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事業成長と働き方改革を牽引する
すべてのビジネスパーソンのためのメディア
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媒体概要

媒体スペック 2019年２月実績

読者・コンテンツ

月間PV

月間UB

メルマガ
会員

16,101,171

3,475,358

87,537

PV/月

UB/月

名

｜主要読者 経営層、経営企画、人事・総務、財務、営業、
事業企画、商品企画・開発、マーケティング など

｜コンテンツ 以下のカテゴリーで構成

業界・企業動向などのニュースは勿論、今、すべてのビジネスパーソンがキャッチアップ
しなければならない「売上向上」や「働き方変革」のための情報提供と課題解決を提供していきます

事業成長と働き方改革を牽引するビジネスパーソンのためのメディア

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

専門チャンネル 編集特集
業界動向・研究

ニュース
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メディア方針

ITmedia ビジネスオンラインでは、企業の売り上げ拡大・事業開発を支援する
「稼ぐ戦略」、生産性向上・組織マネジメントを支援する「#SHIFT」の
2大コーナーを展開し、ビジネスリーダーの課題解決を後押ししています。

会社の商品を販売していて、こんな悩みを抱えている人も多い
のではないでしょうか。「価格は安いのになあ」「品質はいいの
になあ」「デザインもいいのになあ」――。しかし、そのあとに
続く言葉は、共通して「売れない」。

「モノが売れない」と言われて久しいですが、こうした環境の
中でも、しっかりと売れ続けている商品はあります。しっかりと
固定ファンをつかんでいるお店もあります。しっかりと成長を続
けている会社もあります。売れている一方で、売れない商品もた
くさんあるわけですが、その差は一体どこにあるのでしょうか。

ITmedia ビジネスオンラインの「稼ぐ戦略」では、
企業の最新事例などを通じて、“儲かっている”秘密
に迫っています。新たなビジネス拡大のヒントを
紹介していますので、ぜひご愛読ください。

私たちは日々、多くの時間を仕事に費やしています。もし人生とい
う名のジグソーパズルがあれば、さまざまなピースが折り重なる箱の
中でも、「仕事」と書かれたピースは一目で分かるくらい大きいはず
です。もちろん、仕事に対する取り組み方は人それぞれですが、いず
れにせよ、それは個人の価値観や人生に対する姿勢を反映しているで
しょう。

価値観の多様化とともに、私たちの働き方も大きく変化しています。
AIやビッグデータ分析、ロボティック・プロセス・オートメーション
など情報技術を活用した効率化が加速し、これまで常識とされていた
仕事のやり方が変わる一方で、個人だけでなく、企業や組織の

役割にも変革が求められています。

これからのビジネスパーソンに必要不可欠な
変化をどのように捉え、実践するべきか―― 
ITmedia ビジネスオンラインの「#SHIFT」で
は、働き方改革やキャリア変革などをテーマ
に、ビジネス現場で起きている「変化の今」を
発信していきます。

ITmedia ビジネスオンライン
第二編集部 後藤 治

ITmedia ビジネスオンライン
第一編集部 土肥 義則
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専門チャンネル『稼ぐ戦略』

「デジタル化が進む顧客接点」「カスタマージャーニー」「ビッグデータの活用」――外部環境が大きく変化する中で、企
業は「稼ぐ戦略」を抜本的に見つめなおす必要性に迫られています。では、売上を向上さてる戦略をどのように立案すべき
なのでしょうか。『稼ぐ戦略』ではさまざまな企業の最新動向を伝えることで、リーダー・中堅層に稼ぐヒントを提示して
いきます。

企業の重要経営課題「売上向上」をテーマとしたチャンネル

https://www.itmedia.co.jp/business/subtop/kasegu/index.html

▼『稼ぐ戦略』の５つの特集

顧客のニーズをいかに読み取り、適切なビジネスモデルをデザインすべきか。
企業は、購買履歴や来店頻度などのデータを分析する必要に迫られている。
もちろん、データには表れない深層心理やライフスタイル全般の理解も必要
だ。お客の心を読み解くヒントを提示する

「新たな決済システム」「翻訳システム」「インバウンド対応」「省力化の
推進」「人手不足対策」――。小売りや外食チェーンでは、EC対応だけでな
く、リアルな店舗に対して効果的な投資を行っていかなければ競争に勝てな
い。各社の注目事例を中心に紹介する。

毎日のように新しいモノが生まれているのに、なぜあの商品は飛ぶように売
れているのか。人の心をつかんだ背景に、何かが隠されているのかもしれな
い。そんな疑問に、行列研究所の所員が「売れているヒミツ」を解きほぐし
ていく。

企業戦略を立案する上で、利益率やシェアの数字といったような「会社の
数字」の分析は欠かせない。注目すべき企業を題材として、経理・財務担
当者だけでなく、ビジネスパーソン全般に役立つような数字の見方を提示
する。

金融業界にデジタル化の波が押し寄せてきている。「ブロックチェーンへの
対応はどうするのか」「データを活用した顧客接点をいかに再構築するの
か」「店舗運営をどう効率化するのか」――。新たなテクノロジーを活用し、
厳しい競争に勝つために必要なものとは？
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専門チャンネル『#SHIFT』

「働き方改革・生産性向上」に特化したチャンネル

「働き方改革」や「生産性革命」といった政府の大号令によって、多くの日本企業がその実現に取り組んでいます。ただし
数年前から日本でも価値観の多様化とともに、働き方の自由度は広がっています。そうした世の中では、今まで“当たり前”
だと思われていた仕事のやり方が大きく変わります。これからビジネスパーソンは何を考え、どのように行動していけば良
いのでしょうか。 また、そのとき企業に求められる役割はどのように変わっていくのでしょうか。「#SHIFT（ハッシュシ
フト）」では、このテーマに対して「働き方」「組織・マネジメント」「ビジネス改善」の3つの視点で深掘りしたコンテン
ツを発信していきます。

https://www.itmedia.co.jp/business/subtop/hashshift/index.html

▼『#SHIFT』の３つの注力カテゴリーとコンテンツ例

働き方

・「ワーケーション」ってどうなの？家族で体験したビジネスマンに聞いてみた

・フリーアドレスはもう古い 働き方を根本から変える「ABW」の破壊力

・“ワクワク”働けない日本の働き方改革に欠落している「QoW」とは？

組織・
マネジメント

・社員の働き方を変える実にシンプルな方法 カルビー・松本会長

・賛否両論の丸紅「社内副業」義務化 人事部長に真意を聞いてみた

・「組織の中で我慢」を強いる教育とは決別せよ

ビジネス
改善

・リモートワークすると会社の中身がすべてオープンになる

・AIが無くすドブ板営業 Sansan、名刺データから最適な“出会い”提案

・心折れる営業のテレアポ地獄、ビッグデータが撲滅！？
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広告特集

今、解決すべきものは何かービジネス課題ごとに読者へ発信
アウェアネスとリード施策が同時にできる特集企画

Digital Business Days

+
●編集部施策 ●スポンサー施策

閲覧読者
リード提供

400件
（想定）

開催テーマと特集記事（一部抜粋)

vol.1「働き方の新デザイン」
週3日はノー残業 島津製作所が働き方改革で目指すもの
老舗旅館「陣屋」は週3日休業なのになぜ収益を伸ばしているのか？

vol.2「顧客接点のデジタル化」
AIを活用した問い合わせ対応の自動化はここまできた！
ローソン史上最高の売り上げ・顧客分析が生んだ唐揚げ弁当

Vol.3 「デジタル時代の企業コミュニケーション」
大ヒット作『職場の問題地図』の著者が語る、“超実践的”な生産性向上とITツール活用のコツ
“大企業病”の処方箋はコミュニケーション 「未来のオフィス」はどんな場所になる？

Vol.4 「バックオフィス業務のデジタル化」
ロボットは未熟な「新入社員」 西濃運輸が挑む、RPAを“育てる”難しさ
総務はたったの1人？ 「何でもデジタル化すればいいわけではない」

タイアップ・勉強会など
多様なプランよりお選びいただけます
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読者プロファイル

業種比率 企業規模

IT関連企業
30％

ユーザー企業比率は70％

ユーザー企業
70％

※主なユーザー企業の業種内訳

製造業 22.5%
教育,  研究機関 18.6%
卸売業，小売業 11.6%
建設・不動産業 7.9%
サービス業 6.8%
官公庁・団体 5.8%
金融業，保険業 3.2%
運輸業，郵便業 1.7%

大企業から中堅中小企業まで比較的均等に分布

12％

10,000名～

1,000
～9,999名

24％

100～999名
33％

1～99名
27％

55％の読者が役職者 ※うち課長以上は34％

職種

情報システム部門
33％

※主な業務関連職の職種内訳

モノづくり関連職 18.9%
営業・販売・サービス職 11.8%
その他専門職 7.4%
経営・経営企画職 6.8%
総務・庶務職 3.4%
その他一般職 3.0%
宣伝・マーケティング職 2.7%
法務・知財・渉外職 2.0%
デザイン・クリエイティブ職 1.7%
人事・教育職 1.4%
広報・IR職 1.4%
財務・会計・経理職 0.7%
資材・購買職 0.7%

業務関連部門
67％

課長クラス

19%

係長・主任クラス

21%

経営者・役員クラス 5％

読者役職

部長クラス
10％

一般社員・職員
30％

主な所属はモノづくり、営業、経営企画、総務部門

2018年読者調査より
Ｎ＝322

役職者
昨年比

＋11％
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読者プロファイル

読者性別

男性 79％

女性
21％

25～34歳

12%

35～44歳

25%

45～54歳

37%

55～64歳

13%

60歳～

10%

～24歳 ３％平均年齢46歳

読者年齢

読者年収

～299万円

10%

300～499万円

29%

500～999万円

50%

勤務地

関東57.1%
近畿16.2％
中部12.9％

その他13.8％

57％の読者が関東勤務

読者の63％が年収500万円以上

1000万～
13％

2018年読者調査より
Ｎ＝322
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読者プロファイル

ビジネス課題

2018年読者調査より
Ｎ＝322
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読者のビジネス課題上位は「データ分析・活用」「従業員の働き方の変革」「新規事業の立ち上げ」
「新製品・サービスの開発」「人材育成／人材マネジメント」「社内コミュニケーションの向上」

（％）
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プロモーションのご案内

コンテンツとのシナジー

ITmedia ビジネスオンラインの専門性の高いビジネスソリューション・マーケットトレンドに関するコンテンツと
貴社のプロモーションのシナジーを創出します。

関心の高い読者にリーチ

ITmedia ビジネスオンラインの読者はビジネス動向や組織・個人の働き方について関心の高いビジネスパーソンで
す。課題が顕在化している読者だけでなく、潜在層のターゲットにもリーチできます。

プロモーションの多様性

アウェアネス・ブランディングからリード獲得までオンライン・オフラインともに多様なプランをご用意していま
す。貴社の目的に応じたプロモーションが可能です。

Point
#1

Point
#3

Point
#2

ITmedia ビジネスオンラインではビジネスパーソンに向けて
貴社プロダクト・ソリューションを訴求する場をご提供しています



アイティメディア株式会社
営業本部 第一営業統括部／第二営業統括部

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル12F
TEL：03-6893-2247
Mail：sales@ml.itmedia.co.jp

プロモーションメニューに関しましては商品ガイドをご参照ください。
また、詳細につきましては以下にお問い合わせください。

お問い合わせ


