせください。 
 ・1秒の再生をもって課金となります。 
 ・料金には、別途消費税がかかります。 
 ・料金および各種仕様については、予告なく変更する場合がございます。 
 ・レポート項目：Viewable Impression数、クリック数、1/4再生数、2/4再生数、 
  3/4再生数、動画再生完了数、概算ユニークユーザー数 

記事ページをスクロールし、記事下に広告部分が表示されてから動画が再生開始される広告です。記事を読み終えた後の読者に自
然な流れで動画を見せることができ、コンテンツの冒頭から無駄なく露出することが可能です。 

▼商品仕様 

媒体 掲載面 枠数 料金 

ITmedia エンタープライズ 
記事面 

（記事下） 
1 View＠6.0円～ 

①動画再生開始時 ②再生中 ③動画再生終了後 

ファイル形式 映像コーデック 音声コーデック ピクセルサイズ 容量 尺 ビットレート 入稿締切 

動画ファイル 
フォーマット 

mp4 H.264 

AAC 
 1280px × 720 px 
 ※16:9の縦横比 

100MB以内 5～30秒 
映像：1,000kbps 以上 
音声：64kbps 以上 

15営業日前 flv H.263 

mov H.264 

表示環境：【OS】Windows Vista、Windows 7、 Windows 8、 Mac OS 10.5 
      【ブラウザ】Chrome／Firefox／Safari：自動更新による最新バージョン、Internet Explorer 9、 Mobile Safari、 Mobile Chrome、Andoroid Browser 
        JavaScript有効  ※表示環境につきましてはAppVador社の規定に則ります。また、通信環境や端末、OSの仕様等によって表示に影響がある場合がございます。予めご了承ください。 
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純広告 - ムービーレクタングル（インバナー） 

▼商品概要 

ファイル形式 映像コーデック 音声コーデック サイズ 容量 長さ ビットレート 

mp4（推奨） 
H.264 

ACC 
1280×720 pix 

（横×縦） 
100MB以下 5～30秒 

映像：1000kpbs以上 
音声：64kbps以上 

mov 

flv H.264 

ローテーションムービーレクタングル 

掲載面 全ページでランダム表示 

単価 4.0円 

期間 1週間～ 

想定imp インプレッション保証 

掲載サイズ 
広告面：300（横）× 250（縦）pix 
動画部分：300（横）× 168（縦）pix 

入稿期日 15営業日前 

途中差し替え 不可 

▼入稿仕様 

※インターレス処理はプログレッシブを推奨いたします。 
※動画ファイルは各端末・OSのバージョンに最適化された状態で配信いたします。 

ムービー 
レクタングル 

 ・音声はデフォルトOFFとなります。 
 ・動画領域の50％が表示エリアに入ったときにのみ動画が表示され、50％未満になったときには一時停止します。 
 ・料金には、別途消費税がかかります。 
 ・料金および各種仕様については、予告なく変更する場合がございます。 
 ・レポート項目：再生率、CTR、1/4再生率、2/4再生率、3/4再生率、動画再生完了率、概算ユニークユーザー数 
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約315万 約153万 

月間PV 月間UB ビジネスを革新するIT部門向け実践情報サイト 

企業向け情報システムの最新技術動向や導入事例を配信するビジネス視点のIT情報專門メディアです。専任の記者による丹念な取材のほか、 
専門家の寄稿、アルファブロガーによるユニークかつ深い洞察など、質の高い情報と多様なコンテンツを配信します。 

ブログ掲載イメージ 

① 
② 

① 

⑧ 

⑦ 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

⑫ 

⑬ 

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 

⑪ 

純広告 - TOP／記事 

商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 
掲載 
開始日 

インプ 
レッション 

枠
数 

料金 
単
価 

ファイル 
形式 

サイズ 
(W×H) 

容量 

① スーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 

任意 
(1週間以上) 

任意 

imp 
保
証 

- 

- 3.0  

gif、jpg 

728×90 
30KB 

 

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション imp 
保
証 

- 4.0  728×180 
60KB 

 

② 
プッシュダウン 
スーパーバナー 

TOP、SubTOP ローテーション imp 
保
証 

- - 6.0  gif、jpg 
リマインダー: 728×90 

プッシュダウン: 728x300 

30KB 
 

70KB 
 

③ レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 

毎月 
1日 

10万 
想
定 

2 

¥400,000 - 

gif、jpg 

300×300／300×250 
50KB 

 

④ Wレクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 10万 
想
定 

¥600,000 - 300×600 
80KB 

 

⑤ テキスト 
TOP、SubTOP、
記事 

固定 2週間 
隔週 
月曜 

100万 
想
定 

2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 - 

⑥ PR-Features TOP、SubTOP 固定 2週間 
隔週 
月曜 

7.5万 
想
定 

1 ¥100,000 - gif、jpg + テキスト 
アイコン：80×60(4KB、アニメ不可) 
タイトル：全角20文字以内 
テキスト：全角130文字以内(流込) 

⑦ 
ローテーション 
スーパーバナー 

記事 ローテーション 

任意 
(1週間以上) 

任意 

imp 
保
証 

- 

- 3.0  

gif、jpg 

728×90 
30KB 

 

⑧ 
ローテーション 
Wスーパーバナー 

記事  ローテーション imp 
保
証 

- 4.0  728×180 
60KB 

 

⑨ 
ローテーション 
レクタングル 

記事（オルタナテ
ィブ・ブログを除く
）  

ローテーション 

任意 

imp 
保
証 

- 

- 3.5  

gif、jpg 

300×300／300×250 
50KB 

 

⑩ 
ローテーション 
Wレクタングル 

記事（オルタナテ
ィブ・ブログを除く
）  

ローテーション imp 
保
証 

- 4.5  300×600 
80KB 

 

⑪ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 
任意 

(1週間以上) 
任意 imp 

保
証 

- - 2.0  gif、jpg 300×300／300×250 
50KB 

 

⑫ 
オルタナティブ・ブログ 
レクタングル 

ブログ エントリーペ
ージ 

ローテーション 

任意 
(1週間以上) 

任意 

imp 
保
証 

- - 3.5  

gif、jpg 

300×300／300×250 
50KB 

 

⑬ 
オルタナティブ・ブログ 
Wレクタングル 

ブログ エントリーペ
ージ 

ローテーション imp 
保
証 

- - 5.5  300×600 
80KB 

 

P
5 

WelcomeScreen TOPアクセス時 固定 1週間 毎週月曜 6,500 
想
定 

1 ¥200,000 - gif、jpg 640×480 
80KB 

 



Copyright © 2017 ITmedia Inc. 21 

■PC版と異なるスマートフォンユーザー 
 

すでに全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 

スマートフォンアクセス専用のユーザーインターフェースに特化した広告商品です。 

①レクタングル 

②バナー 

④テキスト 

②バナー 

①レクタングル 

⑤ PR-
Features 

■ TOP面 ■ 記事面 

＆原稿仕様 ■広告商品 

サイト 掲載面 表示方法 掲載期間
掲載

開始日
枠数 料金 単価

ファイル

形式

サイズ

(W×H)
容量 ループ

同時原稿

本数
差替

①
スマートフォン

レクタングル
TOP、記事 ローテーション

任意

(1週間以上～)
任意 - - 3.5 gif、jpg

300×300

300×250
50KB未満 3回 4本 1回

②
スマートフォン

バナー
記事 ローテーション

任意

(1週間以上～)
任意 - - 3.0 gif、jpg 300×50 10KB未満 3回 3本 1回

③
スマートフォン

Wバナー
記事 ローテーション

任意

(1週間以上～)
任意 - - 4.0 gif、jpg 300×100 20KB未満 3回 3本 1回

④
スマートフォン

テキスト
記事 固定 1ヶ月間 毎月1日 150万 想定 2 ¥750,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑤
スマホリンク

※タイアップ専用枠
TOP、記事 固定 1ヶ月間 毎月1日 150万 想定 5 ¥500,000 - gif、jpg＋テキスト - 3本 1回

80×60（4KB未満、アニメ不可）

タイトルテキスト：全角15文字以内

本文テキスト：全角36文字以内（改行不可）

　　エンタープライズITメディアユニット

　　　・＠IT

　　　・ITmedia エンタープライズ

　　　・ITmedia エグゼクティブ

インプ

レッション

imp 保証

（10万imp～）

imp 保証

（10万imp～）

imp 保証

（10万imp～）

商品名

純広告 - スマートフォンビュー 
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純広告 - スマートフォン プレミアムムービーAD 

▼商品概要 

※料金には別途消費税がかかります。 
※料金、枠数、仕様などは、予告なく変更する場合がございます。 
※動画タップ後の掲載サイズは、端末・OSのバージョンによって最適化して配信されます。 
※ご提供できるimp数や想定掲載期間は状況により異なりますので、営業担当へお問い合わせください。 

ファイル形式 映像コーデック 音声コーデック サイズ 容量 長さ ビットレート 

mp4 
H.264 

ACC 
1280×720 pix 

（横×縦） 
100MB以下 5～30秒 

映像：1000kpbs以上 
音声：64kbps以上 

mov 

flv H.264 

名称 スマートフォン プレミアムムービーAD 

掲載名 記事面 

料金 6円（最低実施金額 60万円～） 

期間 1週間 

想定imp View保証 

表示回数 1UBに対して6時間に1回（1日最高4回） 

掲載サイズ 320（横）×180（縦）pix 

配信デバイス スマートフォン（iOS/Android） 

途中差し替え 不可 

入稿期日 15営業日前 

▼入稿仕様 

※インターレス処理はプログレッシブを推奨いたします。 
※動画ファイルは各端末・OSのバージョンに最適化された状態で配信いたします。入稿されたサイズのまま配信されることはございません。 
※Web閲覧時は、モーションjpgにて表示するため、画質が低下いたします。 

プレミアムムービーAD 
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スペース 枠数 料金

　ヘッダー 3 全角38文字(半角76文字)以
内

x   5行 ¥150,000

 Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以
内

x  10行 ¥300,000

表題: 全角30文字(半角60文字)以
内

x   1行

本文: 全角38文字(半角76文字)以
内

x 100行以内

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以
内

x   5行 ¥100,000

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以
内

x   5行 ¥50,000

表題: 全角30文字(半角60文字)以
内

x   1行

本文: 全角38文字(半角76文字)以
内

x 100行以内

毎週 月～金×2回約70,000通

1　Special版メール 

朝毎週 月約13,000通

朝毎週 月～金約65,000通1　Special版メール 

メールマガジン

ITmedia エンタープライズ
メールマガジン

ITmedia エンタープライズ
中小企業通信

原稿仕様 配信日配信数

¥600,000

¥300,000朝毎週 月～金約12,000通

朝

純広告 - メールマガジン 

ヘッダー 

フッター 

▼広告商品＆原稿仕様 

Special 

【注意事項】 
・ヘッダ・ミドル・フッタ につきましては、広告レポートはございません。予めご了承ください。 
・Special版メール・ターゲティングメールのURLについては、 
 配信時クリックカウント用URLに変更されます。予めご了承ください。 
 
【補足】メールマガジン広告原稿作成にあたって  
・URL本数は5行広告につき3本まで、号外メール/Special版メールは20本まで、 
 テキスト広告は1本となります。  
・広告原稿は電子メールにて、完全原稿として入稿してください。校正、修正等はいたしません。  
・リンク先URLの前後は必ず半角スペースを入れてください。 
 ユーザー環境によってはリンクが機能しない場合があります。  
・原稿作成には必ず等幅フォントをご利用ください。  
・機種依存文字のご使用はお控えください。  
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費目 料金 備考 

基本料金 50,000円 
テキスト 
メール形式 

メール配信料金 80円＠1通 

セグメント 
フィールド利用料 

・3フィールド以内は無料 
・4フィールド以上から1項目追加につき＋2万円 

■ 原稿規定 （※入稿方法、使用禁止文字などは入稿基準をご覧ください） 

・ 件名 ：全角30文字以内 
・ 本文 ：全角38文字（半角76文字）以内×100行以内 
・ 入稿締切日 ：3営業日前 18時まで 
・ クリックカウントの取得：あり 、URLリンク数：20本まで（※） 

価格 ：130,000円～／1回 （税別） 
配信数限定 ：1日1社 
配信可能日 ：平日 ※配信時間の指定はできません 
最大配信可能数 ：約55,000通 

＜セグメントフィールド＞ 

「ITmedia エンタープライズ ターゲティングメール」は、ITmedia エンタープライズ読者の中からオプトインの許諾を得ている 
ユーザー(約55,000名)に対して、業種や職種・役職・ 勤務地などの会員属性を指定してターゲティングできる1社独占のメール 
サービスです。 

■職種 
・経営・経営企画職  
・環境対策・環境推進職  
・情報システム関連職  
  社内情報システム（CIO・マネージャ）  
  社内情報システム（企画・計画・調達）  
  社内情報システム（開発・運用管理）  
  社内情報システム（その他）  
  ITコンサルタント  
  ITアーキテクト  
  プロジェクトマネージャ  
  システム分析・設計  
  プログラミング・テスト  
  保守・運用管理  
  その他情報システム関連職  
・モノづくり（研究・開発/設計/生産・製造技術）関連職  
  製品企画  
  研究  
  開発  
  論理・回路設計（アナログ）  
  論理・回路設計（デジタル）  
  機構・筐体などのメカ設計  
  その他の設計  
  解析・シミュレーション  
  組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト）  
  組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング）  
  組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理）  
  製造・生産技術  
  生産管理・工程管理  
  品質管理  
  その他モノづくり関連職  

・総務・人事・教育職  
  総務・庶務  
  人事・教育職  
  法務・知財・渉外  
・財務・会計・経理職  
  財務  
  会計・経理  
・資材・購買職  
・広報・宣伝・マーケティング職  
  宣伝・マーケティング  
  広報・IR  
・デザイン・クリエイティブ職  
・営業・販売・サービス職  
・その他専門職  
・その他一般職  
・主婦・主夫  
・学生  
・無職  
 
■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  

■勤務地 
・47都道府県 
 
■業種 
・農林水産業・鉱業  
・建設業  
・商社  
・製造業  
  コンピュータ関連機器製造業  
  コンピュータ関連ソフトウェア製造業  
  電子部品・デバイス・電子回路製造業  
  電気機器製造業  
  自動車・輸送用機器製造業  
  産業用・事務用機器製造業  
  食品・化学・薬品製造業  
  素材・エネルギー関連製造業  
  その他の製造業  
・情報サービス業  
  パッケージソフトウェア業  
  SI（システムインテグレータ）  
  受託開発・情報処理  
  組み込みソフトウェア業  
  ITコンサルティング業  
  その他情報処理・情報サービス業  
・通信サービス業  
  通信事業者  
  ISP・iDC・SaaS・クラウド事業者  
  その他通信サービス業  
・卸売業・小売業  
  コンピュータ関連製品販売業・リセラー  
  その他卸売業・小売業  

・電気・ガス・熱供給・水道業  
・運輸業・郵便業  
・金融業・保険業  
・不動産業・物品賃貸業  
・宿泊業・飲食サービス業  
・生活関連サービス業・娯楽業  
・専門・技術サービス業  
・新聞・出版・放送・メディア・広告業  
・教育・学習支援業  
・医療・福祉  
  医師（開業医）  
  医師（勤務医）  
  歯科医  
  看護師  
  医療事務員  
  介護職／ホームヘルパー  
  そのほか（作業療法士、理学療法士など）  
・その他のサービス業  
・政府／官公庁／団体  
・その他の業種  
・自由業  
・主婦・主夫  
・学生  
・無職  

■従業員 
・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  
 
■IT関連年間予算規模 
・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  

■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  
 
■意思決定立場 
・企業全体の経営戦略を策定／ 
 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  
・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  
・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  

※リンクURLは配信時にクリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください。 

純広告 - ターゲティングメール 
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ビジネス視点のIT情報専門メディア「ITmedia エンタープライズ」とITによる企業変革をテーマに企業の上級職
の方々にコミュニティを提供する会員制メディア「ITmedia エグゼクティブ」のタイアップ記事プランです。 
オンラインDM「ITmedia エグゼクティブ Summary」と共にご利用いただくことで、あらゆる立場でITに携わる 
マネージャー以上の方々に対して、効率的にアプローチすることが可能です。 

誘導枠掲載位置 

ITmedia エグゼクティブ 

スタンダードプラン：￥1,800,000- 
 

●コンテンツ： 
・タイアップ記事1本(コンテンツ掲載費含) 
・ITmedia エグゼクティブ Summary 転載版 配信1回 
 

●誘導枠： 
・ITmedia エグゼクティブ サイドリンク（1カ月間） 
・ITmedia エグゼクティブ 記事下リンク（1カ月間） 
・ITmedia エンタープライズ トップリンク（2週間） 
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（1週間） 
・ITmedia エンタープライズ 記事下リンク（2週間） 
 

●実施期間 
 1カ月間 

ITmedia エンタープライズ 

トップページ 記事ページ 

誘 
導 
枠 

トップページ 記事ページ 

誘導枠 

トップリンク 

誘 
導 
枠 

誘 
導 
枠 

誘導枠 

記事下リンク 

サイドリンク 

スタンダードプラン：￥1,800,000- 
 

●コンテンツ： 
・タイアップ記事1本(コンテンツ掲載費含) 
・ITmedia エグゼクティブ Summary 転載版 配信1回  
 

●誘導枠： 
・ITmedia エンタープライズ トップリンク（1カ月間） 
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（1カ月間） 
・ITmedia エンタープライズ 記事下リンク（1カ月間） 
・＠IT サイドリンク（2週間）※次頁参照 
 

●実施期間： 
 1カ月間 
 

ITmedia エンタープライズ 

ITmedia エグゼクティブ 

誘 
導 
枠 

誘導枠 

記事下リンク 

オンラインDM（HTMLメール型 タイアップ記事） 
ITmedia エグゼクティブ Summary 

ITmedia エグゼクティブ Summary 

制作版：￥1,300,000- 
  

●コンテンツ： 
・タイアップコンテンツ1本 
 約4,000文字まで（1,000～1,500文字推奨） 
 写真1点 
 図版1点 
●メール配信： 
・1回（HTMLメール形式/約5,500通） 
 

転載版：￥800,000- 
●メール配信： 
・1回（HTMLメール形式/約5,500通） 
 ※転載する元記事は当社メディアで掲載したものに限ります。 

配信イメージ 

長年に渡りエンタープライズIT業界を取材し、 
数多くの媒体で編集長を務めてきた浅井英二 
おすすめのコンテンツとして、貴社のタイアッ
プ記事を本人執筆のコラムと共にHTMLメール
で配信する「オンラインDM」サービスです。 
 
上場企業および上場相当企業にお勤めで課長職
以上の会員約5,500名に対し、貴社の製品やサ
ービスのダイレクトな訴求を実現します。 

ITmedia エグゼクティブ Summaryとは？ 

サイドリンク 

企画広告 - Special（タイアップ記事） 
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企画広告 - Special（タイアップ記事） 

トップリンク Top センター ローテーション 1ヶ月 約12万 8 ¥250,000

サイドリンク Top、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約200万 30 ¥600,000

記事下リンク 記事 本文記事下 ローテーション 2週間 約85万 8 ¥400,000

料金枠数サイト 商品 掲載面 表示方法 掲載期間 想定imp掲載位置

ITmedia エンタープライズ

エンタープライズIT メディアユニット スマホリンク Top、記事 スマートフォンビュー 固定 1ヶ月 約150万 5 ¥500,000

スマートフォン

メディアユニット
掲載期間 想定imp 枠数 料金商品 掲載面 掲載位置 表示方法
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セミナー - サービス一覧 

編集部 
主催型 

貴社 
主催型 

フォーラム 

勉強会 

ラウンド
テーブル 

集合型 
セミナー 

 

編集部主催のイベントを、複数のスポンサー様に協賛頂く集合型タイプ 
製品・サービスの知名度向上に適したタイプ。セミナー終了後、TechTargetに掲載した講演動画
や資料の視聴リストを提供するサービスなどパッケージ化したプランもご用意。他のプランに比べ、
安価にリストを入手することができるプランです。詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。 

 
料金目安：120万円～ 

 

編集部が主催するイベントを1社スポンサーでお受けするタイプ 
編集部が主催となるため、集客力に優れ、確実なリスト獲得が期待できるプランです。 
貴社の希望に合わせて、編集部がセミナー全体を企画・サポートいたします。 
※弊社編集部主催のため、運営や一部コンテンツに制限があります 
※「料金目安」に会場費は含まれません 

料金目安：400万円～ 

ディスカッションを中心とした少人数タイプ 
5～10名の少人数制で、テーブルを囲みディスカッションを中心としたコンテンツと、 
懇親会を実施。懇親会では顧客との情報交換を行うことができます。 
※「料金目安」に会場費は含まれません 

料金目安：250万円～ 

20～30名程度で行う勉強会タイプ 
おもに弊社セミナールームを利用して行う、少人数制のセミナー。 
深い知識を提供するコンテンツ作りをいたします。 
また、ご要望に合わせて懇親会などを行うことも可能です。 

料金目安：200万円～ 

お客様のご要望をすべてかなえる自由度がもっとも高いタイプ 
 

お客様のご要望に応じて、企画・講演者のアサイン・集客・当日運営まですべてをサポートいたします。 
規模も5～10名の小規模イベントから1000名を超える大規模イベントまで、さまざまなタイプのイベントをサポートいた
します。 ※「料金目安」に会場費は含まれません 

料金目安：200名 1トラック（PM半日セミナー）  400万円～ 

詳
細
は
営
業
担
当
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
で
す
。 

年間100件を超える豊富なイベント実績をもとに企画・告知・集客・運営をサポートします。 
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セミナー - 勉強会 

1社独占協賛！IT部門向け勉強会＆交流会 
ITmedia エンタープライズ 勉強会 

エンタープライズITが抱える重要トレンドをテーマに実施。テーマは編集部アレンジのもと貴社訴求
コンテンツに応じて企画致します。読者の課題をあぶり出し、交流会では関係構築の機会を作りま
す。 

 

●課題意識の高い読者との少人数制勉強会 
 

 ターゲットは主にIT部門の上位層から現場層までを対象に集客。 
 来場30名/事前登録50名（目安）で実施。コンテンツ面はユーザー企業事例を中心に構成。 
 

●情報交換会にてエンゲージメント構築の機会を創出 
 

 情報交換会は、本セミナー来場者の中でも、より具体的で直接的な情報交換を求めている方々が 

 集まります。貴社と読者のエンゲージメントを構築する機会としてご活用できます。 

本商品のポイント 

・懇親会無し：¥1,800,000 
・懇親会有り：¥2,000,000（1回あたり/Gross/税抜き） 

●開催時期：随時調整   

●場所：ITmediaセミナールーム 

●規模：30名（来場）50名（登録） 

●形式：勉強会 

●募集スポンサー数：1社／1開催あたり 
●告知・集客：ITmedia エンタープライズ 
       ITmedia エグゼクティブ 

●対象：社内情報システムの運用 

    方針策定をする立場の方 

      企業情報システム部門の企画担当者 

    運用管理者 など 

時間案 分 内容 詳細 

18:30-18:35 5 開会挨拶 ITmedia エンタープライズ編集担当 

18:35-19:25 50 プロフェッショナルトーク 
ITmedia エンタープライズ編集部 
企画コンテンツ 

19:25-19:55 30 スポンサートーク 貴社セッション枠 

19:55- － 情報交換会 
読者とのコミュニケーションタイム 
※お酒、ケータリングを入れて実施 

＜プログラム案＞ 
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カスタム - リサーチ 

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 
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。 

モデルパターン 

a.基本料金    ¥300,000 

b.調査設計    ¥300,000 

c.調査実施    ¥600,000 

d.データチェック／集計    ¥200,000 

e.レポート作成   ¥200,000 

   小計  ¥1,600,000 

a-e 標準セット料金       ¥1,500,000 

 

※回答者個人や所属組織を特定できるような個人データはご提供いたしかねます。 

※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。 

※グループインタビューなどの定性調査も実施可能です。詳細はお問い合わせください。 

※外部調査会社と連携した、アナリストによるレポート作成もオプションで承ります。 

  モデル料金：¥1,500,000  

 
   調査期間：約3週間 

＠IT／ITmediaサイト内のWebアンケート（質問数は15問程度） 

報告書（単純集計ベース。pdf／ppt形式ファイル）を納品致します。 

調査告知／誘導は、「@IT通信 Special版」や、 

「ITmedia エンタープライズメール Special版」などにより実施します。 

 ※その他の誘導枠を使った告知は、オプションで承ります。 

※b.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。 

※c.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。 

【オプション料金】 追加クロス集計：5万円（1表側）／自由回答分類：20万円／報告会実施：20万円 

■アイティメディア カスタム・リサーチ 利用事例 

•サーバ仮想化のバックアップに関する調査（2012年10月実施：回答304件） 

企業の情報システムに関わる読者を対象に、サーバ仮想化の実施状況やバックアップ課題を調査  →  ターゲット企業の実態と細かなニーズを検証！ 

•ITサービスの品質保証管理に関する意識調査（2009年12月実施：回答365件） 

＠ITを中心とした読者を対象に、ITサービスの品質管理に関する意識を調査  →  経営と現場両者の視点から問題意識を把握！ 

（詳細実施金額は担当営業にお問い合わせください） 

最先端のITエキスパートと対話し、ターゲット層の生の声をフィードバック致します。 
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カスタム - 冊子制作 

＜仕様＞ A4 正寸 20ページ想定 
 

●コンテンツ製作費 85万×3本＝255万 

 ※本数により変動します 

●レイアウトデザイン費 12ページ想定  

 ※修正3回まで 

●印刷 1000部 

●取材は別途必要。各コンテンツで採用する人数により変動。 
 
 

 

 

概要 

金額 

￥4,000,000～（コンテンツ3本/1000部印刷の場合の目安） 

※内容により変動するため、実施ベースで都度要お見積もりいたします 
 

オリジナルに書き起こしたコンテンツを冊子として制作 
プレミアム感を出し貴社の重要顧客との接点の機会にご活用 

※画像はイメージです 



Copyright © 2017 ITmedia Inc. 

アイティメディア株式会社 
営業本部 

 

・E-Mail  : sales@ml.itmedia.co.jp  

・Tel : 03-6893-2246/2247/2248 

・Office : 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 

    紀尾井町ビル 12F/13F（受付：13F） 

・Web : http://corp.itmedia.co.jp/ 

 
 ※本資料内の料金は全て税別・グロス表記です。 

 ※ページデザインは変更になる場合がございます。 

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/ 


