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特殊広告・リッチアド



4 4

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。

ビルボード動画広告

媒体名 掲載面 枠数 料金 商品仕様

ITmedia TOP TOP

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

ITmedia NEWS TOP/記事面

ITmedia エンタープライズ TOP/記事面

ITmedia ビジネスオンライン TOP/記事面

ITmedia Mobile TOP/記事面

ITmedia PC USER TOP/記事面

ITmedia LifeStyle TOP/記事面

＠IT TOP/記事面(※)

MONOist TOP/記事面

EE Times Japan/EDN Japan TOP/記事面

スマートジャパン TOP/記事面

※ 旧デザインの記事ページには掲載されません。

AD

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。

AD
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
※16:9の動画素材推奨 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 -

▼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。
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WelcomeScreen

媒体名 掲載面 枠数 掲載期間 imp 料金

ITmedia NEWS TOP 2 1週間 20,000 想定 ¥600,000

ITmedia ビジネスオンライン TOP 2 1週間 15,000 想定 ¥450,000

ITmedia エンタープライズ TOP 1 1週間 6,000 想定 ¥200,000

ITmedia エグゼクティブ TOP 1 1ヶ月 10,000 想定 ¥400,000

ITmedia Mobile TOP 1 1週間 30,000 想定 ¥750,000

ITmedia PC USER TOP 1 1週間 32,000 想定 ￥750,000

ITmedia LifeStyle TOP 1 1週間 20,000 想定 ¥400,000

＠IT TOP 2 1週間 25,000 想定 ¥500,000

MONOist ALL - 任意
(1週間以上～) imp 保証 ¥15

EE Times Japan ALL - 任意
(1週間以上～) imp 保証 ¥15

EDN Japan ALL - 任意
(1週間以上～) imp 保証 ¥15

スマートジャパン ALL - 任意
(1週間以上～) imp 保証 ¥15

• 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。

▼制限事項

▼仕様
• サイズ ：左右640×天地480
• 容量 ：80KB以内
• 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

WelcomeScreenは、各チャンネル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するもので、
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。

▼掲載イメージ

Welcome Screen
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ゲートパック
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。ページ全体を覆う本商品はブランディングとして最適なメニューとなります。

ゲートとスーパーバナーとレクタングルが同時に掲載されます。
※露出頻度は媒体によって異なります。上記の一覧表をご覧下さい。
※ゲート部分のみの販売はおこなっておりません。
※本広告商品ではスーパーバナー/レクタングルはTOP面以外には掲載されません。
※記事面にも掲載されるゲートパックについてはページによりスーパーバナー、

レクタングルの位置が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※同時期に WelcomeScreen の出稿がある可能性がございます。予めご了承下さい。

▼表示ルール

・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（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/スーパーバナー/レクタングル各部分の数値を個別集計

※ 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145ピクセルになります。

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

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

※1 ITmediaエグゼクティブ、ITmediaマーケティング、スマートジャパンで
同時掲載されるスーパーバナーとレクタングルは、商品構成上、
SubTOP・記事面にも掲載されます。

※その他、仕様のカスタマイズのご要望等がございましたら、ご相談下さい

▼仕様 ▼その他詳細

▼掲載イメージ
①ゲート（ヘッダー）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

③スーパーバナー

④レクタングル

媒体名 掲載面 枠数 露出頻度 掲載期間 想定imp 料金

ITmedia TOP TOP 3 約1/3回 1週間 200,000 ￥2,500,000

ITmedia Mobile TOP １ 約1/2回 1週間 60,000 ￥1,000,000

ITmedia PC USER TOP １ 約1/2回 1週間 55,000 ￥1,000,000

ITmedia LifeStyle TOP １ 常時表示 1週間 50,000 ￥1,000,000

ITmedia ニュース TOP 2 約1/2回 1週間 45,000 ￥1,350,000

ITmedia ビジネスオンライン TOP 2 約1/2回 1週間 34,000 ￥1,000,000

ITmedia エンタープライズ TOP 2 約1/2回 1週間 5,000 ￥400,000

ITmedia エグゼクティブ ALL 2 約1/2回 1週間 10,000 ￥800,000

ITmedia マーケティング ALL 2 約1/2回 1週間 31,000 ￥1,800,000

＠IT TOP 2 約1/2回 1週間 25,000 ￥600,000

MONOist TOP 1 常時表示 1週間 20,000 ￥1,000,000

スマートジャパン ※1 ALL １ 約1/3回 1週間 50,000 ￥1,000,000

EE Times Japan TOP 1 約1/2回 1週間 15,000 ￥800,000

EDN Japan TOP 1 約1/2回 1週間 3,500 ￥400,000
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▼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％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秒の再生をもって再生数カウントとなります。
・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

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。

インリード動画広告

▼商品概要

媒体 掲載面 枠数 料金

ITmedia NEWS

記事面
（記事下） 1 View＠6.0円

ITmedia ビジネスオンライン

ITmedia エンタープライズ

ITmedia LifeStyle

ITmedia Mobile

ITmedia PCUSER

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、iOS6.1、Android4.0
【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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プッシュダウンスーパーバナー
プッシュダウンスーパーバナーは、読者がスーパーバナーをマウスオーバーすることにより縦サイズが300pxに拡張する
リッチバナーです。本商品はページコンテンツを押し下げながら拡張することもあり、読者に対して強い印象をあたえることが可能です。

・クリック ：プッシュダウン部分のみ可
（リマインダーはオンマウスし次第展開のためクリックなし）

・URL ：1本のみ
・音声 ：不可
・原稿本数 ：1本のみ
・原稿差替 ：不可
・ALT ：不可
・入稿締切 ：10営業日前
・レポート ：imp、クリック、オンマウス数（≒プッシュダウン回数）

▼掲載イメージ

① リマインダー

② プッシュダウン

オンマウスで
縦に拡張

▼仕様

掲載期間 1週間～
想定imp、料金などは各媒体のページでご確認ください。
※オンマウスでプッシュダウンすることが明示された原稿制作を推奨します。

▼その他詳細

原稿種別 ファイル形式 サイズ
(W×H) 容量 ループ

① リマインダー gif、jpg 728×90 30KB以内
3回以内

② プッシュダウン gif、jpg 728×300 70KB以内
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スマートフォン広告・アプリ広告
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スマートフォンビュー（1）

▼ ニュース メディアユニット

▼ デジタル メディアユニット

１

５

６

５

５

記事ページ掲載イメージトップページ掲載イメージ

１

４

２

３

５

５

商品名 掲載面 掲載期間 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 スマートフォン
レクタングル TOP、記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 1.5 gif、jpg 300×300
300×250 50KB

② スマートフォン
バナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 1.0 gif、jpg 300×50 10KB

③ スマートフォン
Wバナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 1.5 gif、jpg 300×100 20KB

④ スマートフォン
テキスト 記事 1週間 115万 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑤ スマホリンク
※タイアップ専用枠 TOP、記事 1週間 130万 想定 5 ¥400,000 - gif、jpg＋テキスト

80×60（4KB、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）

⑥ トップボックス
※タイアップ専用枠 TOP 毎週月曜～3日間

毎週木曜～4日間 2.1万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg＋テキスト

商品名 掲載面 掲載期間 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 スマートフォン
レクタングル TOP、記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 2.5 gif、jpg 300×300
300×250 50KB

② スマートフォン
バナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 2.0 gif、jpg 300×50 10KB

③ スマートフォン
Wバナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.0 gif、jpg 300×100 20KB

④ スマートフォン
テキスト 記事 1週間 50万 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑤ スマホリンク
※タイアップ専用枠

TOP、記事
※ITmedia 
TOP除く

1週間 60万 想定 5 ¥400,000 - gif、jpg＋テキスト
80×60（4KB、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）

⑥ トップボックス
※タイアップ専用枠 TOP

毎週月曜～3日
間

毎週木曜～4日
間

6万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg＋テキスト
80×60（4KB、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）
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１

５

６

５

５

スマートフォンビュー（2）

記事ページ掲載イメージ

▼ エンタープライズIT メディアユニット

▼ ビジネス メディアユニット
トップページ掲載イメージ

１

４

２

３

５

５

商品名 掲載面 掲載期間 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
スマートフォン
レクタングル TOP、記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 2.5 gif、jpg 300×300
300×250 50KB

②
スマートフォン
バナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 2.0 gif、jpg 300×50 10KB

③
スマートフォン
Wバナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.0 gif、jpg 300×100 20KB

④
スマートフォン
テキスト 記事 1週間 50万 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑤
スマホリンク
※タイアップ専用枠 TOP、記事 1週間 50万 想定 5 ¥350,000 - gif、jpg＋テキスト

80×60（4KB、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）

⑥
トップボックス
※タイアップ専用枠 TOP 1週間 1.0万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg＋テキスト

80×60（4KB、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）

商品名 掲載面 掲載期間 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 スマートフォン
レクタングル TOP、記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.5 gif、jpg 300×300
300×250 50KB未満

② スマートフォン
バナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.0 gif、jpg 300×50 10KB未満

③ スマートフォン
Wバナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 4.0 gif、jpg 300×100 20KB未満

④ スマートフォン
テキスト 記事 1カ月間 150万 想定 2 ¥750,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑤
スマホリンク
※タイアップ専用
枠

TOP、記事 1カ月間 150万 想定 5 ¥500,000 - gif、jpg＋テキスト
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）

⑥
トップボックス
※タイアップ専用
枠

TOP 1週間 7,500 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg＋テキスト
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）
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スマートフォンビュー（3）

▼ エンジニアリングメディアユニット

▼ スマートジャパンメディアユニット

▼ ターゲティングメディアユニット

１

５

５

５

記事ページ掲載イメージトップページ掲載イメージ

１

４

２

３

５

５

商品名 掲載面 掲載期間 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 スマートフォン
レクタングル TOP、記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.5 gif、jpg 300×300
300×250 50KB

② スマートフォン
バナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.0 gif、jpg 300×50 10KB

③ スマートフォン
Wバナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 4.0 gif、jpg 300×100 20KB

④ スマートフォン
テキスト 記事 1カ月 60万 想定 2 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 -

商品名 掲載面 掲載期間 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 スマートフォン
レクタングル TOP、記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.5 gif、jpg 300×300
300×250 50KB

② スマートフォン
バナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 3.0 gif、jpg 300×50 10KB

③ スマートフォン
Wバナー 記事 任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～） - - 4.0 gif、jpg 300×100 20KB

④ スマートフォン
テキスト 記事 1カ月 25万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

商品名 掲載面 掲載期間 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 スマートフォン
レクタングル TOP、記事 1カ月 14万 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg 300×300

300×250 50KB

② スマートフォン
バナー 記事 1カ月 14万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×50 10KB

③ スマートフォン
Wバナー 記事 1カ月 14万 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg 300×100 20KB

④ スマートフォン
テキスト 記事 1カ月 14万 想定 2 ¥100,000 - テキスト - 全角28文字以内
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累計DL数
約60万

累計DL数
約21万

IT専門ニュース - ITmedia for iPhone、 ITmedia for Android （無料）

ITmedia、＠IT、ITmedia ビジネスオンラインなど、アイティメディアの主要20媒体のコンテンツを、iPhone、 Android上で読むことができ
ます。コンテンツを一括ダウンロードするので、電波の弱いところでも安心してサクサク閲覧が可能です。

iPhone Android

一覧ページ 掲載イメージ図 記事ページ 掲載イメージ図

３ ３

１

２

商品名 掲載面 掲載
期間

インプ
レッション

枠
数 料金 原稿仕様

ITmedia for iPhone
スマホアプリリンク 上 ①

記事一覧（上から3番目）、
記事ページ

1週間 お問い合わせ
下さい 1 ¥500,000

・記事アイコン：
左右120固定×天地90固定（100KB）

・ファイル形式：
gif/jpg、アニメ不可

・タイトルテキスト：
全角42文字以内（改行不可）

※リンク先はタイアップ記事限定ITmedia for iPhone
スマホアプリリンク 下 ② 記事一覧（上から5番目）、

記事ページ

ITmedia for Android
スマホアプリリンク 上 ① 記事一覧（上から3番目）、

記事ページ

1週間 お問い合わせ
下さい 1 ￥300,000

・記事アイコン：
左右120固定×天地90固定（100KB）

・ファイル形式：
gif/jpg、アニメ不可

・タイトルテキスト：
全角42文字以内（改行不可）

※リンク先はタイアップ記事限定ITmedia for Android
スマホアプリリンク 下 ② 記事一覧（上から5番目）、

記事ページ

ITmedia for iPhone アドプラス

③
・メッセージプラス
・スマホアプリリンク の

記事ページを除く全ページ 1週間

20万 想定

２

¥300,000 ◆画像のみの場合
320×50（10KB、アニメ不可）

◆画像＋テキストの場合
40×40（5KB、アニメ不可）
テキスト：全角16文字以内×2行ITmedia for Android アドプラス 15万 想定 ¥200,000

※「スマホアプリリンク」はタイアップ専用枠になります。
※「アドプラス」はスマホアプリリンク・メッセージプラスの記事ページには表示されません。

※「スマホアプリリンク」は、iOS もしくは Android どちらか1つの
OS単位の広告仕様になります。

スマートフォンアプリ広告 （ ITmedia for iPhone、 ITmedia for Android ）
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PC広告メニュー
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約330万 約45万

月間PV 月間UBアイティメディアの多様なコンテンツを網羅するIT総合情報ポータル

各メディアの最新ニュースはもちろんのこと、話題のキーワードでアイティメディア内の
関連記事をピックアップした「トピックス」なども掲載。最新のITトレンドをいち早く把握できます。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

１

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

２

６

５

４

３

ITmedia TOP/ALL

７

９

８

商品名 掲載面 掲載期間 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

1週間 20万 想定

3

¥500,000

-

gif、jpg 728×90 30KB未満
1カ月間 85万 想定 ¥1,600,000

② Wスーパーバナー TOP

1週間 20万 想定 ¥800,000

gif、jpg 728×180 60KB未満

1カ月間 85万 想定 ¥2,600,000

② プッシュダウン
スーパーバナー TOP 1週間 20万 想定 ¥1,200,000 gif、jpg

リマインダー: 
728×90
プッシュダウン: 
728x300

30KB未満
70KB未満

③ レクタングル TOP

1週間 20万 想定

3

¥750,000

-

gif、jpg 300×300
300×250 50KB未満

1カ月間 85万 想定 ¥2,500,000

④ Wレクタングル TOP

1週間 20万 想定 ¥1,100,000

gif、jpg 300×600 80KB未満

1カ月間 85万 想定 ¥3,500,000

⑤ セカンドレクタングル TOP

1週間 28万 想定

2

¥500,000

- gif、jpg 300×300
300×250 50KB未満

1カ月間 130万 想定 ¥1,300,000

⑥ テキスト TOP 1週間 58万 想定 3 ¥450,000 - テキスト 全角38文字以内 -

⑦ プレミアムテキスト
PC USER、
LifeStyle、
Mobile 記事面

1週間 100万 想定

2

¥500,000

- テキスト 全角28文字以内 -

1カ月間 400万 想定 ¥1,500,000

⑧ クロスチャンネル
テキスト

PC USER、
LifeStyle、
Mobile 全ページ

1週間 120万 想定

7

¥250,000

- テキスト 全角21文字以内×2行 -

1カ月間 490万 想定 ¥750,000
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http://www.itmedia.co.jp/news/

約935万 約332万

月間PV 月間UB国内外のITとビジネスの最新情報を圧倒的なボリュームでスピーディーに提供する総合ニュースサイト

ITをビジネスにつなげたい、ITでビジネスを変革したいビジネスパーソン向けに、最新技術やIT各社の製品・ソリューション情報、業界動向や
Web・ソーシャルメディアのビジネスモデルまで、IT・テクノロジーに関連する多彩なニュースを提供しています。「ITの今」を素早く伝える
ITニュースサイトです。

③

④

⑧
⑦

⑦

⑧

①

②

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

ITmedia NEWS

⑨

⑥
⑤

商品名 掲載面 掲載期間 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 レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 30万 想定

2

¥700,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

② Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 30万 想定 ¥900,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

③ テキスト TOP、SubTOP、
記事 1週間 88万 想定 2 ¥250,000 - テキスト 全角28文字以内 -

④ PR-Features TOP、SubTOP 2週間 25万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg + テキスト
80×60(4KB未満、アニメ不可)

タイトルテキスト：全角20文字以内
本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

⑤ ローテーション
スーパーバナー 記事

任意
(1週間以上～)

imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

⑥ ローテーション
Wスーパーバナー 記事 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 728×180 60KB未満

⑦ ローテーションレクタング
ル 記事 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑧ ローテーション
Wレクタングル 記事 imp 保証 - - 3.5 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑨ 記事下レクタングル 記事 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen TOP 1週間 2万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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http://www.itmedia.co.jp/business/

約1300万 約290万

月間PV 月間UB「IT×事業成長」をテーマに、アクションリーダーの「知りたい！」へ応えるビジネスメディア

ビジネスを推進する行動力のあるリーダー「アクションリーダー」に向けて、企業戦略に特化したコンテンツを提供します。企業への取材を通し
て、その企業がどのように事業を進めようとしているのか、その戦略を探っていきます。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

ITmedia ビジネスオンライン

１
２

３

４

11

７
８

９

10

５

６

11

商品名 掲載面 掲載期間 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 1カ月間 13万 想定 2 ¥250,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー TOP 1カ月間 13万 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満

② プッシュダウン
スーパーバナー TOP 1カ月間 13万 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg リマインダー: 728×90

プッシュダウン: 728x300
30KB未満
70KB未満

③ レクタングル TOP 1カ月間 13万 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

④ Wレクタングル TOP 1カ月間 13万 想定 2 ¥550,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ 記事下レクタングル 記事 任意
(1週間以上～) - 保証 - - ¥1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑥ テキスト 記事 1週間 70万 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 -

⑦ ローテーション
スーパーバナー SubTOP、記事 任意

(1週間以上～) - 保証 - - ¥2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

⑧ ローテーション
Wスーパーバナー SubTOP、記事 任意

(1週間以上～) - 保証 - - ¥2.5 gif、jpg 728×180 60KB未満

⑨ ローテーション
レクタングル SubTOP、記事 任意

(1週間以上～) - 保証 - - ¥2.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑩ ローテーション
Wレクタングル SubTOP、記事 任意

(1週間以上～) - 保証 - - ¥3.0 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑪ ランキングPRテキスト TOP、SubTOP、
記事 1週間 83万 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 -

P.5 WelcomeScreen TOPアクセス時 1週間 1.5万 想定 2 ¥450,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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http://www.itmedia.co.jp/enterprise/

約346万 約185万

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

④⑤
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

ITmedia エンタープライズ

⑪

商品名 掲載面 掲載期間 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 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

② プッシュダウン
スーパーバナー TOP、SubTOP 任意

(1週間以上～) imp 保証 - - 6.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 10万 想定 2 ¥400,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 10万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP、
記事 2週間 100万 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ PR-Features TOP、SubTOP 2週間 7.5万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg + テキスト
80×60(4KB未満、アニメ不可)
タイトルテキスト：全角20文字以内
本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

⑦ ローテーション
スーパーバナー 記事 任意

(1週間以上～) imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

⑧ ローテーション
Wスーパーバナー 記事 任意

(1週間以上～) imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

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）

任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 3.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

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）

任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 4.5 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑪ 記事下レクタングル 記事 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑫ オルタナティブ・ブログ
レクタングル

オルタナティブ・ブログ
エントリーページ

任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 3.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑬ オルタナティブ・ブログ
Wレクタングル

オルタナティブ・ブログ
エントリーページ

任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 5.5 gif、jpg 300×600 80KB未満

P.5 WelcomeScreen TOPアクセス時 1週間 6,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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http://mag.executive.itmedia.co.jp/

約5,500名

会員数企業の明日を変えるエグゼクティブとCIOのためのコミュニティ

「ITによる企業変革」をテーマに、企業の上級職の方々を対象とする会員制のメディアです。
経営を担うビジネスリーダーに向けて、オンラインからオフラインまで複合的な情報共有コミュニティを提供します。

③

④

⑤

③

④

②
①

⑥

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

ITmedia エグゼクティブ

②
①

商品名 掲載面 掲載期間 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、
記事 1カ月間 6万 想定 2 ¥400,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP、
記事 1カ月間 6万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満

② プッシュダウン
スーパーバナー

TOP、SubTOP、
記事 1カ月間 6万 想定 2 ¥800,000 - gif、jpg リマインダー: 728×90

プッシュダウン: 728x300
30KB未満
70KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP、
記事 1カ月間 6万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP、
記事 1カ月間 6万 想定 2 ¥800,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP、
記事 1カ月間 12万 想定 2 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ 記事下レクタングル 記事 1カ月間 9万 想定 1 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen TOPアクセス時 1カ月間 1万 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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http://marketing.itmedia.co.jp/

戦略立案から実装まで。マーケティングに関する情報を網羅

“テクノロジーがマーケティングを進化させる”をコンセプトに、5つのカテゴリに分類した専門記事、マーケティング専門ブログ、リサーチ
データベースなど、さまざまな切り口のコンテンツを配信。企業のマーケティング・リーダーの日々の業務を支援しています。

② ②

① ①

③ ③

④

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

ITmedia マーケティング

約64,000名
（2017年8月末時点）

会員数

商品名 掲載面 掲載
期間

インプ
レッション

枠
数 料金 ファイル

形式
サイズ

(W×H) 容量

① スーパーバナー
ITmedia マーケティング、
マーケター通信、調査のチカ
ラ の全ページ

1カ月間 17万 想
定 2 ¥500,000 gif、jpg 728×90 30KB未満

① プッシュダウン
スーパーバナー

ITmedia マーケティング、
マーケター通信、
調査のチカラ の全ページ

1カ月間 17万 想
定 2 ¥1,000,0

00 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

② レクタングル
ITmedia マーケティング、
マーケター通信、
調査のチカラ の全ページ

1カ月間 17万 想
定 2 ¥600,000 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

③ テキスト
ITmedia マーケティング、
マーケター通信、
調査のチカラ の全ページ

1カ月間 34万 想
定 2 ¥300,000 テキスト 全角28文字以内 -

④ 記事下PR
ITmedia マーケティング、
マーケター通信、
調査のチカラ の記事ページ

1カ月間 19万 想
定 1 ¥700,000

◆画像のみの場合
・ 画像：500×300 (gif/jpg,50KB未満)
・ URL ：1本

◆画像＋テキストの場合
・ 画像：160×160 (gif/jpg、アニメ不可,10KB未満)
・ タイトル：全角25文字以内×2行
・ タイトル紹介：全角140文字以内(流込み)
・ サブタイトル：全角 18文字以内×2行
・ サブタイトル紹介：全角140文字以内(流込み)

or 全角 20文字以内×7行(改行)
・ リンクテキスト：全角 20文字以内
・ URL：1本
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ITmedia Mobile

約1,200万 約328万

月間PV 月間UBスマートフォン・ケータイを使いこなすための情報サイト

スマートフォンを中心としたモバイル端末の最新情報を中心に、機能解説にとどまらず、その活用法、裏技に至るまで掘り下げた情報を
最新情報に敏感なユーザーへと発信。スマホアプリ、モバイル向けコンテンツ、サービス情報も紹介しています。

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

⑥

⑤

①

②

③

④

⑦

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

⑦

⑫

⑩

⑪

⑧

⑨

商品名 掲載面 掲載期間 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 1カ月間 27万 想定

2

¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 27万 想定 ¥750,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 27万 想定

2

¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 27万 想定 ¥1,000,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP 1週間 12万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ PR-Features TOP 1週間 10万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg
80×60(4KB未満、アニメ不可)
タイトルテキスト：全角20文字以内
本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

⑦ セカンドレクタングル TOP、SubTOP、記
事 1週間 50万 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑧ ローテーション
スーパーバナー 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥160,000～ 0.8 gif、jpg 728×90 30KB未満

⑨ ローテーション
Wスーパーバナー 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥240,000～ 1.2 gif、jpg 728×180 60KB未満

⑩ ローテーション
レクタングル 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥240,000～ 1.2 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑪ ローテーション
Wレクタングル 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥320,000～ 1.6 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑫ 記事下レクタングル 記事 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen TOPアクセス時 1週間 3万 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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パソコン/タブレットの全ユーザーに役立つWeb情報誌

Windows PCやMac、タブレット、PC周辺機器、自作用パーツからオフィスIT機器までを網羅し、新製品ニュースや徹底レビューを
お届けするPC総合情報メディア。

⑥

⑤

①

②

③

④

⑦

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

約485万 約133万

月間PV 月間UB

ITmedia PC USER

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

⑦

⑫

⑩

⑪

⑧

⑨

商品名 掲載面 掲載期間 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 1カ月間 22万 想定

2

¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 22万 想定 ¥750,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 22万 想定

2

¥750,000 - gif、jpg 300×300、300×250 50KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 22万 想定 ¥1,000,00
0 - gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP 1週間 12万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ PR-Features TOP 1週間 9万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg
80×60(4KB未満、アニメ不可)
タイトルテキスト：全角20文字以内
本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

⑦ セカンドレクタングル TOP、SubTOP、
記事 1週間 45万 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑧ ローテーションスーパーバナー 記事 任意
(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥160,000

～ 0.8 gif、jpg 728×90 30KB未満

⑨ ローテーションWスーパーバナー 記事 任意
(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥240,000

～ 1.2 gif、jpg 728×180 60KB未満

⑩ ローテーションレクタングル 記事 任意
(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥240,000

～ 1.2 gif、jpg 300×300
300×250 50KB未満

⑪ ローテーションWレクタングル 記事 任意
(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥320,000

～ 1.6 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑫ 記事下レクタングル 記事 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

- オススメPC情報テキスト

Mobile、
PC USER、
LifeStyle、
各チャンネル
全ページ

1週間 120万 想定

15

¥500,000

- テキスト 全角21文字以内×2行 -

1カ月間 510万 想定 ¥1,500,00
0

P.5 WelcomeScreen TOPアクセス時 1週間 3万 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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AV機器、デジカメ、スマート家電の専門情報サイト

オーディオ・ビジュアル機器を中心に、デジタルカメラやスマート家電まで、製品にフォーカスしてニュースやレビューを毎日掲載しています。
AV業界でおなじみの評論家や人気のIT系ライター、写真家も多数寄稿。モノの視点からライフスタイルを豊かにする。そんな情報をご提供します。

⑥

⑤

③

④

⑦

①

②

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

約279万 約84万

月間PV 月間UB

ITmedia LifeStyle

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

⑦

⑫

⑩

⑪

⑧

⑨

商品名 掲載面 掲載期間 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 1カ月間 34万 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 34万 想定 1 ¥600,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 34万 想定

1

¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 34万 想定 ¥800,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP 1週間 8万 想定 2 ¥50,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ PR-Features TOP 1週間 4.5万 想定 1 ¥50,000 - gif、jpg
80×60(4KB未満、アニメ不可)
タイトルテキスト：全角20文字以内
本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

⑦ セカンドレクタングル TOP、SubTOP、記
事 1週間 30万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑧ ローテーションスーパーバ
ナー 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥160,000～ 0.8 gif、jpg 728×90 30KB未満

⑨ ローテーションWスーパー
バナー 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥240,000～ 1.2 gif、jpg 728×180 60KB未満

⑩ ローテーションレクタングル 記事 任意
(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥240,000～ 1.2 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑪ ローテーションWレクタング
ル 記事 任意

(1週間以上～) 20万～ 保証 - ¥320,000～ 1.6 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑫ 記事下レクタングル 記事 任意
(1週間以上～) imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen TOPアクセス時 1週間 1.8万 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満
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①
②

③

⑤

約963万 約295万

月間PV 月間UB

ITエキスパートの情報収集、問題解決をサポートする専門メディアです。
日々の業務で直面する技術課題の解決から、技術力向上やキャリア形成といった長期にわたる挑戦まで、ITエキスパートを幅広くサポートします。

http://www.atmarkit.co.jp/

ITエキスパートのための問題解決メディア

＠IT

＠IT トップページ掲載イメージ

④

商品名 掲載面 掲載期間 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 1カ月間 12万 想定 2 ¥700,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

② プッシュダウンスーパーバナー TOP 1カ月間 12万 想定 2 ¥1,400,000 - gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

③ ミドルテキスト TOP 1週間 5万 想定 3 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 -

④ センターバナー TOP 2週間 12万 想定 1 ¥350,000 - gif、jpg 390×40 12KB未満

⑤ レクタングル TOP 1カ月間 12万 想定 2 ¥1,000,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen TOP 1週間 2.5万 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満

＠IT TOP
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③

⑤

＠IT フォーラム

①

ITエキスパートのための問題解決メディア

＠ITは15のフォーラムに加え、ニュース記事および用語事典などで構成されており、すべてのITエキスパートにリーチが可能です。
※＠IT自分戦略研究所については次頁参照

各フォーラムトップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

http://www.atmarkit.co.jp/

※左右2つのレクタングルが設置されていますが、
本商品でご提供するのは左側のレクタングルのみになります。

⑥

③

⑤

④

②
①
②

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
ジェネラル
ローテーション
スーパーバナー

＠IT TOPを除く全ページ ローテーション 任意
(1週間以上) 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 728×90 30KB

②
ジェネラル
ローテーション
プッシュダウン
スーパーバナー

＠IT TOPを除く全ページ ローテーション 任意
(1週間以上) 任意 imp 保証 - - 4.0 

詳細は
お問い合わせ

ください

代替GIF: 728×90
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB
30KB
70KB

③
ジェネラル
ローテーション
レクタングル

＠IT TOPを除く全ページ ローテーション 任意
(1週間以上) 任意 imp 保証 - - 2.4 

gif、jpg 300×300,300×250 50KB

④ サード
レクタングル

＠IT自分戦略研究所を除く
＠IT記事ページ ローテーション 任意

(1週間以上) 任意 imp 保証 - - 1.0 

⑤ フォーラム
テキスト

Windows Server 

固定
1カ月間 毎月1日

200万 想定 2 ¥600,000 -

テキスト タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内 -

Insider.NET 110万 想定 2 ¥350,000 -

Linux & OSS 40万 想定 2 ¥120,000 -

Java Agile 30万 想定 2 ¥120,000 -

IP Network 35万 想定 2 ¥110,000 -

Security&Trust 30万 想定 2 ¥120,000 -

System Insider 4万 想定 2 ¥100,000 -

Database Expert 45万 想定 2 ¥140,000 -

HTML5＋UX 35万 想定 2 ¥100,000 -

Coding Edge 15万 想定 2 ¥120,000 -

Server & Storage 40万 想定 2 ¥120,000 -

Smart & Social 6万 想定 2 ¥100,000 -

Test&Tools 8万 想定 2 ¥100,000 -

System Design 8万 想定 2 ¥100,000 -

ALL 1週間 毎週月曜日 150万 想定 2 ¥400,000 -

⑥
フォーラム
記事下
レクタングル

Windows Server 

固定 1カ月間 毎月1日

200万 想定 1 ¥600,000 -

gif、jpg 300×300,300×250 50KB

Insider.NET 110万 想定 1 ¥350,000 -

Linux & OSS 40万 想定 1 ¥120,000 -

Java Agile 30万 想定 1 ¥120,000 -

IP Network 35万 想定 1 ¥110,000 -

Security&Trust 30万 想定 1 ¥120,000 -

System Insider 4万 想定 1 ¥100,000 -

Database Expert 45万 想定 1 ¥140,000 -

HTML5＋UX 35万 想定 1 ¥100,000 -

Coding Edge 15万 想定 1 ¥120,000 -

Server & Storage 40万 想定 1 ¥120,000 -

Smart & Social 6万 想定 1 ¥100,000 -

Test&Tools 8万 想定 1 ¥100,000 -

System Design 8万 想定 1 ¥100,000 -
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http://www.atmarkit.co.jp/
＠IT キーワードゲート

・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（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/スーパーバナー/レクタングル
各部分の数値を個別集計

■その他仕様

■原稿仕様

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
・アニメーション ：30秒以内
・ファイル形式 ：gif/jpeg

②ゲート（背景）
・原稿サイズ ：左右1280pixel×天地600pixel

※表示可能領域はページ両脇の
左右145ピクセルになります。

・ファイル容量 ：200KB
・アニメーション ：不可
・ファイル形式 ：gif/jpeg

③スーパーバナー
・原稿サイズ ：左右728pixel×天地90pixel
・ファイル容量 ：30KB
・アニメーション ：可
・ファイル形式 ：gif/jpeg

④レクタングル
・原稿サイズ ：左右300pixel×天地300pixel or

左右300pixel×天地250pixel
・ファイル容量 ：50KB
・アニメーション ：可
・ファイル形式 ：gif/jpeg

ゲートとスーパーバナー、レクタングルが同時に1ヶ月間掲載されます。

※ゲート部分のみの販売はおこなっておりません。
※掲載場所は＠IT自分戦略研究所を除く、新テンプレートの編集記事面のみとなります。

(旧テンプレートの記事には表示されません)

※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。
※同時期にWelcomeScreenとキーワードボックスの出稿がある可能性がございます。
※特定の特集やコーナーおよびタイアップ記事(Editor’s Eyeを含む)には表示されません。
※他のゲート広告と表示面が重複した場合は、他のゲート広告が表示される場合がございます。

■表示ルール

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

① ゲート（ ヘッダー ）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

▼掲載イメージ

③スーパーバナー

④
レクタングル

商品 含まれるキーワード 想定imp/月 価格/月

システム設計・運用

ビッグデータ

分散／並列処理

60,000 600,000
データマイニング／統計解析
BI／BA／OLAP
データウェアハウス
ビッグデータ

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティング

45,000 450,000

SaaS／ASP
Azure
AWS
IaaS
PaaS
ハイブリッドクラウド
パブリッククラウド
プライベートクラウド

仮想化

サーバ仮想化

65,000 650,000アプリケーション仮想化
ストレージ仮想化
仮想環境管理

デスクトップ仮想化／VDI

デスクトップ仮想化／VDI

20,000 200,000BYOD
PC仮想化
シンクライアント

SDN／ネットワーク仮想化 SDN／ネットワーク仮想化 13,000 150,000

ストレージ
SSD／半導体ストレージ

9,000 100,000クラウドストレージ
ディスクストレージ

スマートデバイス
スマートフォン

10,000 100,000PDA／モバイル端末／携帯電話
タブレット端末

ディレクトリサービス ディレクトリサービス 73,000 700,000
ログ管理 ログ管理 25,000 250,000

パフォーマンス管理 パフォーマンス管理 15,000 150,000アプリケーションパフォーマンス管理

システム運用管理

クラウド運用管理

8,000 100,000サービスデスク
構成管理
統合運用管理

ID管理／アクセス管理

アクセス管理

38,000 400,000アイデンティティー管理
シングルサインオン
認証サーバ

スイッチ／ルータ ルータ 45,000 450,000スイッチ
VPN VPN 65,000 650,000

WAN／Web高速化 負荷分散装置 32,000 350,000WAN／Web高速化

帯域／ネットワーク管理
ネットワーク管理

270,000 1,300,000帯域管理
帯域制御装置

リモートアクセス リモートアクセス 15,000 200,000
システム開発
画面設計／帳票設計ツール 画面設計／帳票設計ツール 25,000 250,000
Webサーバ Webサーバ 28,000 300,000
LAMP LAMP 20,000 200,000
ソフトウェアテスト テスト／デバッグ／チューニングツール 53,000 300,000
JavaScript JavaScript 35,000 300,000

UI／UX リッチクライアント 10,000 150,000UX
Java Java 35,000 300,000
C言語 C言語 55,000 300,000

Android開発 Android開発 55,000 400,000Android
iPhone開発 iPhone開発 16,000 200,000
Webデザイン Webデザイン 35,000 400,000
ゲーム開発 ゲーム開発 24,000 250,000
セキュリティ

情報漏えい対策

情報漏えい対策

73,000 700,000

スパム対策
標的型攻撃
PCI DSS
ウイルス／ワーム対策
スパイウェア対策
セキュリティ規格／ポリシー
データベースセキュリティ
フィッシング対策
検疫ネットワーク
生体認証

SSLサーバ証明書／暗号化 電子署名／透かし／PKI 25,000 300,000SSLサーバ証明書

脆弱性対策 脆弱性対策 23,000 300,000DoS攻撃対策

ファイアウォール
ファイアウォール

30,000 300,000IDS／IPS
UTM

Webアプリケーションファイアウォール Webアプリケーションファイアウォール 15,000 200,000
その他

コラボレーション

IP電話／IP-PBX

53,000 350,000

CMS
Web会議
コンテンツ／ドキュメント管理
ユニファイドコミュニケーション
企業ソーシャル
電子メール
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ITエキスパートのための成長支援メディア

さらなる成長を目指して、積極的に考え行動するITエキスパートのためのメディアです。
キャリアパスやスキルアップ、効果的な仕事術などに関する記事、サービスを提供しています。

＠IT自分戦略研究所
トップページ掲載イメージ

＠IT自分戦略研究所
記事ページ掲載イメージ

③

④

⑤

http://www.atmarkit.co.jp/
＠IT自分戦略研究所

①

商品名 掲載面 掲載
期間

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
＠IT自分戦略研究所全ペー
ジ（転職サーチ、＠IT派遣
Plus、その他一部のページ
を除く）

1カ月間 30万 想定 4 ¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB

② プッシュダウンスーパ
ーバナー

＠IT自分戦略研究所全ペー
ジ（転職サーチ、＠IT派遣
Plus、その他一部のページ
を除く）

1カ月間 30万 想定 4 ¥1,000,000 -
詳細は

お問い合わせ
ください

代替GIF: 728×90
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB
30KB
70KB

③ レクタングル
＠IT自分戦略研究所全ペー
ジ（転職サーチ、＠IT派遣
Plus、その他一部のページ
を除く）

1カ月間 30万 想定 4 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB

④ テキスト
＠IT自分戦略研究所全ペー
ジ（転職サーチ、＠IT派遣
Plus、その他一部のページ
を除く）

1カ月間 80万 想定 3 ¥600,000 - テキスト 全角21文字以内×3行
(1行目太字) -

⑤ お勧め求人情報 ＠IT、＠IT自分戦略研究所
のほぼ全ページ 1週間 180万 想定 5 ¥300,000 - テキスト 全角19文字以内×2行 -

②
①
②

③

④

⑤
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TechTargetジャパン
トップページ掲載イメージ

キャプチャー①

記事ページ掲載イメージ

媒体、商品の詳細資料はこちらからご覧ください ▶ http://corp.itmedia.co.jp/ad/lgmediaguide/

①

④

③

②

②

④

http://techtarget.itmedia.co.jp/

商品名 掲載面 掲載期間 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
SubTOP、記事
(WPダウンロードセ
ンター除く)

任意
（1週間以上～） imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 728×90 30KB未満

② レクタングル TOP、SubTOP、
記事

任意
（1週間以上～） imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

③ Wレクタングル TOP、SubTOP、
記事

任意
（1週間以上～） imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×600 80KB未満

④ 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
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 10万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

セカンドレクタングル
（スマートモバイル）

スマートモバイル
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 4.8万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

セカンドレクタングル
（経営とIT）

経営とIT、中堅・中
小企業とIT、ERP
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 3.8万 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

セカンドレクタングル
（システム開発／

運用管理）

システム開発、シス
テム運用管理
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 4.5万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

セカンドレクタングル
（セキュリティ）

セキュリティ
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 4.2万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

セカンドレクタングル
（情報系システム）

データ分析、情報
系システム、CRM
＆SFA
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 4.3万 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑤ テキスト
Top、SubTOP、
記事
(WPダウンロードセ
ンター除く)

1カ月間 38万 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -
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http://www.keyman.or.jp/
キーマンズネット

① ① ①

②

② ②

③

③

カテゴリTOP 記事ページ 製品一覧

ITキャパチャージ
ベーシック

ITキャパチャージ
アドバンス

②

④

⑤

※ ITキャパチャージ レクタングルは、人材／教育関連の商材のみ掲載可能です。

商品名 掲載面 掲載期間 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
カテゴリTOP・記事ページ
（ITキャパチャージ アドバン
ス除く）

任意
（1週間以上～） imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 728×90 30KB未満

② レクタングル
カテゴリTOP・記事ページ
（ITキャパチャージ アドバン
ス除く）

任意
（1週間以上～） imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／

300×250 50KB未満

③ セカンドレクタングル
カテゴリTOP・記事ページ
（製品一覧、ITキャパチャー
ジ アドバンス除く）

1カ月間 47万 想定 2 ¥1,250,000 - gif、jpg 300×300／
300×250 50KB未満

③
ITキャパチャージ
レクタングル
ベーシック

ITキャパチャージTOP
ベーシックコース記事ページ 1カ月間 20万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／

300×250 50KB未満

④
ITキャパチャージ
レクタングル
アドバンス
（データベース）

ITキャパチャージ アドバンス
データベースコース記事ペー
ジ

1カ月間 13万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×300／
300×250 50KB未満

ITキャパチャージ
レクタングル
アドバンス
（ITコーディネータ）

ITキャパチャージ アドバンス
ITコーディネータコース記事
ページ

1カ月間 13万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×300／
300×250 50KB未満

ITキャパチャージ
レクタングル
アドバンス
（Excel／VBA）

ITキャパチャージ アドバンス
Excel／VBAコース記事ペ
ージ

1カ月間 10万 想定 1 ¥250,000 - gif、jpg 300×300／
300×250 50KB未満
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http://monoist.atmarkit.co.jp/
MONOist

約260万 約60万

月間PV 月間UBモノづくりスペシャリストのための情報ポータル

基礎から応用まで多彩な技術解説、図版を多用したわかりやすいコンテンツ、話題のトピックスより深く掘り下げた連載記事など、
モノづくりに役立つ蓄積型コンテンツを充実させ、製造業における最新かつ専門性の高い技術情報を発信することで、
技術者の問題解決をサポートします。

フォーラムトップページ掲載イメージ

②

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

①

※医療機器フォーラム、キャリアフォーラムのメニューについてはお問い合わせください。

⑦ ⑦

③

④

⑥

⑤

③

④

⑥

⑤

商品名 掲載面 掲載期
間

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

1カ月間

8万 想定 1 ¥600,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満

Wスーパーバナー TOP 8万 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満

② レクタングル TOP 8万 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

③

フォーラム スーパーバナー
フォーラム Wスーパーバナー
フォーラム プッシュダウン スーパーバナー

組み込み開発

任意 imp 保証 - -
3.0
4.0
5.0

gif、jpg
728×90
728×180

リマインダー：728×90
プッシュダウン：728×300

30KB未満
60KB未満
30KB未満
70KB未満

メカ設計

製造マネジメント

オートモーティブ

FA

ビルボードバナー

組み込み開発

任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満

メカ設計

製造マネジメント

オートモーティブ

FA

④ フォーラム レクタングル

組み込み開発

任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

メカ設計

製造マネジメント

オートモーティブ

FA

フォーラム セカンドレクタングル

組み込み開発

任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

メカ設計

⑤ 製造マネジメント

オートモーティブ

FA

⑥ フォーラムテキスト

組み込み開発

1カ月間

27万 想定

3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行
(1行目太字) -

メカ設計 25万 想定

製造マネジメント 15万 想定

オートモーティブ 25万 想定

FA 10万 想定

⑦ 記事下レクタングル ALL 1カ月間 imp 保証 - ― 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen ALL 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満
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http://eetimes.jp/
EE Times Japan

約125万 約28万

月間PV 月間UB世界のエレクトロニクス技術の最新動向

エレクトロニクス技術を駆使した製品を設計・開発するエンジニアやマネージャー層を対象に、半導体・電子部品、ディスプレイ、
ネットワーク、ソフトウェア、エネルギー、設計・解析ツール等に関する技術情報や、業界の最新動向を提供するサイトです。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

④ ④

②

③

① ①

②

③

商品名 掲載面 掲載
期間

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 ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

Wスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

プッシュダウンスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

ビルボードバナー ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満

② レクタングル ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 90万 想定 3 ¥100,0
00 - テキスト 全角21文字以内×3行 -

④ 記事下レクタングル 記事 任意 imp 保証 - 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

P.5 WelcomeScreen ALL 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満
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http://ednjapan.com/
EDN Japan

約50万 約15万

月間PV 月間UB世界を目指すエンジニアの原動力
エンジニアの経験を持つ米国EDNの編集スタッフに加えて、設計・開発の第一線で活躍するメーカーのエンジニアが、最新の技術・製品を活用す
るためのポイントなどを詳しく解説します。さらに日本の編集スタッフが取材した新製品に関するニュースを毎日掲載するほか、アナログ設計や
ノイズ対策といったエンジニアの関心が高いテーマに関するコラムも随時掲載しています。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

④④

②

③

①

商品名 掲載面 掲載期間 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 ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

Ｗスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

プッシュダウンスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

ビルボードバナー ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満

② レクタングル ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 30万 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行 -

④ 記事下レクタングル 記事 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300 50KB未満

P.5 WelcomeScreen ALL 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満

②

③

①
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http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/
スマートジャパン

約110万 約30万

月間PV 月間UB節電・蓄電・発電に取り組む企業の課題解決サイト
日本各地の企業・自治体にとって喫緊の課題である電力の有効活用と安定確保に向け、節電・蓄電・発電のための製品検討や導入に役立
つ情報を掲載します。企業や自治体の総務部、システム部、店舗運営者、小規模工場経営者などの方々に向けて、電力管理や省電力化を
実現する製品情報、導入事例、関連ニュースをお届けするほか、製品カタログや利用ガイドなども掲載しています。

③

①

・カテゴリは「再生可能エネルギー」「電力供給」「省エネ機器」「スマートシティ」「電力供給」「EV・FCV」の中からご指定ください。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

⑩

⑤

④④

商品名 掲載
面

掲載
期間

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 ALL 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

スーパーバナー(カテゴリ指定あり) ALL 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

Wスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

Wスーパーバナー(カテゴリ指定あり) ALL 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

プッシュダウンスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

プッシュダウンスーパーバナー(カテゴリ指定あり) ALL 任意 imp 保証 - - 7.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

ビルボードバナー ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満

②

レクタングル ALL 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

レクタングル(カテゴリ指定あり) ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

Wレクタングル ALL 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 300×600 80KB未満

Wレクタングル(カテゴリ指定あり) ALL 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 300×600 80KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 80万 想定 - ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

④

記事下レクタングル 記事 任意 imp 保証 - - 1.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

記事下レクタングル（カテゴリ指定あり） 記事 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑤ お勧め求人情報 ALL 1週間 imp 保証 2 ¥150,000 - テキスト 全角19文字以内×2行 -

P5 WelcomeScreen ALL 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満

② ②

①

③
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BUILT
建物をIT／IoTで革新するWebメディア

ビルなどの建設をIT／IoTで革新するWebメディア、「BUILT」。「建設」と「IT／IoT」に関わる製品動向や業界動向、
導入事例の記事を掲載し、建築物の設計や各種設備の管理に関わる技術者にとって、課題解決および情報収集源となるようなWebメディアです。

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/subtop/built/

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

① ② ① ②

④

③

④

③

⑤
⑤

⑥⑥

商品名 掲載面 掲載期
間

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 ALL 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満

② Wスーパーバナー ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満

③ レクタングル ALL 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

④ Wレクタングル ALL 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 300×600 80KB未満

⑤ テキスト ALL 1カ月間 5万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ 記事下レクタングル 記事 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

約50,000 約20,000

月間PV 月間UB
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共通広告【MONOist/EE Times Japan/EDN Japan/スマートジャパン】

記事ページにアクセスした読者のなかから、事前に指定した「企業」および「業種」に勤務するターゲットに対し、
「左右640×天地480」の大型バナーを表示するものです。広告主様のメッセージを効率的に、かつ強烈なインパクトを持って伝えることができます。

媒体名 掲載面 掲載期間 掲載量 単価

MONOist 記事 1週間 ～

imp保証
（最低 5,000 imp～）

※指定企業および
指定業種によるため

お問い合わせください

＠ ¥80

EE Times Japan 記事 1週間 ～ ＠ ¥80

EDN Japan 記事 1週間 ～ ＠ ¥80

スマートジャパン 記事 1週間 ～ ＠ ¥80

※記事ページ以外には表示されません。

▼企業名指定の場合
・ご指定の企業名を正式名称でお送りください。

▼業種指定の場合
・以下よりお選びください。（複数選択可）

■業種
01 農業
02 林業
03 漁業（水産養殖業を除く）
04 水産養殖業
05 鉱業，採石業，砂利採取業
06 総合工事業
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業
09 食料品製造業
10 飲料・たばこ・飼料製造業
11 繊維工業
12 木材・木製品製造業（家具を除く）
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
19 ゴム製品製造業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
24 金属製品製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
32 その他の製造業
33 電気業

34 ガス業
35 熱供給業
36 水道業
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット附随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）
50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業
62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業，商品先物取引業
66 補助的金融業等
67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業
71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）
75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業
81 学校教育
82 その他の教育，学習支援業
83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業
86 郵便局
87 協同組合（他に分類されないもの）
88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業（別掲を除く）
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
93 政治・経済・文化団体
94 宗教
95 その他のサービス業
96 外国公務
97 国家公務
98 地方公務
99 分類不能の産業

ターゲティング WelcomeScreen

• 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。
※ 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。

▼制限事項

▼仕様
• サイズ ：左右640×天地480
• 容量 ：80KB
• 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

▼掲載イメージ

Welcome Screen
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共通広告【MONOist / EE Times Japan / EDN Japan 】

記事面サイドバナー
EETimes Japan・EDN Japan 記事面サイドバナーは、EETimes JapanとEDN Japanの記事ページの左右面に表示されます。
エレクトロニクス業界のコアなエンジニア向けに製品やインパクトをあたえる訴求が可能です。

記
事
面
サ
イ
ド
バ
ナ
ー

記
事
面
サ
イ
ド
バ
ナ
ー

掲載面 枠数 掲載期間 掲載量 料金

EE Times Japan
・

EDN Japan
3 1ヶ月間 100,000 imp 保証

（ imp 単価＠¥5.0） ￥500,000

• 原稿サイズ ：左右1280pixel×天地600pixel
• 容量 ：200KB
• ファイル形式 ：gif、jpg
• アニメーション ：不可
• 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
•

※ 1枚絵でご入稿ください
※ 表示領域は、画像両脇の左右135ピクセルになります。
※ 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。
※ 第三者配信の広告掲載はできません。

▼注意点

左右1280x天地600pixの白地のJPEG/GIF ファイルをご用意いただき、
ページの両端の左右135pixずつに画像をいれてご入稿ください。

このエリアは画像を入れず、
白地のままにしてください。

このエリア左右にバナー画像を
いれてください。135

pix

1280 pix

600
pix

135
pix

▼仕様

▼掲載イメージ ▼料金
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EE Times Japan / EDN Japan セカンドレクタングル
セカンドレクタングルのカテゴリは、「アナログ」「ロジック」「プロセッサ」「システムLSI/デジアナ混在」「メモリー」「ソフトウェア/設計環境」「組み込み」
「電源」「電子部品/個別部品」「計測/検査装置」「通信機器」「カーエレクトロニクス」「産業用機器」「民生用機器」の中から指定下さい。

EE Times Japan EDN Japan
記事ページトップページ

①,③

②,④

①,③

②,④

①,③

②,④

①,③

②,④

記事ページトップページ
商品名 掲載面 掲載

期間
インプ

レッション 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H) 容量

① セカンドレクタングル EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 任意 imp 保証 1.5 gif、jpg 300×300

／300×250 50KB

② Wセカンドレクタング
ル

EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 任意 imp 保証 2.5 gif、jpg 300×600 80KB

③ セカンドレクタングル
（カテゴリ指定あり）

EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 任意 imp 保証 2.0 gif、jpg 300×300

／300×250 50KB

④
Wセカンドレクタング
ル
（カテゴリ指定あり）

EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 任意 imp 保証 3.0 gif、jpg 300×600 80KB

MONOist / EE Times Japan / EDN Japan 共通テキスト広告

MONOist EE Times Japan EDN Japan

トップページ
フォーラム

トップページ

ａ

ｂ

ａ

記事ページ トップページ 記事ページ

ｂ ａ

トップページ 記事ページ

ａ ｂ

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)
a ミドルテキスト MONOist TOP、全フォーラムTOP、EE Times Japa TOP、EDN Japan TOP 固定 2週間 隔週月曜 15万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内

b プレミアムテキスト MONOist 全記事、EE Times Japan 全記事、EDN Japan 全記事 固定 2週間 隔週月曜 110万 想定 1 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内

c 求人情報 MONOist 全フォーラムTOP、全記事、EE Times Japan TOP、全記事、EDN Japan TOP、
カテゴリTOP、全記事 固定 1カ月間 毎月1日 250万 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角19文字以内×2行

共通広告【MONOist / EE Times Japan / EDN Japan 】
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メールマガジン広告
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メールマガジン 一覧

各フォーラムの新着記事・ニュース速報が毎朝まとめて届きま
す。これを読めば＠ITの記事を見逃すことはありません。

＠IT新着速報

毎週水曜日配信。編集部おすすめ記事を毎号テーマ別に紹介。
＠IT編集部を含む社員全員が毎号執筆するコラムも必見です。

＠IT通信

＠IT自分戦略研究所の新着記事、ITトレメのおすすめ、転職支
援情報、スキルアップ、キャリアアップなどの情報

＠IT自分戦略研究所Weekly

TechTargetジャパンに掲載された最新の編集記事や新着ホワイ
トペーパーの情報を毎日お知らせします。毎朝、わずか10分で
IT製品の最新情報をキャッチアップできます。

TechTargetジャパン新着情報

＊ 通常版 ：毎週 月～金 ※ 通数は別ページ参照

テーマ別の各専門メディアにおいて掲載された各種コンテンツを
各サイトの内容にそって、アーカイブしてお届けします

TechTarget サイト別メールマガジン

ITmedia エンタープライズに掲載された企業のIT活用に関する
最新情報の中から編集部が選んだ注目記事を、曜日ごとに異な
るテーマでお届けします。
＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 70,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 65,000 通

中小企業におけるIT化に役立つ導入事例や担当者インタビュー
、日々の業務を効率化するツールやサービスの紹介

ITmedia エンタープライズ中小企業通信

編集部が選ぶおすすめ記事や人気記事ランキング、本誌では読
めない、編集部のオリジナルコラム。取材こぼれ話、おすすめ
書籍の紹介などの情報をお届けします。

ITmedia ビジネスオンライン通信

ITmedia エグゼクティブに掲載されている記事の中から、
編集部が選んだ注目記事を一覧でお届けします。

ITmedia エグゼクティブメール

＊ 通常版 ：毎週 月 約 13,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 12,000 通

＊ 通常版 ：毎週 水 約 63,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 56,000 通

＊ 通常版 ：毎週 月・木 約 5,500 通
＊ Special版 ：毎週 火・水 約 5,500 通

マーケティング・テクノロジーおよび業界トレンドの解説記事
や、「マーケター通信」の人気コラムなど、マーケティングの
最新情報をコンパクトにまとめてお届けします。

ITmedia マーケティング通信

＊ 通常版 ：毎週 月・木 約 63,000 通
＊ Special版 ：毎週 月・水・木 約 57,000 通

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 100,000 通

＊ 通常版 ：毎週 水 約 185,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 ※ 通数は別ページ参照

＊ 通常版 ：毎週 木 約 95,000 通
＊ Special版 ：毎週 火 約 90,000 通

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 278,000 通

人気記事の紹介や、今注目のキーワード解説など、モノづく
りに携わる全ての方に向けた情報メールマガジンです

モノづくり総合版メールマガジン

＊ 通常版 ：毎週 木 約 111,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 92,000 通

TechFactoryに掲載された最新の編集記事や、
新着ホワイトペーパーの情報をお届けします。

モノづくり総合版 TechFactory通信

＊ 通常版 ：毎週 木 約 111,000 通

電動化・電子化が進む自動車の設計／開発に関する技術情報を
集約・解説した記事をピックアップ。次世代自動車を開発する
技術者のためのメールマガジン

オートモーティブメールマガジン

＊ 通常版 ：隔週 水 約 40,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 36,000 通

実践的な機械設計技術やCAD/CAEなどITツールの活用情報
を中心に、モノづくりの現場で働くスペシャリストに役立つ
最新情報が詰まったメールマガジン

メカ設計 メールマガジン

＊ 通常版 ：隔週 火 約 19,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 17,000 通

エレクトロニクス技術に関する先端情報、電子機器を設計/開発
するための技術情報、組み込みシステム開発の各種情報などを
集約したメールマガジン

電子機器設計/組み込み開発メールマガジン

＊ 通常版 ：隔週 水 約 67,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 60,000 通

ITを活用した製造システムの管理手法や経営論、収益性を
強く意識した次世代の製造業マネジメント層に役立つ記事
をピックアップ
＊ 通常版 ：隔週 火 約 26,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 23,000 通

FA／産業機器／制御機器分野のニュースや次世代生産システム
実現に向けた最新情報・解説記事をピックアップ

FA メールマガジン

＊ Special版 ：毎週 月～金 約 11,000 通

トレンド・ニュースや革新的な医療機器を開発するための
最新情報、医療分野へ新規参入にあたってのノウハウや解
説記事などをピックアップ

医療機器 メールマガジン

＊ Special版 ：毎週 月～金 約 9,200 通

製造マネジメントメールマガジン

IT担当者のスキルアップに役立つ、情報処理に関する問題
を1日1問毎日メールで配信しています

キーマンズネット
ITキャパチャージメールマガジン

＊ 通常版 ：毎週 月曜～金曜 ＊ 約 206,000 通

節電・蓄電・発電に取り組む企業・工場・店舗や自治体・
教育機関の皆様に役立つ最新情報を、コンパクトにまとめ
てお知らせします

日刊スマートジャパン

＊ 通常版 ：隔週 火 約 26,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 23,000 通

建設業界における課題を、ITやロボットなどの最新テクノロジ
ーで解決するための技術情報を、1週間分まとめてお届けする建
設系メルマガ

BUILT ウィーク

＊ Special版 ：毎週 月～金 約 5,900 通

※Special版メール・・・・・・各メールマガジンにおいて、オプトインの許諾を得ている読者に対して、号外版として配信を買い切る形で全文メッセージを送付する１社独占型のメールサービスです。

ITmedia エンタープライズメールマガジン

ITmedia Mobile、ITmedia PC USER、ITmedia LifeStyle の編
集部が、各ジャンルの最新ニュースやトレンドを日替わりでお届
けします。

ITmedia デジタルライフスタイル通信

＊ 通常版 ：毎週 月・水・金 約 11,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 97,00 通

ITmedia NEWS編集部が選んだ「注目ニュース」に加え、取材の
こぼれ話や裏話、身近なITトレンド、編集部視点でのニュースの“
深読み”など、ここでしか読めないコラムもお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 月・水・金 約 8,600 通
＊ Special版 ：毎週 火・木 約 7,500 通

ITmedia NEWS アンカーデスクマガジン
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メールマガジン 広告料金・仕様一覧（１）

【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。

メディア 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

　ヘッダーテキスト 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   1行 約63,000通 毎週 水 朝 ¥100,000

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 ¥300,000

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥200,000

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 約8,600通 ×2回 ¥100,000

 Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥150,000

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

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 ¥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 約11,000通 ×2回 ¥100,000

 Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥150,000

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

 Wミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥150,000

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥150,000

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
¥200,000

ITmedia デジタルライフスタイル通信

約9,700通

約11,000通 ×1回

　Special版メール 1

毎週 月・水・金

毎週 月～金

朝

朝

ITmedia エンタープライズ メールマガジン

ITmedia エグゼクティブメール

ITmedia ビジネスオンライン通信

ITmedia マーケティング通信

1

1

1

　Special版メール 1

　Special版メール 

　Special版メール 

　Special版メール 

ITmedia エンタープライズ 中小企業通信

　Special版メール 1

　Special版メール 1

ITmedia NEWS アンカーデスクマガジン

原稿仕様

約70,000通

約65,000通

約5,500通

×2回

毎週 月～金 朝

毎週 月 朝

毎週 月～金 朝

毎週 月･木 夜

約56,000通 毎週 月･火･木･金 夜

朝毎週 月～金

約13,000通

約12,000通

毎週
月･水･木

昼

約63,000通

¥600,000

配信日配信数

¥600,000夜

毎週 月･木 朝

毎週 火･水

¥600,000

約57,000通

約5,500通

¥300,000

¥400,000

毎週 月・水・金 朝
約8,600通 ×1回

約7,500通 毎週 火・木 朝 ¥400,000

ITmedia
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メールマガジン 広告料金・仕様一覧（２）

【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。

メディア スペース 枠数 料金

　ヘッダー 2 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

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 約100,000通 ¥150,000

　ヘッダー 2 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

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

 Wミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥200,000

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 約185,000通 ¥150,000

　ヘッダー 2 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

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

 Wミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥200,000

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 ¥50,000

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥40,000

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  20行以内 ¥80,000

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  20行以内 ¥80,000

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

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

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

原稿仕様 配信数 配信日

約100,000通 ×2回
毎週 月～金 朝

毎週 月～金 朝

毎週 月～金

朝

朝

朝毎週 火･木

＠IT新着速報

¥1,000,000

昼

朝隔週 水

毎週 水

毎週 火 朝

約95,000通 ×2回

約185,000通 ×2回

毎週 木

約130,000通
約120,000通
約120,000通
約120,000通
約105,000通

昼

朝

¥200,000

朝

1

FA　メールマガジン 毎週 月～金

毎週 月～金

オートモーティブ メールマガジン

＠IT

1

メカ設計 メールマガジン

製造マネジメント メールマガジン

約40,000通

医療機器　メールマガジン 　Special版メール 1

　Special版メール 

　Special版メール 

　Special版メール 

　Special版メール 

約90,000通1

1
表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内

隔週 火

　Special版メール 1

約9,200通

約19,000通

約11,000通

約36,000通

約23,000通

約17,000通

約26,000通

MONOist

1

＠IT自分戦略研究所 Weekly 

＠IT通信 
　Special版
　　- IT戦略
　　- 運用管理／構築
　　- システム開発
　　- セキュリティ
　　- キャリア／スキルアップ

¥100,000

¥100,000

¥650,000

隔週 火 朝

朝

毎週 月～金

¥300,000

¥300,000



42 42

メールマガジン 広告料金・仕様一覧（３）

【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。

メディア スペース 枠数 料金

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥120,000

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 毎週 木 朝 ¥150,000

　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥120,000

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

　Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   10行 ¥200,000

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

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 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

　ヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行以内 ¥150,000

　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行以内 ¥100,000

ヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000

ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

　ヘッダー 2 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

TechTargetジャパン

Computer Weekly新着情報 朝毎週 木

1

朝

スマートジャパン

 専門メディア別
 メールマガジン

毎週 月～金

約139,000通
約116,000通
約153,000通
約101,000通
約105,000通
約148,000通
約 95,000通
約 41,000通
約143,000通
約 27,000通
約155,000通
約122,000通
約 97,000通
約104,000通
約121,000通
約 61,000通

TechTarget新着情報

セキュリティ
スマートモバイル
仮想化
システム開発
データ分析
中堅・中小企業とIT
情報系システム
CRM＆SFA
クラウド
医療IT
システム運用管理
サーバ＆ストレージ
ネットワーク
教育IT
経営とIT
ERP

約278,000通

隔週 月曜 1回 
隔週 月曜 1回 
隔週 火曜 1回 
隔週 火曜 1回 
隔週 火曜 1回
隔週 火曜 1回
隔週 水曜 1回 
隔週 水曜 1回 
隔週 水曜 1回 
隔週 水曜 1回 
隔週 木曜 1回
隔週 木曜 1回
隔週 木曜 1回
隔週 木曜 1回
隔週 金曜 1回
隔週 金曜 1回

BUILT ウィーク 　Special版メール 1 約5,900通

日刊スマートジャパン

　Special版メール 1

原稿仕様

約12,000通

¥800,000毎週 月～金 昼

毎週 月～金 朝 ¥300,000

毎週 月～金 朝

配信数 配信日

約26,000通

約23,000通

¥100,000×2回 毎週 月～金 朝

朝

約111,000通

約98,000通

モノづくり総合版 メールマガジン 

モノづくり総合版 TechFactory通信

毎週 月～金約60,000通

（TechFactory通信： 毎週 月・水）

昼×2回

電子機器設計 / 組み込み開発
メールマガジン

　Special版メール 1

キーマンズネット ITキャパチャージ メールサービス 約206,000通 毎週 月～金

MONOist 
・ 

EE Times Japan
・

EDN Japan
・

TechFactory

　Special版メール 

約67,000通

BUILT

¥600,000

毎週 月～金 朝
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ターゲティングメール
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ITmedia エンタープライズ ターゲティングメール

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
・1000～5000万円
・5000～1億円
・1～10億円
・10～25億円
・25～50億円
・50～100億円
・100～250億円
・250億円以上
・不明

■年商規模
・5000万円
・5000万円～1億円
・1億円～10億円
・10億円～50億円
・50億円～100億円
・100億円～500億円
・500億円～1000億円
・1000億円～1兆円
・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。
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ITmedia ビジネスオンライン通信 ターゲティングメール

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

価格 ：130,000円～／1回 （税別）
配信数限定 ：1日1社
配信可能日 ：月・火・木・金曜日 ※配信時間の指定はできません
最大配信可能数 ：約56,000通

＜セグメントフィールド＞

■業種
・農林水産業・鉱業
・建設業
・商社
・製造業
・情報サービス業
・通信サービス業
・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
・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

■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

■勤務地
・都道府県別

■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

「 ITmedia ビジネスオンライン通信 ターゲティングメール」は、 ITmedia ビジネスオンライン通信のメールマガジンを熱心に購読
し、オプトインの許諾を得ているユーザー（約5.6万人）に対して、業種や職種、役職、さらに性別や年収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。

■ 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（※）

※リンクURLについては、配信時クリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください
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ITmediaマーケティング ターゲティングメール
ITmediaマーケティング会員の登録情報をもとにターゲットをセグメントし、リーチできる1通独占型メール配信サービス
ホワイトペーパーや記事企画(タイアップ)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。

▼マーケティング関連年間予算規模
500万円
500～1000万円
1000～5000万円
5000～1億万円
1～10億万円
10～25億万円
25～50億万円
50～100億万円
100～250億万円
250億円以上
不明

▼現在担当する業務において、どのような立場でかかわっていますか？
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

▼マーケティングツールの導入に関して、どのような立場でかかわっていますか？
導入についての決定権のメンバー
導入についての製品選定権のメンバー
導入についてのアドバイスメンバー
他社への提案を行うSI・リセラー
特に導入には関与しない立場

▼業務におけるマーケティング関連ツール、サービスの導入に関わる事項

■マーケティング戦略
消費者研究
ブランド
プロダクト／サービス
プランニング

■データ分析／効果測定
数理統計分析／データマイニング
ビジネスアナリティクス
アクセス解析
広告効果測定
マーケティング・リサーチ

■キャンペーン
キャンペーン管理
メール配信
RTB/DSP/SSP
LPO/EFO
SEO
リスティング
CRM（顧客DB／リード管理）
テレマーケティング
イベント運営管理
名刺管理
リードナーチャリング

■ソーシャルメディア
アカウント管理
アドオンツール
クチコミ分析

■Webサイト構築
レコメンドエンジン
検索エンジン
動画配信システム
コンテンツ管理

※リンクURLについては、配信時クリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください

費目 料金 備考

基本料金 100,000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

価格 ：180,000円～／1回 (最低配信数 1,000件)
配信可能日 ：営業日の6時、9時、14時
最大配信可能数 ：約39,000通
※ 原稿は出稿主様でご準備ください。

■ 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（※）
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エンジニアリング・メディア ターゲティングメール

価格 ：96,000円～／1回 (税別)
配信可能日 ：平日
最大配信可能数 ：約122,000通
※ エンジニアリング・メディア会員のうち、 ターゲティングメールパーミッション取得者数

製造業界に約118,000名の会員を持つ エンジニアリング・メディア。ターゲティングメールは会員の中から伝えたいターゲット
だけを抽出し、効果的にメッセージを配信することが可能です。「ホワイトペーパーへの誘導」「製品の告知」、「キャンペーン
サイトへの誘導」、「セミナー集客」 などに、ぜひご利用ください。

最低配信数 定価料金(税別)

1,200通～

80円＠1通
（テキストメール、データ利用料

＋配信作業料込み)

【企業名指定】
200円＠1通

（テキストメール、データ利用料
＋配信作業料込み)

※ セグメントフィールドは変更になる場合がございます。詳しくはお問合せください。

■ 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（※）

※『リンクURLについては、配信時クリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください

＜セグメントフィールド＞
■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

■職種
・経営・経営企画職
・環境対策・環境推進職
・建築・土木関連職
・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

■導入に関わる事項
・エレクトロニクス

デジタル半導体
アナログ半導体
計測／検査機器
EDAツール

電子部品／材料
電源
コンピュータ・周辺機器／通信機器
電子機器関連サービス
無線技術
LED
ディスプレイ
プログラマブルデバイス
センサー

・組み込み開発
組み込み開発ツール
組み込みボード
組み込みソフトウェア
ロボット
ソフトウェアテスト／デバッグ
車載ソフトウェア
組み込みセキュリティ
組み込みOS
FA／制御システム
国際標準規格対応

・メカ設計
CAD
CAE
CAM／工作機械
3Dプリンタ
3Dスキャナ
切削／成形
製品企画／デザイン

・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
・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

・総務・人事・教育職
・財務・会計・経理職
・資材購買職
・広報・宣伝・マーケティング職
・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

■勤務地
・都道府県

■従業員数

■年商規模

・製造マネジメント
PDM／PLM
生産管理
製造業向けERP
製造業向けSCM
在庫管理
生産スケジューラ
BOM
図面管理／文書管理
製造業向けクラウド
その他ITソリューション
コンサルティングサービス

・節電・蓄電・発電
省エネ機器（LED照明含む）
発電システム（太陽光など）
蓄電システム
エネルギー管理システム／サービス
電気自動車関連（部品／材料含む）
電力供給サービス

・キャリア
キャリアアップ
スキルアップ
語学
エンジニア教育

・その他
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価格 : 20万円～／1回(最低配信数 1,000件)
配信可能日時 : 営業日の11時、12時、13時、15時、16時
※ 原稿は出稿主様でご準備ください。
※ リンクURLについては、配信時クリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください。

TechTarget AI ターゲティングメール
TechTarget会員の登録情報、行動履歴をもとにターゲットをセグメントし、リーチできる1通独占型メール配信サービス
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。ホワイトペー
パーや記事企画(タイアップ)の閲覧促進、キャンペーンサイトへの誘導などにご利用下さい。

■ 原稿規定
・ Subject : 全角30文字以内 (“ ○○ ≪TechTargetジャパン Info≫” の様に掲載されます)
・ 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 ・ URL本数 : 20本まで ・ クリックカウントの取得 : あり
・ 入稿方法、使用禁止文字などにつきましては入稿基準をご覧ください。

○ 基本使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10万円

○ 配信単価
・TechTarget内コンテンツへの誘導 ・・・・ ＠80円
・その他への誘導 ・・・・・・・・・・・・・ ＠100円
・企業名指定 ・・・・・・・・・・・・・・・ ＠200円

○ 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／フイールド

○ リマインドメール配信・・・・・・・・・・・・ ＋5万円／回

■業種 ■職種 ■勤務地 ■年商規模
農林水産業・鉱業 卸売業・小売業 経営・経営企画職 建築・土木関連職 47都道府県 5000万円未満
建設業 コンピュータ関連製品販売業・リセラー 環境対策・環境推進職 調査・計画 5000万円～1億円未満

建設コンサルタント その他卸売業・小売業 情報システム関連職 建築設計 ■役職クラス 1億円～10億円未満
住宅会社 電気・ガス・熱供給・水道業 社内情報システム（CIO・マネージャ） 土木設計 経営者・役員クラス 10億円～50億円未満
リフォーム専業 運輸業・郵便業 社内情報システム（企画・計画・調達） 構造設計 事業部長／工場長クラス 50億円～100億円未満
建築（意匠）設計事務所 金融業・保険業 社内情報システム（開発・運用管理） 設備設計 部長クラス 100億円～500億円未満
構造設計事務所 不動産業・物品賃貸業 社内情報システム（その他） インテリア・デザイン 課長クラス 500億円～1000億円未満
設備設計事務所 不動産（売買、賃貸）仲介 ITコンサルタント 積算・見積 係長・主任クラス 1000億円～1兆円未満
ゼネコン（総合建設業） 不動産管理 ITアーキテクト 施工管理 一般社員・職員クラス 1兆円以上
サブコン（専門建設業） デベロッパー（総合不動産業） プロジェクトマネージャ 技能工 契約・嘱託・派遣
工務店 その他不動産業 システム分析・設計 ビルメンテナンス パート・アルバイト ■IT関連予算規模
鉄道関連 宿泊業・飲食サービス業 プログラミング・テスト 研究・技術開発 無職 500万円未満
その他建設業 生活関連サービス業・娯楽業 保守・運用管理 不動産売買・開発 その他 500～1000万円未満

商社 専門・技術サービス業 その他情報システム関連職 アセットマネジメント／プロパティマネジメント 1000～5000万円未満
製造業 新聞・出版・放送・メディア・広告業 モノづくり（研究・開発／設計／生産・製造技術）関連職 仲介（売買、テナント） ■従業員規模 5000～1億円未満

コンピュータ関連機器製造業 教育・学習支援業 製品企画 その他建築・土木・不動産関連 1～9名 1～10億円未満
コンピュータ関連ソフトウェア製造業 医療・福祉 研究 総務・人事・教育職 10～49名 10～25億円未満
電子部品・デバイス・電子回路製造業 医師（開業医） 開発 総務・庶務 50～99名 25～50億円未満
電気機器製造業 医師（勤務医） 論理・回路設計（アナログ） 人事・教育職 100～299名 50～100億円未満
自動車・輸送用機器製造業 歯科医 論理・回路設計（デジタル） 法務・知財・渉外 300～499名 100～250億円未満
産業用・事務用機器製造業 看護師 機構・筐体などのメカ設計 財務・会計・経理職 500～999名 250億円以上
食品・化学・薬品製造業 医療事務員 その他の設計 財務 1000～1999名 不明
素材・エネルギー関連製造業 介護職／ホームヘルパー 解析・シミュレーション 会計・経理 2000～4999名
その他の製造業 そのほか（作業療法士、理学療法士など） 組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト） 資材・購買職 5000～9999名 ■関心事項

情報サービス業 その他のサービス業 組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング） 広報・宣伝・マーケティング職 10000名以上 150以上のキーワードから選択できます
パッケージソフトウェア業 政府／官公庁／団体 組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理） 宣伝・マーケティング 非就業の方
SI（独立系、または、外販主体） その他の業種 製造・生産技術 広報・IR
SI（主に系列企業を対象とする） 自由業 生産管理・工程管理 デザイン・クリエイティブ職 ■意思決定立場
受託開発・情報処理 主婦・主夫 品質管理 営業・販売・サービス職 企業全体の経営戦略を策定／決定する立場
組み込みソフトウェア業 学生 その他モノづくり関連職 その他専門職 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コンサルティング業 無職 その他一般職 定められた方針の下に、事業を遂行する立場
その他情報処理・情報サービス業 主婦・主夫 企業全体のIT戦略を策定／決定する立場

通信サービス業 学生 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
通信事業者 無職 情報システムを提案／構築／運用／管理する立場
ISP・iDC・SaaS・クラウド事業者
その他通信サービス業
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セミナー集客専用ターゲティングメール

TechTargetジャパン会員に配信する一通独占型セミナー集客メール広告
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。

メール配信料金 ：50円／通
※基本料金として10万円かかります。
※最低ご実施料金は、30万円（4,000通配信）となります。

■ご提供内容
メール配信（未クリック者への2次PUSHメール付き）

■原稿仕様
・Subject ：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
・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

■オプション
・3次PUSHメール：10万円（2次PUSH未クリック者へのリマインド配信）
・集客ページ制作：10万円

■備考
・メール原稿は貴社にて作成ください。

TechTarget会員に配信され
るメールを1通独占すること
ができます。

セミナーの見どころやプロ
グラムの詳細情報などを記
載下さい。
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セミナー集客専用ターゲティングメール（キーマンズネット）

セミナー情報を求めるキーマンズネット会員に向けたターゲティングメール
キーマンズネットのセミナー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。

メール配信料金 ：50円／通
※基本料金として10万円かかります。
※最低ご実施料金は、30万円（4,000通配信）となります。

■ご提供内容
・メール原稿作成
・メール配信（未クリック者への2次PUSHメール付き）

以下、キーマンズネットのセミナーページをご利用の場合のみ

・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

■オプション
3次PUSHメール：10万円（2次PUSH未クリック者へのリマインド配信）

■備考
・キーマンズネットのセミナー申込みページをご利用の場合

- セミナー情報のご登録は、専用ページから貴社にて行っていただきます。
- 申込者のリストは、ヘルパーサイトからダウンロードできます。

・メールの配信報告はございません。配信翌日から、ヘルパーサイトにて
クリック数をご確認いただくことができます。

知っておきたい！そんなIT関連のセミナー情報を、タイムリーにお届けします！
━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キーマンズネット│ Pick Up ☆ セミナー ＜ 2014/04/04 ＞
────────┴───────────────────────────

http://www.keyman.or.jp/sm/?ml=s
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<< 本日の新着セミナー >>

●ITILで本当に上手くいくの？問題＆変更管理のキホンと実践のコツ
→ http://www.keyman.or.jp/sm/50053228/?ml=s20140404

●★"Power BI"公開！★デモと実例から学ぶ「SharePoint活用法」
→ http://www.keyman.or.jp/sm/50053144/?ml=s20140404

●脆弱性を狙い撃ち！？最新攻撃に“本当に”有効な対策を学ぶ
→ http://www.keyman.or.jp/pd/10025342/?ml=s20140404

────────────────────────────────────
●ITILで本当に上手くいくの？問題＆変更管理のキホンと実践のコツ
────────────────────────────────────
■セミナー名：今年こそはじめるITIL問題＆変更管理
■会社名 ：ゾーホージャパン
■開催地 ：東京都

→ http://www.keyman.or.jp/sm/50053228/?ml=s20140404

● 開発と運用の間に埋まらない溝がある、ITサービス管理には課題が多い…
でも「ITILで本当に自社の状況が改善するのか疑問」と思っていませんか？

--------------------------＞ その課題、ITILでちゃんと解決できるんです！

◆◇◆ ＜今年こそ始めたい＞ ITIL管理プロセス実践セミナー開催 ◆◇◆
ITIL準拠のインシデント・問題・変更管理をITコンサルタントが詳しく解説！

導入時につまづきやすいポイントや対処方法など実践で役立つコツもお教えします
★4/23(水)15:00～17:30★フクラシア東京ステーション/東京駅直結★無料/登録制

────────────────────────────────────
●★"Power BI"公開！★デモと実例から学ぶ「SharePoint活用法」
────────────────────────────────────
■セミナー名：SharePointの更なる活用術とは？コラボ基盤からPower BIのご紹介
■会社名 ：主催：SCSK/協賛：日本マイクロソフト
■開催地 ：東京都

→ http://www.keyman.or.jp/sm/50053144/?ml=s20140404

┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗■ 参加者全員に書籍「ひと目でわかるSharePoint Server 2013」を進呈予定！
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

見どころ●マイクロソフト社より：「社内情報活用のビジョン」
●SCSK社より：「"事例から学べる！"SharePoint 2013の活用法」
●今注目の「Power BI」！デモで最新ソリューションを体験

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 4月17日（木）14:00～17:00 ★＠外苑前★ 定員50名（参加無料・事前登録制）

────────────────────────────────────
●脆弱性を狙い撃ち！？最新攻撃に“本当に”有効な対策を学ぶ
────────────────────────────────────
■セミナー名：HP World Tour 東京
■会社名 ：日本ヒューレット・パッカード

キーマンズネット会員に配
信されるセミナー情報メー
ルマガジンで告知すること
ができます。

会員の関心に合わせて差し
込まれるセミナー内容が変
わるターゲティングメール
になっていますので、高い
集客効果が期待されます。
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SPOTサービス

会員属性や関心事項をもとにターゲットを抽出し、PUSHメールを配信
オプトインメールタイプの広告サービスです。キャンペーン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。短期間に集中して貴社商材をプロモーションする際におすすめです。

実施フロー
料金（1回配信） ：60万円～
◯ 基本料金：10万円
◯ データベース利用料金：100円／件（5,000件～）

■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）
・TOPページ オススメ枠への掲載

（メール配信日に、配信対象となった会員のTOPページに掲載）

■オプション
ランディングページ制作＋リード獲得：25万円
キーマンズネット内にSPOTサービスメールのランディングページを制作し、PDF資料のダウ
ンロードや問合せフォームなどから、リードを獲得することが可能です。リード収集期間は、
最大10営業日となります。

3次PUSHメール：10万円
2次配信メールをクリックしていない会員に対して、再度リマインドメールを配信します。ま
た、上記オプション制作したランディングページに誘導する場合、掲載期間を最大5営業日ま
で延長することができます。

■備考
・メールの配信報告はございません。
・メール原稿は、誘導先の情報をもとに弊社にて制作させていただきます。
・｢ランディングページ制作＋リード獲得｣オプションは、制作する記事の内容

により、追加で費用が発生する場合がございます。

立場 業種

アプローチしたい会員の属性を下記項目から選択していただきます

職種

企業規模 地域

ターゲッ
ト指定

関心項目

メール配
信

ターゲット会員に対して、One to Oneメールとキーマンズネット
TOPのオススメ枠から貴社サイトへ誘導

メールマガジン TOPページ オススメ枠

貴社サイト
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記事企画「Special」
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アイティメディアの記事企画「Special」とは、貴社の商材やサービスを専門の編集スタッフが編集記事風に仕上げる記事体広告／タイアップ企画
の総称です。タイアップ専用の誘導枠を中心に、アイティメディアが有する数多くのサイト特性を活かして各種バナーやテキストアド、メールマガ
ジンなどを組み合わせた誘導メニューを策定し、効率よく読者を記事企画ページに誘導することができます。また、記事企画ページから貴社サイト
へ誘導したり、アンケートページを設置してユーザー調査を行ったりといった、インターネットならではの機能を活かしたアプローチも可能です。

＊貴社指定サイトへ誘導
ご希望に応じて、貴社指定のサイトへ誘導リンクを
設定することができます。企画ページの本文または
右カラムのスペースを使って、読者をスムーズに誘
導します。

●誘導メニュー
（タイアップ専用誘導枠）

●記事企画ページ

※誘導枠の仕様はサイトによって異なります。 ※記事企画ページのデザインや仕様は、掲載するサイトに
よって異なります。また、企画ページ内には、「PR」「提
供（広告主名）」「掲載内容有効期限」が入ります。

●ミニアンケート／資料請求
（オプション）

「Special」記事企画内からリンクしたアンケート／
資料請求フォーム（弊社専用フォーム利用）

※設問数は、合計10問まで（資料請求の場合、個人
情報提供への同意項目＋名刺情報を含めて合計15問
まで）。設問内容はお客様からテキストで支給いた
だきます。

※誘導は「Special」記事企画ページ内から行います
（個別の告知／誘導は設定致しません）。

記事企画 「Special」

●記事企画コンテンツは企画打ち合わせ後に弊社にて制作いたします。掲載前に校正作業をお願いいたします。
●制作期間は最初のお打ち合わせから掲載までおよそ1ヶ月程度です。また、誘導枠で使用するアイコンおよび

テキストは、弊社で制作いたします。

●制作したコンテンツは、お申し出のない限り、掲載期間終了後もバックナンバーとして掲載いたします。
●アイティメディア記事企画「Special」は、ご契約いただく誘導枠の掲載終了日までがサービスの提供期間となります。

関連
リンク

誘導枠
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ITmedia NEWS Special （記事企画）

国内外のITとビジネスの最新情報を圧倒的なボリュームでスピーディーに提供する総合ニュースサイト「 ITmedia NEWS  」
の特性を活かした切り口で、貴社プロモーションの目的に応じたコンテンツを制作いたします。

誘導枠掲載位置

スタンダードプラン ￥1,500,000-

●コンテンツ：
タイアップ記事1本（1html）制作
(コンテンツ掲載費含)

●誘導枠：
・ ITmedia NEWS トップリンク （1週間）
・ ITmedia NEWS サイドリンク （1ヶ月）
・ ITmedia NEWS 記事下リンク （2週間）
・ ITmedia TOP サイドリンク （2週間）

●実施期間：
1ヶ月間

●ITmedia NEWSトップページ ●ITmedia NEWS 記事ページ

誘
導
枠

誘
導
枠

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

トップリンク
記事下リンク

●ITmedia TOP

サイドリンク

誘
導
枠

サイドリンク
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ITmedia ビジネスオンライン Special （記事企画）

明日の事業成長を目指す次世代ビジネスリーダー向け、企業戦略に特化したビジネス誌
「 ITmedia ビジネスオンライン 」。各媒体の特性を活かした切り口で、
貴社プロモーションの目的に応じたコンテンツを制作いたします。

スタンダードプラン ￥1,800,000-

●コンテンツ： ●誘導枠： ●実施期間
・タイアップ記事1本（1html）制作 ・ITmedia ビジネスオンライン トップリンク（1ヶ月） ・ １ヶ月間

(コンテンツ掲載費含) ・ITmedia ビジネスオンライン サイドリンク（1ヶ月）
・ITmedia ビジネスオンライン 記事下リンク（2週間）
・ITmedia ビジネスオンライン スマホリンク（2週間）

誘導枠掲載位置

●トップページ

誘
導
枠

●記事ページ

ITmedia ビジネスオンライン
サイドリンク

誘導枠

ITmedia ビジネスオンライン
記事下リンク

誘
導
枠

誘導枠

ITmedia ビジネスオンライン
トップリンク

ITmedia ビジネスオンライン
サイドリンク
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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

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

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

ITmedia エンタープライズ／ITmedia エグゼクティブ Special （記事企画）

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ヶ月間）
・ITmedia エグゼクティブ 記事下リンク（1ヶ月間）
・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ヶ月間

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ヶ月間）
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（1ヶ月間）
・ITmedia エンタープライズ 記事下リンク（1ヶ月間）
・＠IT サイドリンク（2週間）※次頁参照
●実施期間：

1ヶ月間

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。

ITmedia エグゼクティブITmedia エンタープライズ ITmedia エグゼクティブ Summary
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ITmedia Mobile Special（記事企画）

スマートフォンをはじめとする携帯端末や通信サ
ービス、周辺機器、アプリに至るまで、ケータイ
に関するさまざまな製品・サービスを、感度の高
い目利き読者にプロモーションいたします。

ITmedia Mobile トップページ ITmedia Mobile  記事ページ

ITmedia PC USER Special（記事企画）

最新のPCや新機能に敏感でいち早く詳しい情報
を求めるハイエンド・ユーザーや、中小企業
/SOHOで活用できるOA機器の情報を求めるビジ
ネス・ユーザーに対して製品・サービス・ソリ
ューションのプロモーションが可能です。

ITmedia PC USER トップページ ITmedia PC USER 記事ページ

誘導枠掲載位置誘導枠掲載位置

誘導枠

スマートフォン

記事ページ

デジタルメディア
ユニット

スマホリンク

誘導枠

スマートフォン
記事ページ

デジタルメディア
ユニット

スマホリンク

スタンダードプラン ：￥1,500,000-
●コンテンツ：タイアップ記事1本制作（コンテンツ掲載費含）

●誘導枠：ITmedia Mobile スマートフォンビューデジタルメディアユニット
・トップリンク（1ヶ月間） ・スマホリンク（1週間）
・サイドリンク（1ヶ月間）
・記事下リンク（2週間）

●実施期間：1ヶ月間

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

誘導枠

サイドリンク

スタンダードプラン ：￥1,500,000-
●コンテンツ：タイアップ記事1本制作（コンテンツ掲載費含）

●誘導枠：ITmedia PC USER スマートフォンビューデジタルメディアユニット
・トップリンク（1ヶ月間） ・スマホリンク（1週間）
・サイドリンク（1ヶ月間）
・記事下リンク（2週間）

●実施期間：1ヶ月間
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ITmedia LifeStyle トップページ ITmedia LifeStyle 記事ページ

ITmedia LifeStyle Special （記事企画）

薄型テレビやBD/DVDレコーダーなどのAV機器、
DAP関連やデジタルカメラなどの黒モノ家電を中
心に、編集部書きおろし記事や、著名ライター・
専門家や写真家を起用したスペシャル記事でプロ
モーションいたします。

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

誘導枠

サイドリンク

スタンダードプラン ：￥1,500,000-
●コンテンツ：タイアップ記事1本制作（コンテンツ掲載費含）

●誘導枠：ITmedia LifeStyle スマートフォンビューデジタルメディアユニット
・トップリンク（1ヶ月間） ・スマホリンク（1週間）
・サイドリンク（1ヶ月間）
・記事下リンク（2週間）

●実施期間：1ヶ月間

誘導枠

記事ページ

デジタルメディア
ユニット

スマホリンク

スマートフォン

誘導枠掲載位置
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ITmediaのコンシューマー向けメディアにて、安心してご出稿いただける“PV保証型”記事広告のPV単価を大幅刷新！広告主
様のご予算、ニーズにあわせて、保証PVは1PV単位でカスタマイズ可能です。

ITmedia PV保証タイアップ

保証PV PV単価 料金 最低保証
誘導期間 誘導広告枠・内容 制作期間 校正回数 レポート

50,000～ ￥70 ¥3,500,000～ 1週間 当社におまかせ 1ヶ月間 3回まで

・PV
・UB
・平均滞在時間
・外部リンク クリック数

Excel（PDF）ベース

30,000～ ￥80 ￥2,400,000～ 1週間 当社におまかせ 1ヶ月間 3回まで

10,000～ ￥90 ¥900,000～ 1週間 当社におまかせ 1ヶ月間 3回まで

対応媒体は
コチラ

 例：10,000PV保証の場合
PV単価

¥90

保証PV

10,000PV

料金

￥900,000

 例：20,000PV保証の場合
PV単価

¥90

保証PV

20,000PV

料金

￥1,800,000

・上記料金は全て税込、グロス金額です。
・10,000PV保証以上にて承ります。PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや原稿内容は当社にお任せいただきます。
・誘導広告は保証PV達成次第、掲載を停止致しますが、最低1週間は掲載を保証致します。
・著名人のアサインや遠方への取材などが必要な場合は別途、御見積致します。
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＠IT Special （記事企画）

＠IT編集部が編集・ディレクションし、読者にわかりやすく伝えることができる記事体広告です。
技術的な内容の製品・サービス紹介や事例紹介、インタビューなど、 ITエキスパート層に向けたプロモーション展開に最適です。

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本制作 （コンテンツ掲載費含）
●誘導枠 ：＠IT トップリンク （1ヶ月間）

＠IT サイドリンク （1ヶ月間）
＠IT 記事下リンク （2週間）

●実施期間 ：1ヶ月間

誘導枠

誘導枠

サイドリンク

＠IT 記事ページ＠IT トップページ

誘導枠掲載位置

記事下リンク

スタンダードプラン：￥1,500,000-
●コンテンツ ：タイアップ記事1本制作（コンテンツ掲載費含）

●誘導枠 ：＠IT自分戦略研究所 トップリンク（1ヶ月間）

＠IT自分戦略研究所 サイドリンク（1ヶ月間）

＠IT自分戦略研究所 記事下リンク（2週間）

＠IT トップリンク（1ヶ月間） / ＠IT 記事下リンク（2週間）

●実施期間 ：1ヶ月間

＠IT自分戦略研究所
フォーラムトップページ

＠IT自分戦略研究所
フォーラム記事ページ

＠IT トップページ

誘導枠掲載位置

誘導枠

誘導枠

＠IT自分戦略研究所
トップリンク

＠IT自分戦略研究所
記事下リンク

誘導枠

＠IT 記事ページ

＠IT自分戦略研究所
サイドリンク

誘導枠

誘導枠

＠IT 記事下リンク＠IT トップリンク

＠IT ＠IT自分戦略研究所

誘導枠

トップリンク



61 61

MONOist / EE Times Japan / EDN Japan Special（記事企画）

企業様のご要望に合わせて記事体広告(PRコンテンツ)を制作・掲載いたします。トップインタビュー/導入事例/展
示会レポート/製品紹介など、プロモーション目的に応じたコンテンツ制作が可能です。組み込み開発、メカ設計、
エレクトロニクス、ロボット、医療機器など製造業界向けのプロモーション展開に最適です。

スタンダードプラン（4,000字) ￥1,200,000-
Lite プラン（2,000字) ￥1,000,000-

●コンテンツ：
タイアップ記事1本（1html）制作(コンテンツ掲載費含)

●誘導枠
EM ALL サイドリンク(1ヶ月間）
MONOist トップリンク（下）(1ヶ月間）
MONOist 記事下リンク（1ヶ月間）
EM スマートフォンビュー スマホリンク(1ヶ月間）

●実施期間：1ヶ月間

スタンダードプラン（4,000字) ￥1,200,000-
Lite プラン（2,000字) ￥1,000,000-

●コンテンツ：
タイアップ記事1本(1html)制作(コンテンツ掲載費含)

●誘導枠
EM ALL サイドリンク(1ヶ月間）
EE Times Japanトップリンク（下）(1ヶ月間）
EE Times Japan 記事下リンク（1ヶ月間）
EM スマートフォンビュー スマホリンク(1ヶ月間）

●実施期間：1ヶ月間

EE Times Japan SpecialMONOist Special

誘導枠掲載位置

EDN Japan Special

トップページ フォーラム
トップページ

記事ページ トップページ 記事ページ トップページ カテゴリ
トップページ

記事ページ

MONOist EE Times Japan EDN Japan

誘
導
枠

誘
導
枠

誘
導
枠

誘
導
枠

誘
導
枠

MONOist
トップリンク（下）

誘
導
枠

誘
導
枠

誘
導
枠

EDN Japan 
トップリンク（下）

スタンダードプラン（4,000字) ￥1,200,000-
Lite プラン（2,000字) ￥1,000,000-

●コンテンツ：
タイアップ記事1本(1html)制作(コンテンツ掲載費含)

●誘導枠
EM ALL サイドリンク(1ヶ月間）
EDN Japanトップリンク（下）(1ヶ月間）
EDN Japan記事下リンク（1ヶ月間）
EM スマートフォンビュー スマホリンク(1ヶ月間）

●実施期間：1ヶ月間

EM ALL
サイドリンク

EE Times Japan
トップリンク（下）

誘導枠 誘導枠 誘導枠

EM ALL
サイドリンク EM ALL

サイドリンク

EM ALL
サイドリンク

EM ALL
サイドリンク

EM ALL
サイドリンク

EM ALL
サイドリンク EM ALL

サイドリンク

誘導枠

MONOist
記事下リンク

誘導枠

EE Times Japan 
記事下リンク

誘導枠

EDN Japan 
記事下リンク
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スマートジャパン／BUILT Special （記事企画）

誘導枠掲載位置

節電・省エネお役立ちサイト 「スマートジャパン」／ビルなどの建設をIT・IoTで確信するウェブメディ
ア「BUILT」のタイアップメニューです。各媒体の特性を活かした切り口で、貴社プロモーションの目的
に応じたプロモーション展開が可能です。

スタンダードプラン（4,000字) ￥1,000,000-
Lite プラン（2,000字) ￥800,000-

●誘導枠
スマートジャパン トップリンク (1ヶ月間)
スマートジャパン サイドリンク (1ヶ月間)
スマートジャパン 記事下リンク (1ヶ月間)
スマートジャパン スマホリンク (1ヶ月間)

●実施期間：1ヶ月間

スマートジャパン
記事ページ

スマートジャパン
サイドリンク

誘
導
枠

誘導枠

スマートジャパン
スーパーバナー

スマートジャパン
SUB TOPページ

誘
導
枠

スマートジャパン
サイドリンク

誘導枠

スマートジャパン
スーパーバナー

スマートジャパン
TOPページ

誘
導
枠

スマートジャパン
サイドリンク

誘導枠

スマートジャパン
スーパーバナー

スマートジャパン
記事ページ

スマートジャパン
サイドリンク

誘
導
枠

スタンダードプラン（4,000字) ￥1,000,000-
Lite プラン（2,000字) ￥800,000-

●誘導枠
BUILT トップリンク (1ヶ月間)
スマートジャパン サイドリンク (1ヶ月間)
スマートジャパン 記事下リンク (1ヶ月間)
スマートジャパン スマホリンク (1ヶ月間)

●実施期間：1ヶ月間

スマートジャパン
TOPページ

誘
導
枠

スマートジャパン
サイドリンク

スマートジャパン Special BUILT Special

誘導枠

BUILT
TOPページ

BUILT 
トップリンク

誘導枠掲載位置
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記事企画「Special」誘導枠 料金・仕様一覧（１）

※ユーザーのPC環境によっては意図されているレイアウトとは異なって表示されることもございます。予めご了承ください。

テキスト アイコン 容量

トップボックス Top 左カラム 固定 1週間 約27万 4 ¥750,000

小見出しテキスト：全角13文字以内

タイトルテキスト：全角25文字以内

アブステキスト　：全角75文字以内

120×90 15KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

1ヶ月 約230万 ¥1,300,000

2週間 約100万 ¥700,000

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約26万 30 ¥400,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約320万 15 ¥800,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約150万 8 ¥600,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約24万 8 ¥400,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約380万 30 ¥800,000
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
60×45 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約120万 8 ¥600,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約12万 8 ¥250,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約200万 30 ¥600,000
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
60×45 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約85万 8 ¥400,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約11万 30 ¥200,000
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
60×45 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約10万 8 ¥200,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップボックス Top 左カラム ローテーション 1ヶ月 約1.8万 2 ¥100,000

小見出しテキスト：全角13文字以内

タイトルテキスト：全角25文字以内

アブステキスト　：全角75文字以内

120×90 15KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

ITmedia マーケティング サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約26万 10 ¥400,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約13万 10 ¥450,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

任意

ITmedia エグゼクティブ

商品

ITmedia TOP

掲載面

Top

表示方法

右カラムサイドリンク

掲載期間 想定imp
ファイル

形式
料金

掲載

開始日
枠数

10
gif、jpg +

テキスト

仕様（左右×天地）

12KB未満
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
80×60

ITmedia NEWS

ITmedia ビジネスオンライン

掲載位置

ITmedia エンタープライズ

固定

サイト
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記事企画「Special」誘導枠 料金・仕様一覧（２）

※ユーザーのPC環境によっては意図されているレイアウトとは異なって表示されることもございます。予めご了承ください。

テキスト アイコン 容量

トップボックス Top 左カラム 固定
月～水

木～日
約3.5万 1 ¥750,000

小見出しテキスト：全角13文字以内

タイトルテキスト：全角16文字以内×2行

アブステキスト　：全角75文字以内

160×120 20KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約20万 8 ¥250,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 2週間 約95万 15 ¥500,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事上リンク 記事 記事上 固定 2週間 約28万 2 ¥250,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約78万 5 ¥500,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップボックス Top 左カラム 固定
月～水

木～日
約4万 1 ¥750,000

小見出しテキスト：全角13文字以内

タイトルテキスト：全角16文字以内×2行

アブステキスト　：全角75文字以内

160×120 20KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約17万 5 ¥250,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 2週間 約85万 10 ¥500,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事上リンク 記事 記事上 固定 2週間 約30万 2 ¥250,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約68万 5 ¥500,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップボックス Top 左カラム 固定 1週間 約3.8万 1 ¥750,000

小見出しテキスト：全角13文字以内

タイトルテキスト：全角16文字以内×2行

アブステキスト　：全角75文字以内

160×120 20KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約7.5万 5 ¥250,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 2週間 約60万 10 ¥250,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事上リンク 記事 記事上 固定 2週間 約20万 2 ¥250,000
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
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約40万 5 ¥250,000
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
120×90 15KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

1ヶ月 約20万 ¥600,000

2週間 約10万 ¥300,000

1ヶ月 約240万 ¥800,000

2週間 約120万 ¥400,000

1ヶ月 約600万 ¥800,000

2週間 約300万 ¥400,000

フォーラムトップリンク 各フォーラム Top 左カラム 固定 1ヶ月 お問い合わせ下さい 各2 ¥200,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップページコーナーリンク（連載

企画用）
Top 右カラム 固定 1ヶ月 約20万 6 ¥400,000 - 300×50 10KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約6万 5
タイトル　　　　：全角20文字以内

テキスト　　　　：全角80文字以内
80×60 10KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

＠IT自分戦略研究所 サイドリンク 記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約90万 5 テキスト        ：全角28文字以内 60×45 10KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約90万 5 テキスト　　　　：全角20文字以内 - - 任意 テキスト

テキスト　　　　：全角20文字以内固定＠IT

12KB未満

ファイル

形式

掲載

開始日
料金

仕様（左右×天地）

¥300,000

テキスト任意--

タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内

サイト

30

商品 掲載面 掲載位置

記事

Top 左カラム

サイドリンク 記事

固定

記事下

トップリンク 30

記事下リンク

80×60

15

ITmedia LifeStyle

表示方法

右カラム ローテーション

gif、jpg +

テキスト
任意

掲載期間 想定imp 枠数

テキスト        ：全角28文字以内 60×45 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

ITmedia PC USER

ITmedia Mobile
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記事企画「Special」誘導枠 料金・仕様一覧（３）

※ユーザーのPC環境によっては意図されているレイアウトとは異なって表示されることもございます。予めご了承ください。

テキスト アイコン 容量

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約8万 30 ¥200,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

MONOist フォーラムトップリンク 各フォーラム Top 左カラム 固定 1ヶ月 お問い合わせ下さい 各2 ¥200,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約130万 30 ¥200,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

EE Times Japan トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約13万 30 ¥200,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

EDN Japan トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約3万 30 ¥200,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

MONOist/EE Times Japan/EDN Japan サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約200万 30 ¥500,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

EE Times Japan/EDN Japan 記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約100万 30 ¥200,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約8万 10 ¥200,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

スマートジャパン サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約80万 10 ¥400,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約60万 30 ¥200,000
タイトルテキスト：全角20文字以内

本文テキスト　　：全角80文字以内
80×60 12KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

 BUILT トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 お問い合わせ下さい 10 ¥200,000 テキスト　　　　：全角36文字以内 80×60 12KB未満 任意
gif、jpg +

テキスト

テキスト アイコン 容量

1週間 約72万 ¥400,000

1ヶ月 約290万 ¥1,000,000

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定
月～水

木～金
約1.8万 1 ¥200,000

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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

1週間 約55万 ¥400,000

1ヶ月 約220万 ¥1,600,000

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 1週間 約5.5万 1 ¥200,000
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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

1週間 約50万 ¥350,000

1ヶ月 約200万 ¥1,400,000

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 1週間 約1万 1 ¥100,000
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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

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
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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 1週間 約7,500 1 ¥100,000
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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

エンジニアリング 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20万 5 ¥200,000
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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

スマートジャパン 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20万 5 ¥100,000
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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

掲載面 掲載位置 表示方法 掲載期間 想定imp 枠数 料金
仕様（左右×天地） 掲載

開始日

スマートフォン

メディアユニット

ファイル

形式

仕様（左右×天地） 掲載

開始日

サイト 商品
ファイル

形式

5

ビジネス メディアユニット

ニュース メディアユニット

スマホリンク Top、記事

デジタル 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

スマホリンク
Top、記事

※ITmedia Top除く
スマートフォンビュー 固定 5

スマートフォンビュー 固定 5

掲載期間 想定imp 枠数 料金商品 掲載面 掲載位置 表示方法

エンタープライズIT メディアユニット

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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト

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
80×60 4KB未満 任意

gif、jpg +

テキスト
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記事企画「Special」制作料金・仕様一覧
サイト 分量 内容 料金

2本目以降

追加料金
備考

コンテンツ制作費
記事1本あたり約4,000字、図版3～5点程

度　（MAXページ数：3P）

コンテンツ内容はお打ち合わせをもとに企画構成案を

決定し、約1ヶ月間の制作期間で掲載開始となります。
¥600,000 ¥400,000

コンテンツ掲載費 -
ITmediaサーバー上にコンテンツを掲載する費用です。 

※企画本数ごとに、費用が発生します
¥200,000 -

企画用INDEXページ制作費 （オプション） 1html
企画記事の本数が複数にわたる場合に、

記事一覧として集約可能なINDEXページの制作料金です。
¥600,000 ¥100,000

コンテンツ制作費
記事1本（1html）あたり約4,000字、

図版3点程度

コンテンツ内容はお打ち合わせをもとに企画構成案を決定し、

約1カ月の制作期間で掲載開始となります。
¥500,000 ¥300,000

コンテンツ掲載費 -
ITmedia、＠ITサーバー上にコンテンツを掲載する費用です。 

※企画本数ごとに、費用が発生します
¥200,000 -

企画用INDEXページ制作費 （オプション） 1html
企画記事の本数が複数にわたる場合に、

記事一覧として集約可能なINDEXページの制作料金です。
¥500,000 ¥100,000

※2ヶ月目以降の追加料金は維

持メンテナンス費となります。

EE Times Japan 電子版転載 （オプション）

企画記事として制作したコンテンツをEE Times Japan 電子版

に

転載する制作料金です（掲載費別）。

¥100,000 -

ITmedia Mobile

ITmedia PC USER

ITmedia LifeStyle

費目

ITmedia NEWS

Itmedia ビジネスオンライン

ITmedia エンタープライズ

ITmedia エグゼクティブ

ITmedia マーケティング

＠IT

＠IT自分戦略研究所

MONOist

EE Times Japan

EDN Japan 

スマートジャパン
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セミナー・イベント・WEBキャスト
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イベント・サービスのご案内
年間100件を超える豊富なイベント実績を元に「企画・告知・集客・運営」を

編集部および、アイティメディア・イベントチームがサポートします

編集部
主催型

貴社
主催型

フォーラム

勉強会

朝食会

セミナー
複数社のスポンサードを募る集合セミナータイプ
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も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：180万円～

1社単独でスポンサードいただく独占タイプ
貴社の希望に合わせ、編集部がセミナー全体を柔軟に企画・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：300万円～

少人数のキーマンとのディスカッションを中心としたラウンドテーブルタイプ
5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を実施。
経営層やCIOなど企業のキーマンとの情報交換を行うことができます。

料金目安：150万円～

技術者や専門職を対象とした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。コンテンツは技術者や専門職の
方をターゲットに、より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
て懇親会を行うことも可能です。

料金目安：150万円～

お客様のご要望をフレキシブルに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・当日運営までをワンストップでサポートいたします。
規模も30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～

こ
ち
ら
の
タ
イ
プ
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
す

詳
細
は
、
営
業
担
当
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
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ハイブリッドイベント

パートナー支援施策
（来場者リストの提供）

来場者のニーズを可視化

日本全国のターゲットに対し
てアプローチ

各企業が開催するプライベートセミナーや展示会と連動し、バーチャルイベントを開催する ハイブリッドイベント
全国の見込顧客へのアプローチ や 協賛企業への付加価値提供 などを目的にご実施頂く企業が増えています

ご実施料金 ¥1,500,000～
詳細についてはお問い合わせください。
事例をご紹介すると共に、貴社に最適なプランをご提案致します。

アカマイ・テクノロジーズ
伊藤忠食品
ヴイエムウェア
エヌ・ティ・ティ・データ
さくらインターネット
CEATEC JAPAN 実施協議会
シーメンスPLMソフトウェア
シトリックス・システムズ・ジャパン
ゼンケンULM
トレンドマイクロ
ナノオプト・メディア（INTEROP）
日本アイ・ビー・エム
日本アルテラ
日本オラクル
日本電気
日本ヒューレット・パッカード
日立製作所
マルケト
レッドハット

（50音順）

ハイブリッドイベント 実施企業

講演資料や動画を再利用

協賛企業毎にオンライン
レポートIDを発行

会期中、人手はかかりません

ハイブリッドイベント 開催メリット
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セルフ型Webcast『Elite』

※ 詳細情報についてはお問い合わせください
※こちらの内容は変更になる場合がございます

～バーチャルイベント、Webcastを提供するON24とは～
ON24社は全世界で800社以上、年間10万本以上のオンラインセミナーを配信するバーチャルイベントの
マーケットリードです。世界8カ国に支社があり、日本ではITmediaが販売、運営をサポートしています。

Webcast Eliteは、LIVE＆オンデマンド（1年間）の配信機能だけでなく、告知ページ制作や
メール配信など、B2Bのオンラインセミナーに必要とされる機能を備えたオンラインセミナー
配信ツールです。パソコン、PPT資料とネットワークさえあれば、簡単にオンラインセミナーを
実施することが可能な上、従来のWebcastツールと比較して、約1/3の価格でご実施頂くことが
可能です。

Webcast Eliteは、約18万円/月よりお試し頂けます。
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カスタム制作・読者調査サービス
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貴社の販売促進ツールの制作を、アイティメディアの経験あるスタッフがサポートします。

製品のカタログやユーザー事例記事、会報誌などは、営業効果を高めるために必須のツールです。
しかし、効果的なコンテンツを作成するには、ターゲットに確実にリーチさせるための「プロの目」が必要となります。
アイティメディアでは、貴社に十分なニーズのヒアリングを行った上で、販売を促進するマーケティングツールを制作いたします。

パンフレット・小冊子/会報誌制作 取材・原稿執筆

主なサービス/制作内容のご紹介

・企画立案
・編集/校正作業
・原稿執筆
・ページデザイン/レイアウト
・製品・人物写真撮影
・印刷
・発送

・貴社ご担当者に取材を行い、
製品記事を執筆

・貴社製品ユーザーに取材を行い
導入事例記事を執筆

・アイティメディアを通じ、
執筆した記事を多角的に展開

※ その他ご要望に応じ、貴社に最適な 制作物を企画からご提案いたします。

・定期刊行物の企画ご提案、
制作、スケジューリング

・編集/校正作業
・原稿執筆
・ページデザイン/レイアウト
・印刷
・ユーザー名簿に基づく発送
・宛先不明などの調査

記事抜き刷り
・ITmedia/＠ITに掲載いただいた

記事を抜き刷り冊子として制作

・ページデザイン/レイアウト
・抜き刷りにあたっての新規提案
・印刷
・発送

・制作した製品・事例記事を貴社Web
サイトに掲載するためのデータ制作

（HTMLファイルでの納品）

・貴社Webサイトのためのオリジ
ナルコンテンツ制作（ex.月に
一回更新用データを納品など）

Webページ作成

仕様例

■ 事例取材リーフレット（PDF）
A4 2ページ(3,000文字前後)

製品を使用されているお客様に取材し、製品のメリットをお
客様自身に語っていただきます。実際に使われているユーザ
ーの声を取り入れることで御社製品の強みを多角的にアピー
ルできるのツールとなります。

■ 掲載記事の抜き刷り
A4 4ページ(4,000文字前後)

ITmediaに掲載されたタイアップ記事を冊子形式に再レイア
ウトします。オフラインでの閲覧にも使える形に展開するこ
とで、メディアに掲載された記事をさらに効果的に利用でき
ます。

※価格は仕様・工数などにより変動します。お見積りについては弊社営業担当までお問い合わせください。

カタログ・製品/事例パンフレット作成サービス

モデルパターン紹介
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最先端のITエキスパート／デジタルコンシューマと対話し、ターゲット層の生の声をフィードバック致します。

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。

リサーチ・読者調査サービスのご案内 “ アイティメディア カスタム・リサーチ ”

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

（詳細実施金額は担当営業にお問い合わせください）

モデルパターン

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）

 ITmedia エグゼクティブと＠ITの読者を対象に、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！
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カスタム・リサーチと記事企画やホワイトペーパーを連動し、Webプロモーション効果を最大化します。

○リサーチ＆記事企画：データに裏付けられた記事を公開することで、広く読者の理解度や信頼性を高めます。
○リサーチ＆ホワイトペーパー：読者の興味を喚起するコンテンツを提供することで、セールスリードを獲得します。

リサーチ・読者調査サービスのご案内 “ リサーチ＆記事企画／ホワイトペーパー ”

■リサーチ＆記事企画 → モデル料金 ￥3,000,000
※アイティメディア カスタム・リサーチ（定価 ¥1,500,000 ）

＋「Special」記事企画 （＠IT Premium パッケージ 定価 ¥1,800,000）

■リサーチ＆ホワイトペーパー
※ホワイトペーパー掲載費は件数保証型の料金体系となっております。

※詳細実施金額は、担当営業にお問い合わせ下さい。

14
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記事構成
データ引用

ホワイトペーパー
制作

■リサーチ＆記事企画 利用事例
•ITmedia エンタープライズ Special 「統計で理解――
クライアントPC管理のイロハ」 （2008年9月掲載）

・企業PC管理の現状と課題などを調査し、ユーザーニーズにもと
づくソリューション紹介記事を掲載しました。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0809/01/news003.html

■リサーチ＆ホワイトペーパー 利用事例
•TechTargetジャパン 「アンケート調査結果：データベ
ースシステムを選ぶときのポイントは？」 （2008年5月掲載）

・＠ITパネルメンバー会員を対象に、データベースシステム選定の
ポイントなどを調査。結果をホワイトペーパー化することで、リー
ド獲得に繋げました。
http://wp.techtarget.itmedia.co.jp/contents/?cid=1305

「Special」記事企画 掲載
カスタム・リサーチ実施 データ集計

／レポート作成 リサーチ＆記事企画

リサーチ＆ホワイトペーパー TechTargetジャパン 掲載

・ユーザーの問題点／課題は？
・メッセージの中核になるポイントは？

etc.

モデルパターン
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媒体規定・広告仕様一覧
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広告仕様一覧 / ITmedia TOP、ITmedia NEWS

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週間 毎週月曜 20万 想定 ¥500,000

1カ月間 毎月1日 85万 想定 ¥1,600,000

1週間 毎週月曜 20万 想定 ¥800,000

1カ月間 毎月1日 85万 想定 ¥2,600,000

② プッシュダウン スーパーバナー TOP ローテーション 1週間 毎週月曜 20万 想定 ¥1,200,000 gif、jpg
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 1本 不可

1週間 毎週月曜 20万 想定 ¥750,000

1カ月間 毎月1日 85万 想定 ¥2,500,000

1週間 毎週月曜 20万 想定 ¥1,100,000

1カ月間 毎月1日 85万 想定 ¥3,500,000

1週間 毎週月曜 28万 想定 ¥500,000

1カ月間 毎月1日 130万 想定 ¥1,300,000

⑥ テキスト TOP 固定 1週間 毎週月曜 58万 想定 3 ¥450,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

1週間 毎週月曜 100万 想定 ¥500,000

1カ月間 毎月1日 400万 想定 ¥1,500,000

1週間 毎週月曜 120万 想定 ¥250,000

1カ月間 毎月1日 490万 想定 ¥750,000

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 レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 28万 想定 ¥700,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

② Wレクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 28万 想定 ¥900,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

③ テキスト ALL 固定 1週間 毎週月曜 80万 想定 2 ¥250,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

④ PR-Features TOP、SubTOP 固定 2週間 隔週月曜 20万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg - 3本 1回

⑤ 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 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

⑥ ローテーションWスーパーバナー 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

⑦ ローテーションレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑧ ローテーションWレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.5 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑨ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 20,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

① スーパーバナー TOP ローテーション

③ レクタングル TOP ローテーション

② Wスーパーバナー TOP

インプ
レッション

商品名

ローテーション

gif、jpg

全角28文字以内

　80×60(4KB未満、アニメ不可)
　タイトルテキスト：全角20文字以内
　本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

テキスト

300×600 80KB未満

-テキスト

-

3本

1回

3

-

1回

3本

3回

1回-

全角21文字以内×2行 -

1回gif、jpg

728×180 60KB未満

728×90 3回

3回 3本 1回gif、jpg

3本

1回

3本2 50KB未満

3本

-

gif、jpg

3回gif、jpg
300×300
300×250

3

30KB未満

50KB未満 1回3回300×300、300×250

-

-

4本

-

ITmedia
TOP / ALL

ITmedia
NEWS

⑧

⑤

TOP

セカンドレクタングル

クロスチャンネルテキスト

商品名

⑦ プレミアムテキスト

④ Wレクタングル

TOP

PC USER、LifeStyle、Mobileの全ページ

ローテーション

ローテーション

2

7

固定

固定

インプ
レッション

2

PC USER、LifeStyle、Mobileの記事面
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広告仕様一覧 / ITmedia エンタープライズ、 ITmedia エグゼクティブ

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 スーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

② プッシュダウンスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 1本 不可

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 ¥400,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ W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 ¥600,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ テキスト ALL 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 - - 3本 1回

⑥ PR-Features TOP、SubTOP 固定 2週間 隔週月曜 7.5万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg - 3本 1回

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 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

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 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

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 任意 imp 保証 - - 3.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

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 任意 任意 imp 保証 - - 4.5 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑪ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑫ オルタナティブ・ブログ レクタングル オルタナティブ・ブログ エントリーページ ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑬ オルタナティブ・ブログ Wレクタングル オルタナティブ・ブログ エントリーページ ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 5.5 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP
12時間に1回

/1UB 1週間 毎週月曜 6,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

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 スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 6万 想定 2 ¥400,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 6万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

② プッシュダウンスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 6万 想定 2 ¥800,000 - gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

3回 1本 不可

③ レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 6万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wレクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 6万 想定 2 ¥800,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 12万 想定 2 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ 記事下レクタングル 記事 固定 1カ月間 毎月1日 9万 想定 1 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP
12時間に1回

/1UB 1ヶ月 毎月1日 10,000 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

　80×60(4KB未満、アニメ不可)
　タイトルテキスト：全角20文字以内
　本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

ITmedia
エグゼクティブ

ITmedia
エンタープライズ

商品名

2

インプ
レッション

インプ
レッション

商品名
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広告仕様一覧 / ITmedia ビジネスオンライン、ITmedia マーケティング

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 スーパーバナー TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 13万 想定 2 ¥250,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 13万 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

② プッシュダウンスーパーバナー TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 13万 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 1本 不可

③ レクタングル TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 13万 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wレクタングル TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 13万 想定 ¥550,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑥ テキスト 記事 固定 1週間 毎週月曜 70万 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

⑦ ローテーションスーパーバナー SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

⑧ ローテーションWスーパーバナー SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

⑨ ローテーションレクタングル SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑩ ローテーションWレクタングル SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑪ ランキングPRテキスト ALL ローテーション 1週間 毎週月曜 83万 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP
12時間に1回

/1UB 1週間 毎週月曜 15,000 想定 2 ¥450,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

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 スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 17万 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

①
プッシュダウン
スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 17万 想定 2 ¥1,000,000 - gif、jpg

リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 1本 不可

② レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 17万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 34万 想定 2 ¥300,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

④ 記事下PR ALL 固定 1カ月間 毎月1日 19万 想定 1 ¥700,000 -
3回

(画像のみの場合) 3本 1回

◆画像のみの場合
　　　・　画像：500×300 (Flash/gif/jpg,50KB未満)
　　　・　URL　　 ：1本
◆画像＋テキストの場合
　　　・　画像：160×160 (gif/jpg、アニメ不可,10KB未満)
　　　・　タイトル：全角25文字以内×2行
　　　・　タイトル紹介：全角140文字以内(流込み)
　　　・　サブタイトル：全角 18文字以内×2行
　　　・　サブタイトル紹介：全角140文字以内(流込み)
　　　　　or 全角 20文字以内×7行(改行)
　　　・　リンクテキスト：全角 20文字以内
　　　・　URL：1本

ITmedia
マーケティング

インプ
レッション

商品名

商品名

インプ
レッション

ITmedia
ビジネスオンライン
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広告仕様一覧 / ITmedia PC USER、ITmedia Mobile

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 スーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 27万 想定 ¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 27万 想定 ¥750,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 27万 想定 ¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wレクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 27万 想定 ¥1,000,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ テキスト TOP、SubTOP 固定 1週間 毎週月曜 12万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ PR-Features TOP 固定 1週間 毎週月曜 10万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg + テキスト - 3本 1回

⑦ セカンドレクタングル ALL 固定 1週間 毎週月曜 50万 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑧ 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 任意 imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

⑨ ローテーションWスーパーバナー 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.2 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

⑩ ローテーションレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.2 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑪ ローテーションWレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.6 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑫ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 30,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

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 スーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 毎月1日 22万 想定 ¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 毎月1日 22万 想定 ¥750,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 毎月1日 22万 想定 ¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 毎月1日 22万 想定 ¥1,000,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ テキスト TOP、SubTOP 固定 1週間 毎週月曜 12万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ PR-Features TOP 固定 1週間 毎週月曜 9万 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg - 3本 1回

⑦ セカンドレクタングル ALL 固定 1週間 毎週月曜 45万 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑧ 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 任意 imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

⑨ ローテーションWスーパーバナー 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.2 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

⑩ ローテーションレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.2 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑪ ローテーションWレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.6 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑫ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

1週間 120万 想定 ¥500,000

1カ月間 510万 想定 ¥1,500,000

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 32,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

2

毎週月曜固定 2回

2

-

　80×60(4KB未満、アニメ不可)
　タイトルテキスト：全角20文字以内
　本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

- -15

2

2

テキスト

商品名
インプ

レッション

　80×60(4KB未満、アニメ不可)
　タイトルテキスト：全角20文字以内
　本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

全角21文字以内×2行 3本

インプ
レッション

商品名

ITmedia
Mobile

ITmedia
PC USER

オススメPC情報テキスト

ローテーション

Mobile、PC USER、LifeStyle、 各チャン
ネル 全ページ-

ローテーション
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広告仕様一覧 / ITmedia LifeStyle、＠IT 

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 スーパーバナー TOP、SubTOP 固定 1カ月間 毎月1日 34万 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 固定 1カ月間 毎月1日 34万 想定 1 ¥600,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル TOP、SubTOP 固定 1カ月間 毎月1日 34万 想定 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 固定 1カ月間 毎月1日 34万 想定 ¥800,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ テキスト TOP、SubTOP 固定 1週間 毎週月曜 8万 想定 2 ¥50,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ PR-Features TOP 固定 1週間 毎週月曜 4.5万 想定 1 ¥50,000 - gif、jpg - 3本 1回

⑦ セカンドレクタングル ALL 固定 1週間 毎週月曜 30万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑧ 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 任意 imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

⑨ ローテーションWスーパーバナー 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.2 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

⑩ ローテーションレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.2 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑪ ローテーションWレクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.6 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑫ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 0.8 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 20,000 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

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 スーパーバナー TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 12万 想定 2 ¥700,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② プッシュダウンスーパーバナー TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 12万 想定 2 ¥1,400,000 - gif、jpg
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 1本 不可

③ ミドルテキスト TOP 固定 1週間 毎週月曜 5万 想定 3 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 不可
④ センターバナー TOP 固定 2週間 隔週月曜 12万 想定 1 ¥350,000 - gif、jpg 390×40 12KB未満 - 3本 1回
⑤ レクタングル TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 12万 想定 2 ¥1,000,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 25,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

① ジェネラルローテーションスーパーバナー SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

②
ジェネラルローテーション
プッシュダウンスーパーバナー SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg

リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 1本 不可

③ ジェネラルローテーションレクタングル SubTOP、記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.4 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回
④ サードレクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

Windows Server Insider 200万 想定 2 ¥600,000 -
Insider.NET 110万 想定 2 ¥350,000 -
Linux & OSS 40万 想定 2 ¥120,000 -
Java Agile 30万 想定 2 ¥120,000 -
Master of IP Network 35万 想定 2 ¥110,000 -
Security & Trust 30万 想定 2 ¥120,000 -
System Insider 4万 想定 2 ¥100,000 -
Database Expert 45万 想定 2 ¥140,000 -
HTML5 + UX テキスト 35万 想定 2 ¥100,000 -
Coding Edge 15万 想定 2 ¥120,000 -
Server & Storage 40万 想定 2 ¥120,000 -
Smart & Social 6万 想定 2 ¥100,000 -
Test & Tools 8万 想定 2 ¥100,000 -
System Design 8万 想定 2 ¥100,000 -
ALL 1週間 毎週月曜日 150万 想定 2 ¥400,000 -
Windows Server Insider 200万 想定 1 ¥600,000 -
Insider.NET 110万 想定 1 ¥350,000 -
Linux & OSS 40万 想定 1 ¥120,000 -
Java Agile 30万 想定 1 ¥120,000 -
Master of IP Network 35万 想定 1 ¥110,000 -
Security & Trust 30万 想定 1 ¥120,000 -
System Insider 4万 想定 1 ¥100,000 -
Database Expert 45万 想定 1 ¥140,000 -
HTML5＋UX 35万 想定 1 ¥100,000 -
Coding Edge 15万 想定 1 ¥120,000 -
Server & Storage 40万 想定 1 ¥120,000 -
Smart & Social 6万 想定 1 ¥100,000 -
Test & Tools 8万 想定 1 ¥100,000 -
System Design 8万 想定 1 ¥100,000 -

1回- 3本

1回3本3回⑥

ITmedia
LifeStyle

＠IT 1カ月間

記事下レクタングル 固定

1

1カ月間

インプ
レッション

商品名

フォーラムテキスト 固定⑤ 毎月1日

商品名

300×300／300×250 50KB未満

テキスト

毎月1日

インプ
レッション

　80×60(4KB未満、アニメ不可)
　タイトルテキスト：全角20文字以内
　本文テキスト：全角130文字以内(流込み)

タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内

-

gif、jpg
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広告仕様一覧 / ＠IT 自分戦略研究所、MONOist、EE Times Japan

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 スーパーバナー ＠IT自分戦略研究所全ページ ローテーション 1カ月間 毎月1日 30万 想定 4 ¥500,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② プッシュダウンスーパーバナー ＠IT自分戦略研究所全ページ ローテーション 1カ月間 毎月1日 30万 想定 4 ¥1,000,000 - 詳細はお問い合わせください リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

3回 1本 不可

③ レクタングル ＠IT自分戦略研究所全ページ ローテーション 1カ月間 毎月1日 30万 想定 4 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ テキスト ＠IT自分戦略研究所全ページ 固定 1カ月間 毎月1日 80万 想定 3 ¥600,000 - テキスト タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内

- - 3本 1回

⑥ お勧め求人情報 ＠IT、
＠IT自分戦略研究所のほぼ全ページ

固定 1週間 毎週月曜 180万 想定 5 ¥300,000 - テキスト 全角19文字以内×2行 - - 3本 1回

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

スーパーバナー TOP 8万 想定 1 ¥600,000 - gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回
Wスーパーバナー TOP 8万 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル TOP 8万 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 3本 1回
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメン
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメン
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計

⑤ 製造マネジメント
オートモーティブ
FA
組み込み開発 27万 想定
メカ設計 25万 想定
製造マネジメント 15万 想定
オートモーティブ 25万 想定
FA 10万 想定

⑦ 記事下レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 imp 保証 - ― 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 3本 1回

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回 任意 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

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

スーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

3回 1本 不可

ビルボードバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満 3回 1本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 90万 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) - - 3本 1回

④ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 3本 1回

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回
/1UB

任意 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

3本 1回-

1回

1回

1回
1回
1回

3回
3回
3回

3本
3本
1本

3.0
4.0
5.0

固定

商品名

固定

フォーラムテキスト

④ フォーラム
レクタングル

フォーラム スーパーバナー
フォーラム Wスーパーバナー
フォーラム プッシュダウン スーパーバナー

フォーラム
セカンドレクタングル

ローテーション

任意

1カ月間

imp 保証 -

4本ローテーション 任意 任意 imp 保証 -

imp 保証 -

任意

毎月1日

任意

-

インプ
レッション

gif、jpg

gif、jpg3.0

3回

3回

テキスト

gif、jpg

3

30KB未満
60KB未満
30KB未満
70KB未満

　　728×90
　　728×180
　　リマインダー：728×90
　　プッシュダウン：728×300

-

商品名

⑥ 全角21文字以内×3行(1行目太字)-1カ月間 毎月1日 ¥100,000

300×300／300×250

300×300／300×250

50KB未満

50KB未満

-

＠IT自分戦略研究所

インプ
レッション

インプ
レッション

商品名

- 4.0 4本

ビルボードバナー 任意 任意 imp 保証 -

ＭONOist

③

①

①

任意

EE Times Japan

- 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満 3回 3本 1回

ローテーション

ローテーション
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広告仕様一覧 / EDN Japan、EE Times Japan、スマートジャパン

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

スーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

Ｗスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満

3回 1本 不可

ビルボードバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満 3回 1本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 30万 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) - - 3本 1回

④ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300 50KB未満 3回 3本 1回

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回
/1UB

任意 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

① セカンドレクタングル EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.5 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

② Wセカンドレクタングル EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 4本 1回

③ セカンドレクタングル（カテゴリ指定あり） EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wセカンドレクタングル（カテゴリ指定あり） EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 4本 1回

P.39 記事面サイドバナー EE Times Japan 記事面、
EDN Japan 記事面

ローテーション 1カ月間 毎月1日 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 1280×600 200KB未満 不可 1本 1回

a ミドルテキスト MONOist TOP、全フォーラムTOP、EE
Times Japa TOP、EDN Japan TOP

固定 2週間 隔週月曜 15万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 不可

b プレミアムテキスト MONOist 全記事、EE Times Japan 全
記事、EDN Japan 全記事

固定 2週間 隔週月曜 110万 想定 1 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 不可

c 求人情報
MONOist 全フォーラムTOP、全記事、EE
Times Japan TOP、全記事、EDN
Japan TOP、カテゴリTOP、全記事

固定 1カ月間 毎月1日 250万 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角19文字以内×2行 - - 3本 1回

スーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

スーパーバナー(カテゴリ指定あり) ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー(カテゴリ指定あり) ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg
リマインダー: 728×90
プッシュダウン: 728x300

30KB未満
70KB未満 3回 3本 1回

ビルボードバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満 3回 1本 1回

レクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

レクタングル(カテゴリ指定あり) ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

Wレクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

Wレクタングル(カテゴリ指定あり) ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 6.0 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 80万 想定 - ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 1.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 3本 1回

記事下レクタングル（カテゴリ指定あり） 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 3本 1回

⑤ お勧め求人情報 ALL ローテーション 1週間 毎週月曜 imp 保証 2 ¥150,000 - テキスト 全角19文字以内×2行 - - 3本 1回

P.5 WelcomeScreen ALL
12時間に1回

/1UB 任意 任意 imp 保証 - - 15 gif、jpg 640×480 80KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

① スーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180 60KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

④ Wレクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 5.0 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 3本 1回

⑤ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 5万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ 記事下レクタングル 記事 ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

BUILT

MONOist
・

EDN Japan
・

EE Times Japan

商品名
インプ

レッション

スマートジャパン

①

①

②

④

EDN Japan

EDN Japan
・

EE Times Japan
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広告仕様一覧 / TechTargetジャパン、キーマンズネット

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 スーパーバナー
SubTOP、記事
(WPダウンロードセンター除く) ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

③ Wレクタングル ALL ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 4.0 gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 4本 1回

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
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 10万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（スマートモバイル）
スマートモバイル
専門メディアTOP、記事面 固定 1カ月間 毎月1日 4.8万 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（経営とIT）
経営とIT、中堅・中小企業とIT、ERP
専門メディアTOP、記事面 固定 1カ月間 毎月1日 3.8万 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（システム開発／運用
管理）

システム開発、システム運用管理
専門メディアTOP、記事面 固定 1カ月間 毎月1日 4.5万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（セキュリティ）
セキュリティ
専門メディアTOP、記事面 固定 1カ月間 毎月1日 4.2万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（情報系システム）
データ分析、情報系システム、CRM＆SFA
専門メディアTOP、記事面 固定 1カ月間 毎月1日 4.3万 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

⑤ テキスト
Top、SubTOP、記事
(WPダウンロードセンター除く) 固定 1カ月間 毎月1日 38万 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

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 スーパーバナー カテゴリTOP・記事ページ
（ITキャパチャージ アドバンス除く）

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 2.5 gif、jpg 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル カテゴリTOP・記事ページ
（ITキャパチャージ アドバンス除く）

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - 3.0 gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

③ セカンドレクタングル
カテゴリTOP・記事ページ
（製品一覧、ITキャパチャージ アドバンス除
く）

ローテーション 1カ月間 毎月1日 47万 想定 2 ¥1,250,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

③ ITキャパチャージ レクタングル
ベーシック

ITキャパチャージTOP
ベーシックコース記事ページ

ローテーション 1カ月間 毎月1日 20万 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

ITキャパチャージ レクタングル
アドバンス（データベース）

ITキャパチャージ アドバンス データベースコー
ス記事ページ

固定 1カ月間 毎月1日 13万 想定 1 ¥300,000 - 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

ITキャパチャージ レクタングル
アドバンス（ITコーディネータ）

ITキャパチャージ アドバンス ITコーディネータ
コース記事ページ

固定 1カ月間 毎月1日 13万 想定 1 ¥300,000 - 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

ITキャパチャージ レクタングル
アドバンス（Excel／VBA）

ITキャパチャージ アドバンス Excel／VBA
コース記事ページ

固定 1カ月間 毎月1日 10万 想定 1 ¥250,000 - 300×300／300×250 50KB未満 3回 4本 1回

キーマンズネット

TechTarget
ジャパン

商品名

商品名

④

④

インプ
レッション

インプ
レッション

gif、jpg



84 84

広告仕様一覧 / スマートフォンビュー ①
メディア 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 任意 - - 1.5 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 任意 - - 1.0 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 任意 - - 1.5 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週間 任意 72万 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

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 任意 - - 2.5 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 任意 - - 2.0 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 任意 - - 3.0 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週間 任意 45万 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

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 任意 - - 2.5 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 任意 - - 2.0 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 任意 - - 3.0 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週間 任意 50万 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

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 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 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 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カ月間 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

① スマートフォンレクタングル TOP、記事 固定 1カ月間 毎月1日 14万 想定 1 ¥500,000 - 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 固定 1カ月間 毎月1日 14万 想定 1 ¥300,000 - 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 固定 1カ月間 毎月1日 14万 想定 1 ¥500,000 - 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カ月間 毎月1日 14万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

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 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 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 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カ月間 毎月1日 60万 想定 2 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

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 毎月1日 1 - 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 毎月1日 1 - 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 毎月1日 1 - 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カ月間 毎月1日 25万 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

　　ターゲティングメディアユニット
　　　・TechTargetジャパン
　　　・ITmedia マーケティング

　　エンジニアリングメディアユニット
　　　・MONOist
　　　・EE Times Japan
　　　・EDN Japan

　　スマートジャパンメディアユニット
　　　・スマートジャパン

　　デジタル メディアユニット
　　　・ITmedia LifeStyle
　　　・ITmedia PC USER
　　　・ITmedia Mobile

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

　　ニュースメディアユニット
　　　・ITmedia TOP
　　　・ITmedia NEWS

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

　　ビジネス メディアユニット
　　　・ITmedia ビジネスオンライン

　　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

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

imp 保証
（10万imp～）

商品名

imp 保証
（10万imp～）

インプ
レッション

imp 保証
（10万imp～）
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広告仕様一覧 / アプリ広告
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 スマホアプリリンク 上 記事一覧（上から3番目）、記事ページ 固定 1週間 任意 1 ¥500,000 - 不可 1本 不可

② スマホアプリリンク 下 記事一覧（上から5番目）、記事ページ 固定 1週間 任意 1 ¥500,000 - 不可 1本 不可

③ アドプラス 全ページ ローテーション 1週間 任意 20万 想定 2 ¥300,000 - 不可 3本 不可

① スマホアプリリンク 上 記事一覧（上から3番目）、記事ページ 固定 1週間 任意 1 ¥300,000 - 不可 1本 不可

② スマホアプリリンク 下 記事一覧（上から5番目）、記事ページ 固定 1週間 任意 1 ¥300,000 - 不可 1本 不可

③ アドプラス 全ページ ローテーション 1週間 任意 15万 想定 2 ¥200,000 - 不可 3本 不可

・アイコン：120×90（15KB未満、アニメ不可）
・テキスト：全角42文字以内（改行不可）
※リンク先URLはタイアップ記事限定

・アイコン：120×90（15KB未満、アニメ不可）
・テキスト：全角42文字以内（改行不可）
※リンク先URLはタイアップ記事限定

・アイコン：120×90（15KB未満、アニメ不可）
・テキスト：全角42文字以内（改行不可）
※リンク先URLはタイアップ記事限定

・アイコン：120×90（15KB未満、アニメ不可）
・テキスト：全角42文字以内（改行不可）
※リンク先URLはタイアップ記事限定

ITmedia for iPhone

ITmedia for Android

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

◆画像のみの場合：
320×50（10KB未満、アニメ不可）

◆画像＋テキストの場合：
アイコン：40×40（5KB未満、アニメ不可）
テキスト：全角16文字以内×2行

◆画像のみの場合：
320×50（10KB未満、アニメ不可）

◆画像＋テキストの場合：
アイコン：40×40（5KB未満、アニメ不可）
テキスト：全角16文字以内×2行

インプ
レッション

商品名
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広告の掲載につきまして
・広告の掲載可否（掲載中の掲載停止の可否を含みます）につきましては、アイティメディア株式会社が広告掲載基準に基づき判断し決定いたします。
・掲載された広告およびリンク先の内容についての一切の責任は、広告主が負うものとします。
・同ページに複数の広告が掲載される場合、同業種競合調整はいたしません。ご了承ください。

＜広告掲載基準＞

１．掲載に関する基本基準
（1） 弊社及び弊社の運営するサイトの信頼と品位を損なう表現・内容を含む広告は掲載しません。
（2） 法令、政令、省令、条例、条約、業界規制等に違反する表現、内容を含む広告は掲載しません。
（3） 虚偽、誇大、もしくは誤認、錯誤される恐れのある表現・内容を含む広告は掲載しません。
（4） 以下の類を含む、公序良俗に反する表現・内容を含む広告は掲載しません。

・人権を侵害する恐れのある表現・内容
・名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、誹謗中傷、その他不当な業務妨害となる恐れのある表現・内容
・非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える恐れのある表現・内容
・宗教信仰による布教活動を目的としている表現・内容
・暴力、賭博、麻薬、売春などの犯罪行為を肯定、美化した表現・内容
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える表現・内容
・性的に露骨、わいせつ、セクハラに該当するおそれのある表現・内容
・風紀を乱し、犯罪を誘発するおそれのある表現・内容
・賭博行為および投機等、射幸心を著しく煽る恐れのある表現・内容

（５） 消費者を混乱させる恐れのある表現・内容を含む広告は掲載しない。
（６） 団体・個人の氏名、肖像、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用している恐れ、または権利侵害のある恐れのある表現・内容を含む広告は掲載しません。
（７） 広告内容及びリンク先に関し運営者が不明、または責任所在が明らかでない広告は掲載しません。
（８） その他、弊社が不適当と判断した表現・内容を含む広告は掲載しません。
（９） 個人サイトの広告は掲載しません。

２．掲載の停止
（１） 掲載開始後に以下の事由が生じた場合、アイティメディアは広告掲載を停止することがあります。なお、アイティメディアは、本項目に基づく掲載停止に関し、

広告主に対し何らの責めを負うものではありません。
① 広告に含まれるリンク先サイトが、アイティメディアの責によらない理由によりデッドリンクとなっているとき
② 広告に含まれるリンク先サイトがウイルスに侵された等、何らかの不具合が発生した場合
③ 掲載を継続することにより第三者もしくはアイティメディアに損害が生じる恐れがある、または第三者もしくはアイティメディアの信用を損なう恐れがあるとアイティメディアが判断したとき
④ 法令・業界規制等の改定、その他の掲載後に生じた事情の変更により、広告の内容が広告掲載基準に違反することとなったとアイティメディアが判断したとき
⑤ 広告掲載規準に違反すると、アイティメディアが判断したとき

（２） 前項目（１）に基づき掲載停止した期間における広告主の広告掲載料の支払い義務は、免除されないものとします。

３．掲載の中断
（１） 掲載開始後に以下の事由が生じた場合、アイティメディアは広告掲載を中断します。

① 火災、停電、天災地変、戦乱等の非常事態、インターネットトラフィックの過大等の不可抗力により広告配信サーバ又は広告配信システムが故障し、または機能不能となった場合
② 広告配信サーバ又は広告配信システムの定期または緊急の保守・点検を行う場合
③ 第三者によるハッキングやクラッキング、不正アクセス等、アイティメディアの責に帰すことのできない事由により広告配信サーバ又は広告配信システムに障害が生じた場合
④ その他アイティメディアが広告配信サーバまたは広告配信システムの一時的な中断が必要と判断した場合

（２） 前項目に基づく中断により、広告主の申込条件通りに広告掲載が不可能になった場合、または掲載された広告からリンク先への接続ができない場合等、広告掲載契約における当社の義務を
履行できない事象が生じた場合におけるアイティメディアの義務は、可能な限り、当該事象を治癒することに限定されるものとします。また、当該事象がアイティメディアの故意または
重大な過失によることが明らかである場合を除き、アイティメディアは当該事象に起因する広告主の損害について一切責任を負わないものとします。

媒体規定
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入稿基準 （１） 入稿方法 （テキスト、バナー 共通）

入稿形式 電子メールにてご入稿ください。

入稿先 宛にご入稿ください。
原稿内容確認の後、受領確認メールを送付いたします。
※万が一掲載開始前日までに届かない場合はお手数ですがお問い合わせください。

入稿情報 原稿入稿時には以下の内容をご記載ください。

入稿締切 ・掲載開始日の３営業日前、18時まで
（但し、第三者配信・ウェルカムスクリーンは10営業日前）

制限事項 ・ブラウザの仕様(スクリプトの記述文字数制限)などにより、想定していたとおり
の動作ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

・ユーザーの環境設定によっては想定どおりの表示ができない場合があります。
あらかじめご了承ください。

件名：＜媒体名_入稿"新規"or"差替"：MM/DD_広告主＞広告枠名

本文：
****************************************************************************
■申込み内容

クライアント名 ：
代理店名 ：
案件名 ：
広告枠名 ：
契約期間 ：YYYY/MM/DD－YYYY/MM/DD
掲載量 ："1枠" or "保証imp数" or "通数"

****************************＜バナー広告の場合＞****************************
■入稿原稿

画像＃1(掲載開始)
ファイル ：
リンク先 ：
表示期間 ：YYYY/MM/DD－YYYY/MM/DD
リンク先更新予定日：YYYY/MM/DD

※ファイル名には半角英数字のみご使用するようお願いいたします。

****************************＜テキスト広告の場合＞**************************
■入稿原稿

画像＃1(掲載開始)
テキスト ：
リンク先 ：
表示期間 ：YYYY/MM/DD－YYYY/MM/DD
リンク先更新予定日：YYYY/MM/DD

※テキスト原稿はファイルを添付せず、メール本文内に直接ご記入ください。

****************************＜メルマガ広告の場合＞**************************
■入稿原稿

==PR------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------==

※5行・10行広告はファイルを添付せず、メール本文内に直接原稿をご記載ください。
※100行広告はTXTファイルを添付のうえ、ファイル名をメール本文内にご記載ください。

****************************************************************************

■ 入稿方法

※件名の MM/DD は、掲載開始日、または、差替反映日を記載してください。

備考 ・掲載開始は0時となります。

・土日、祝日の掲載開始は不可となります。
（但し、1日掲載開始の月売商品や、月曜開始の週売商品など
一部商品については土日、祝日の掲載開始が可能です。

・リンク先URLは掲載開始日の０時までにサイトオープンしていただくようお願い
します。

・リンク先URLがリダイレクトされる場合は、最終表示先のURLもご記載ください。

・リンク先URLは必ず入稿メールの本文に直接記載してご入稿ください。

・リンク先URLにご利用いただけるプロトコルはhttp/httpsのみとなります。ftp等は
ご利用になれません。

・日本語をエンコードされたURLをご入稿いただいた場合、表示ブラウザの環境に
より、意図した表示と異なる可能性があります。予めご了承ください。

・１つの入稿メールにつき、ご入稿いただける広告商品は１つまでとなります。
（複数商品の一括入稿不可）

・１つの入稿メールにつき、掲載反映日の指定は１つまでとなります。
新規原稿分と差替原稿分は、別々のメールにてご入稿ください
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入稿基準 （2） テキスト、メール原稿の入稿について

入稿素材 ・テキスト、メール原稿は、入稿メールの本文に直接記載してご入稿ください。

※テキストファイルを添付された場合、本文内に記載されたものと異なる場合があ
るため、原則、添付ファイルの確認は行いません。あらかじめご了承ください。

※但し、長文メールについては、テキストファイルを添付してご入稿ください。

仕様 • 文字数、行数等は各商品のレギュレーションを参照してください。

• 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。

• メール広告のURLは、リンク先として正しく機能させるため、必ず前後に半角ス
ペースを入れてください。

• メール広告原稿では、URLも1行としてカウントします。

備考 • テストメールの事前送付は行っておりません。
• テキスト原稿の校正、修正等はいたしません。

• テキスト原稿の作成は、メモ帳等のテキストエディタを利用し、等幅フォントを用
いて行ってください。

• スペースを多く利用されている場合、表示環境によっては意図されているレイ
アウトとは異なり、左右のズレが生じることがございます。

• ターゲティングメールSpecial版メールのリンク先URLについては、配信時クリッ
クカウント用URLに置換されます。そのため意図されているレイアウとは異なっ
て左右のズレが生じることがございます。

広告で
使用できる
文字

【 半角 】

!? ,:;“#$%&‘()*+-=./0123456789@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} 

【 全角 】
漢字・ひらがな・全角カタカナ・数字・アルファベット・ギリシャ文字・
ロシア文字など

【 以下の記号 （全角） 】

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆ー―‐
／＼…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－±
×÷＝≠≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄￠％＃＆＊＠
§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
～￢⇒⇔∀∃∠⊥∥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬￡Å‰♯♭♪†‡¶
─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂

広告で使用で
きない文字

【行頭・行末の全角/半角スペース】
読者が誤認する恐れがあるため、行頭・行末の全角/半角スペースについて
使用を禁止します。 ※ただしメール広告は対象外となります。

【文中の連続する半角スペース】
読者が誤認する恐れがあるため、文中における半角スペースの連続使用を
禁止します。 ※ただしメール広告は対象外となります

【半角チルダ／波線記号 ~ 】
文字化けが発生する恐れがあるため、使用を禁止します。

【半角円マーク／円記号 ¥ 】
文字化けが発生する恐れがあるため、使用を禁止します。

【半角不等号記号 < > 】
HTMLタグとして扱われるため、使用を禁止します。

【TABスペース】
配信システムで正常に表示されないため、使用を禁止します。

【外字および特殊記号】
半角カタカナ・半角カギカッコ・半角句読点・半角中黒・丸数字・カッコつき文字・
トランプマーク・太い矢印などの使用を禁止します。

【機種依存文字】
文字コードの13区にある文字（Shift-JISコードNo.8540～889E）は
機種依存文字のため、使用を禁止します。

機種依存文字の例（WINDOWSの場合） ：

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ
㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡
〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻∮∑∟⊿

■テキスト、メール原稿の入稿について
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入稿素材 ・原稿のファイル名とリンク先は、必ず入稿メールの本文に直接記載してご入稿ください。

・gif/jpgバナーは原稿ファイルとリンク先URLをご入稿ください。

仕様 ・仕様、サイズ、容量、ループ回数は各商品のレギュレーションを参照ください。

備考 ・Altテキストの指定は出来ません。

・アニメーション秒数は「30秒以内」となります。
※但し、ウェルカムスクリーンは10秒以内

・ループ回数は「3回以内」となります。
※但し、ウェルカムスクリーンはループ不可

・当社コンテンツとの境界となる外枠線は必須となります。

・リンク先URLは１バナーにつき1箇所のみ指定できます。

・ファイル名は半角英数字と、 _ （半角アンダーバー）のみ使用可能です。
・漢字、ひらがな、カタカナ、@ などの全角文字や記号は使用できません。

・ファイル名に含まれる拡張子は、必ず小文字を使用いただくよう願いします。

・ファイルの圧縮形式は .zip のみ使用可能です。
※全てのファイルを一つのフォルダにいれて圧縮してください。（複数階層不可）
※圧縮ファイルの再圧縮は不可とさせていただきます。

■ バナー原稿の入稿について

入稿基準 （3） バナー原稿の入稿について、

■ 第三者配信タグの入稿について

入稿素材
・第三者配信サーバー（バイイングサイドアドサーバー）を利用する場合は、
以下の素材をご入稿ください。

1. 配信タグのtxtファイル
2. 確認用の原稿素材
3. 確認用のリンク先URL （ランディングページのリンク先URL）

・各入稿素材と確認用リンク先は、
必ず入稿メールの本文に直接記載してご入稿 ください。

・入稿締切は掲載開始の１０営業日前となります。

仕様 ・「バナー原稿の入稿について」に準じます。

・リンク先は同一ウィンドウ内に遷移するように設定ください。
但し、ウェルカムスクリーンについては別ウィンドウに遷移するようご設定ください。

備考 ・掲載実績の無い配信タグについては事前に掲載テストを行ったうえで、
掲載の可否を判断いたします。

・配信タグはクリエイティブ毎に発行をお願いいたします。

・原稿の差し替えを行う場合、配信タグごと切り替えをお願いいたします。
差し替え原稿の素材と配信タグを10営業日前にご入稿ください。

・スクリプトタグ <script>…</script> 内の記述では、
行の最後に ； （セミコロン）を挿入してください。

・コメントタグの使用は不可となります。



TEL: 03-6893-2176

※各メディアの広告メニューに記載されている料金は全て税抜金額です。消費税は別途お申し受けいたします。
※ 各配信数／インプレッション数は2017年7月~2017年8月現在の数値です。
※ 広告に関する最新トピックスは以下のURLをご参照ください。

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

〒102 – 0094 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル12階／13階


