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ITmedia DMP タイアップ

貴社タイアップページ
関連記事閲覧者

誘導が表示される
⇒タイアップ閲覧可

関連記事非閲覧者

誘導が表示されない
⇒タイアップ閲覧不可

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

ITmedia DMPにより“関心の高い読者※”のみを
メディア横断で送客するターゲティング型タイアップ

実施メディア

AI・セキュリティ・働き方改革
※上記カテゴリーに割り当てられた記事を閲覧した読者のみを誘導します。
※その他のカテゴリーも期間保証にて実施可能ですのでご相談ください。

枠数 各カテゴリー 2枠
※同期間に掲載可能な案件です（最大6枠）。掲載スケジュールについてはお問い合わせください。

5,000PV保証
カテゴリー

※実施メディアのTOP・記事両面に誘導枠を設置します

・関心の高い読者のみを誘導する期待効果

・ターゲットへのリーチ・誘導力
・カスタマイズによる実施も可能

本商品のポイント

※ご希望の関心事項や属性指定での実施や、通常のタイアップにDMP誘導を追加して実施することも可能です。詳細は営業担当にご相談ください。
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ITmedia DMP タイアップ

実施料金

広告仕様

保証形態 PV保証

保証PV 5,000PV

掲載期間 最短1週間～

料金 ￥1,900,000（税別／グロス）

カテゴリー AI、セキュリティ、働き方改革
※上記いずれかをお選びください

枠数 各カテゴリー2枠

実施メニュー タイアップ記事 1本制作
（コンテンツ掲載費含）
ITmedia DMP 閲覧レポート

誘導枠
ITmedia TOP、ITmedia NEWS、
ITmedia ビジネスオンライン、
ITmedia PC USER、ITmedia Mobile
の特設誘導枠

該当カテゴリーが割り当てられた記事
の閲覧読者のみ誘導を行います

￥1,900,000
（税別）

●上記のカテゴリーに関心のある読者のみをITmedia
DMPのオーディエンス・ターゲティングにより、
メディア横断で貴社タイアップへ誘導。

●関心の高い読者のみが閲覧可能となるため、通常の
タイアップと比べてより高い効果が期待できます。

●上記以外のカテゴリーについてもカスタム可能です。
詳細は営業担当にご相談ください。

セキュリティAI 働き方改革

▼カテゴリー

※上記より１つお選びいただきます
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純 広 告 メ ニ ュ ー
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ウェルカムスクリーン

実施料金

広告仕様

￥450,000（税別）

TOPページにアクセスした読者に大型バナーを提示
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

保証形態 期間保証

想定imp 17,000imp

露出頻度 1UBに対して12時間に1回
（1日最高2回まで）

枠数 2

掲載期間 1週間

料金 ￥450,000（税別／グロス）

原稿サイズ 640×480 pix

記事広告 セミナー カスタム純広告

※仕様の詳細についてはP22をご覧ください
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ゲートパック

実施料金

広告仕様

￥800,000（税別）

TOPページ全体をジャックするプレミアム広告
ページ全体を覆う本商品はブランディングに最適です

記事広告 セミナー

保証形態 期間保証

想定imp 20,000imp

掲載面 TOP

露出頻度 約1/2回

枠数 2

掲載期間 1週間

料金 ￥800,000（税別／グロス）

原稿サイズ ①ゲート（ヘッダー）
990×80 pix

②ゲート（背景）
1280×600 pix

③レクタングル
300×300/250 pix

純広告 カスタム

※仕様の詳細についてはP22をご覧ください
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ビルボード

実施料金

広告仕様

①動画配信

￥10/view（税別）

※最低実施価格：¥1,000,000(税別）～

②静止画配信

￥6/imp（税別）

ページ最上部でビッグサイズの動画コンテンツまたは静止画を配信
読者に対して強いインパクトを与える視認性の高い広告枠です

保証形態 imp保証

掲載面 TOP／SubTop／記事

掲載期間 任意（1週間以上～）

料金

①動画配信
￥10/view（税別／グロス）
②静止画配信
￥6/imp（税別／グロス）

原稿サイズ

①動画配信
商品仕様１：970×400 pix以内

※上記サイズ以内で展開

商品仕様２：970×250 pix
※動画：444×250 pix

静止画：526×250 pix

②静止画配信
970×250 pix以内

記事広告 セミナー純広告 カスタム

※動画配信の仕様詳細についてはP22をご覧ください
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インリード

実施料金

広告仕様

￥6.0/view（税別）

記事を読み終えると再生される動画広告
完全視聴／view保証で確実に読者に訴求します

保証形態 view保証

掲載面 記事

掲載期間 任意（1週間以上～）

料金 ￥6.0/view（税別／グロス）

原稿サイズ 1280×720 pix
※16:9の縦横比

動画の尺 5～30秒

記事広告 セミナー純広告 カスタム

※仕様の詳細についてはP22をご覧ください
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ローテーションスーパーバナー／Wスーパーバナー

実施料金記事ページ最上部表示されるバナー

ファーストビューに掲載されブランディングに適した広告枠です
①ローテーションスーパーバナー

￥2.0/imp（税別）

②ローテーションＷレクタングル

￥2.5/imp（税別）

広告仕様

保証形態 imp保証

掲載面 SubTOP／記事

掲載期間 任意（1週間以上～）

料金 ①ローテーションスーパーバナー
￥2.0/imp（税別／グロス）

②ローテーションWスーパーバナー
￥2.5/imp（税別／グロス）

原稿サイズ ①ローテーションスーパーバナー
728×90 pix

②ローテーションWスーパーバナー
728×180 pix

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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レクタングル／Wレクタングル

実施料金

広告仕様

TOPページの右カラム最上部に表示されるバナー

読者の関心をひきやすく、クリックが期待できる広告枠です

保証形態 期間保証

想定imp 97,000imp

掲載面 TOP

枠数 2

掲載期間 1カ月間

料金 ①レクタングル
￥350,000（税別／グロス）

②Ｗレクタングル
￥550,000（税別／グロス）

原稿サイズ ①レクタングル
300×300/300×250 pix

②Wレクタングル
300×600 pix

①レクタングル

￥350,000（税別）

②Ｗレクタングル

￥550,000（税別）

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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ローテーションレクタングル／Wレクタングル

実施料金

広告仕様

①ローテーションレクタングル

￥2.5/imp（税別）

②ローテーションＷレクタングル

￥3.0/imp（税別）

記事ページの本文読み始め位置の右カラムに表示されるバナー

多くのimpが提供可能なクリックが期待できる広告枠です

保証形態 imp保証

掲載面 SubTOP／記事

掲載期間 任意（1週間以上～）

料金 ①ローテーションレクタングル
￥2.5/imp（税別／グロス）

②ローテーションWレクタングル
￥3.0/imp（税別／グロス）

原稿サイズ ①ローテーションレクタングル
300×300/300×250 pix

②ローテーションWレクタングル
300×600 pix

記事広告 セミナー純広告
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記事下レクタングル

実施料金

広告仕様

記事ページ下部に掲載するバナー

記事を読み終えた関心の高い読者にアプローチできます

保証形態 imp保証

掲載面 記事

掲載期間 任意（1週間以上～）

料金 ￥1.5/imp（税別／グロス）

原稿サイズ 300×300/300×250 pix

￥1.5/imp（税別）

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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テキスト

実施料金

広告仕様

記事の読み始めに常に表示される広告枠

シンプルな表現でメッセージ性を押し出すことが可能です

￥300,000（税別）

記事広告 セミナー純広告

保証形態 期間保証

想定imp 1,063,000imp

掲載面 記事

枠数 3

掲載期間 1週間

料金 ￥300,000（税別／グロス）

原稿サイズ 全角38文字以内

カスタム
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ランキングPRテキスト

実施料金

広告仕様

アクセスランキング内に表示されるテキスト

読者の注目が集まるため、高いクリック効果が期待できます

￥300,000（税別）

記事広告 セミナー純広告

保証形態 期間保証

想定imp 354,000imp

掲載面 TOP／SubTop／記事

枠数 3

掲載期間 1週間

料金 ￥300,000（税別／グロス）

原稿サイズ 全角38文字以内

カスタム
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ソリューションBOX NEW!

実施料金

広告仕様

￥300,000（税別）

記事広告 セミナー純広告

保証形態 期間保証

想定imp 927,000imp

掲載面 TOP／SubTop／記事

枠数 5

掲載期間 1週間

料金 ￥300,000（税別／グロス）

原稿サイズ 全角38文字以内

カスタム

●●人が利用するインストール不要の
高画質・高音質Web会議システム

会議

面倒な経費精算を効率化！●●社に選
ばれたクラウド経費精算システム 経費精算

掲載イメージ

ビジネスソリューション専用のテキスト誘導枠

カテゴリーキーワードとともに配信し、読者の課題意識にリーチします

◆カテゴリーキーワード例

会議、チーム力、タスク管理、営業支援、
労務管理、情報共有、経費精算 など

営業支援
営業効率を2.5倍に上げた●●●社の
SFA活用方法

Excel一切不要の労務管理で作業時間
が約1/10に！ 労務管理

※カテゴリーの選択・追加についてはお問い合わせください

※カテゴリー部分については弊社で手配しますので、
キーワードの選択や入稿方法については事前にご相談
ください
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スマートフォンビュー レクタングル

実施料金

広告仕様

TOP・記事ページ両方に掲載されるバナー

画面占有率が高く、読者に大きなインパクトを与えます

￥1.5/imp（税別）

記事広告 セミナー純広告

保証形態 imp保証（10万imp～）

掲載面 TOP／記事

掲載期間 任意（1週間以上～）

料金 ￥1.5/imp（税別／グロス）

原稿サイズ 300×300/300×250 pix

カスタム
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スマートフォンビュー テキスト

実施料金

広告仕様

記事読み始めの位置に掲載されるテキスト

視認されやすく、ダイレクトに訴求することが可能です

￥500,000（税別）

記事広告 セミナー純広告

保証形態 期間保証

想定imp 1,113,000imp

掲載面 記事

枠数 2

掲載期間 1週間

料金 ￥500,000（税別／グロス）

原稿サイズ 全角28文字以内

カスタム
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メールマガジン（通常版）

実施料金

広告仕様

最新記事を配信するメールマガジンのテキスト広告枠

ビジネス領域に関心の高いメルマガ読者にアプローチできます

￥100,000（税別）

記事広告 セミナー純広告

配信数 約88,000通

配信日 毎週 月～金曜

枠数 3

料金 ￥100,000（税別／グロス）

原稿仕様 全角38文字以内

カスタム
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メールマガジン（Special版）

実施料金

広告仕様

読者に直接アプローチできる一社独占型のメール広告

セミナー集客やキャンペーンサイトへの誘導に効果的です

￥400,000（税別）

記事広告 セミナー純広告

配信数 約77,000通

配信日 毎週 月・火・木・金曜

料金 ￥400,000（税別／グロス）

原稿仕様 表題：全角30文字以内
本文：全角38文字以内×100行以内

カスタム

※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ご了承ください。
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ターゲティングメール

実施料金

広告仕様

指定セグメントの読者に一社独占型メールを配信

ターゲットへの効率的なリーチが可能です

￥130,000～（税別）

記事広告 セミナー純広告

配信数 任意

配信日 毎週月・火・木・金曜

料金 ・基本料金
￥50,000

・メール配信料金
￥80／1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フィルード以上から1項目追加
につき+2万円

（すべて税別／グロス）

原稿仕様 表題：全角30文字以内
本文：全角38文字以内×100行以内

＜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

・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

■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

■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（※）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

※研究開発／設計／生産製造技術

■勤務地
・都道府県別

基本料金

¥50,000

メール配信料金

¥80／1通

セグメントフィールド利用料

3フィールド以内：無料
４フィールド以上：１項目追加につき＋￥20,000

＜料金形態＞

※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ご了承ください。

カスタム
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リッチ広告 入稿のご注意

商品名 原稿仕様 ご注意点

Welcome Screen ファイル形式 gif/jpeg（※ループ、ALT不可） ・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

原稿サイズ 640×480 pix

容量 80KB 未満

アニメーション 10秒以内

同時掲載本数 3本

露出頻度 1UBに対して12時間に1回（1日最高2回まで）

入稿締切 10営業日前

ゲートパック ●ゲート原稿仕様 ・ゲートとスーパーバナーが同時に掲載されます
・ゲート部分のみの販売は行っておりません
・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
・背景の表示可能領域はページ両脇の左右145pixとなります
・入稿メールは原稿ごと（ゲート（ヘッダー・背景）・スーパーバナー）に2通に分けてご入稿ください
・レポートはゲート／スーパーバナー各部分の数値の個別集計となります

ヘッダー 背景

ファイル形式 gif/jpeg gif/jpeg

原稿サイズ 990×80 pix 1280×600 pix

容量 100KB 未満 200KB 未満

アニメーション 30秒以内 不可

入稿締切 10営業日前

その他 原稿差替：不可

ビルボード
(動画配信）

動画ファイル サムネイル
（静止画）

静止画ファイル
※仕様２のみ

・配信にはロカリサーチ社のシステムを弊社側で手配の上利用します。
それ以外のシステムを用いた貴社手配の第三者配信をご希望の場合はimp保証でのご提供となります。

・レポート項目：view、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) 
・音声はデフォルトOFFとなりますファイル形式 flv/mp4 gif/jpeg gif/jpeg

原稿サイズ 天地 400pix 以上
※16:9の縦横比

動画と縦横同サイズ 526×250 pix

容量 ２GB 以内 50KB 以内 50KB 以内

その他 30秒以内 ー サムネイルと別素材推奨

入稿締切 10営業日前

インリード ファイル形式
：映像コーデック

mp4：H.264、flv：H.263、mov：H.264 ・音声はデフォルトOFFになります
・動画領域の50％が表示エリアに入ったときにのみ動画が表示され、50％未満になったときには一次停止します
・1秒の再生数をもって再生数カウントとなります
・レポート項目：Viewable imp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
・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
※表示環境につきましてはAppVador社の規定に則ります
※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のでご了承ください

音声コーデック AAC

原稿サイズ 1280×720 pix ※16:9の縦横比

容量 100MB以内

尺 5~30秒

ビットレート 映像：1000kbps 以上
音声：64kbps 以上

入稿締切 15営業日前
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ディスプレイ広告 仕様一覧

商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 IMP 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

PC

ビルボード（静止画配信）
TOP、SubTop、
記事

ローテーション 任意 任意 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg 970×250 100KB未満 不可 3本 1回

レクタングル TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 97,000 想定

2

¥350,000 - gif、jpg
300×300／
300×250

50KB未満 3回 4本 1回

Wレクタングル TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 97,000 想定 ¥550,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満 3回 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 - - ¥1.5 gif、jpg
300×300／
300×250

50KB未満 3回 4本 1回

テキスト 記事 固定 1週間 毎週月曜 1,063,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

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

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

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

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

ランキングPRテキスト
TOP、SubTOP、
記事

ローテーション 1週間 毎週月曜 354,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

スマート
フォン

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 imp 保証 - - 1.5 gif、jpg
300×300
300×250

50KB未満 3回 4本 1回

スマートフォンテキスト 記事 固定 1週間 任意 1,113,000 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回
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PV保証型タイアップ

24

実施料金

広告仕様

編集部ならではの視点で制作する記事広告

PV保証により貴社のプロモーションを確実に読者に訴求します

保証形態 保証

保証PV 5,000PV、10,000PV

掲載期間 最短1週間～最長2ヶ月
（保証PVを達成次第終了）

料金 ￥1,400,000～（税別／グロス）
※左記参照

実施メニュー タイアップ記事 1本制作
（コンテンツ掲載費含）
閲覧企業レポート

￥1,400,000～
（税別）

掲載イメージ

●コンテンツ制作
記事1本（1html）あたり約4,000字。図版1～2点程度。
約1カ月の制作期間で掲載開始となります。

【ページ構成】
タイトル・アブステキスト、記事本文、
関連リンク（商品サイト等への誘導）、提供クレジット

記事広告 セミナー純広告 カスタム

※誘導広告の掲載期間、掲載スペース、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、掲載を停止いたします
が、最低1週間は掲載を保証いたします。

※著名人のアサインや、遠方への取材などが必要な場
合は、別途料金を頂戴いたします。

※期間保証型のタイアップ商品もございます。詳細は
お問い合わせください。

￥1,400,000（税別/グロス）

￥1,800,000（税別/グロス）

保証プラン

5,000PV保証

10,000PV保証
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リード提供型タイアップ

25

実施料金

広告仕様

記事広告にアンケートを追加し、閲覧者のリード／アンケート情報を獲得
目的に応じたリサーチや販売活動に活用できます

保証形態 期間保証

想定PV 3,000～5,000PV

掲載期間 1カ月間

料金 ￥2,200,000（税別／グロス）

実施メニュー
タイアップ記事 1本制作

（コンテンツ掲載費含）

アンケートフォーム制作

プロファイル獲得施策

（想定120件）

閲覧企業レポート

誘導枠 ITmedia ビジネスオンライン

トップリンク （1カ月間）

チャンネルリンク（1カ月間）

記事下リンク （2週間）

スマホリンク （2週間）

ITmedia ビジネスオンライン通信

PR版 ※アンケート誘導用

￥2,200,000（税別）
掲載イメージ

企画用INDEXページ作成例

※プロファイル獲得促進のため、アンケートの特典付
与を実施の条件とさせて頂きます。読者用特典は弊社
側で用意致します。（例：Amazonギフト券 等）

アンケートイメージ

※インセンティブなしでの実施をご希望の場合はご相
談ください。
※リード情報は期間終了後に一括して納品いたします。
なお、中間納品は１回に限りご要望に応じてご対応い
たします。

記事広告 セミナー純広告 カスタム

アンケート
誘導枠

アンケート
誘導

アンケート誘導枠
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編集特集協賛プラン

26

実施料金

広告仕様

常設特集への協賛で記事広告をより関心の高い読者に訴求

特集記事からの誘導やアンケートによる読者プロファイルの獲得など、

特典の充実したプランです

保証形態 期間保証

想定PV 2,000～5,000PV

掲載期間 1カ月間

料金 ￥2,200,000（税別／グロス）

実施メニュー
タイアップ記事 1本制作

（コンテンツ掲載費含む）

アンケートフォーム制作

プロファイル獲得施策(想定120件）

閲覧企業レポート

誘導枠 ITmedia ビジネスオンライン

トップリンク （1カ月間）

チャンネルリンク（1カ月間）

記事下リンク （2週間）

スマホリンク （2週間）

ITmedia ビジネスオンライン通信

PR版 ※アンケート誘導用

協賛特典
特集INDEXページ

ロゴ掲載、TOPリンク、

レクタングル（すべて1カ月間）

特集記事レクタングル（1カ月間）

リターゲティングメール配信

￥2,200,000（税別）

特集ページイメージ

●編集特集記事のレクタングル掲載

●特集閲覧者へのリターゲティングメール配信

記事広告 セミナー純広告 カスタム

掲載イメージ

アンケートイメージ
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編集特集協賛プラン

メニュー ゴールドプラン シルバープラン

タイアップ記事制作
○

想定3,000～5,000PV/1ヶ月間
◯

掲載のみ

原稿仕様

体裁：記事広告
本文：3,000字程度（1html）
図版：1～2点程度
取材：あり

体裁：記事広告
本文：500字程度（+編集部の視点200字）
図版：1点まで
取材：なし
※貴社ご提供資料を基にした簡易紹介記事
※校正1回まで

タイアップ記事への直接誘導

・ITmedia ビジネスオンライン
トップリンク（1カ月間）
チャンネルリンク （1カ月間）
記事下リンク （2週間）
スマホリンク （2週間）

ITmedia ビジネスオンライン専用誘導広告（2週間）

アンケート
読者アンケート実施による

プロファイル獲得
◯

想定120件
◯

想定80件

特典誘導

特集INDEXページ TOPリンク
◯

1カ月間
◯

2週間

特集INDEXページ＆特集記事
レクタングル

◯
1カ月間

－

特集INDEXページ ロゴ掲載 ◯ ◯

特集閲覧者への
リターゲティングメール配信

◯ －

ご提供料金
（税別／グロス）

￥2,200,000 ¥1,000,000

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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簡易タイアップ（フレッシュサマリ）

実施料金

広告仕様

リリース資料等から記事広告を作成する簡易タイアップ

貴社の新製品・サービス情報に編集部の市場背景・トレンド解説を加えて読
者にお届けする、早期開始が可能なプランです

保証形態 期間保証

実施期間 2週間

料金 ￥500,000

実施メニュー 簡易タイアップ記事 1本制作
（コンテンツ掲載費含）

製品情報の要約（500文字程度）
編集部の解説制作

PV／UBレポート
閲覧企業レポート（簡易版）

誘導枠 専用誘導広告（2週間）

￥500,000（税別）

掲載イメージ

※取材無しが前提の簡易タイアップです。掲載を希望する
商材の他、製品情報などで強調したいポイントがある場合
は予めお知らせください。

・製品情報（プレスリリース、製品資料等／1点まで）
・画像（1点まで）
・関連リンク先（3カ所程度まで）

※資料ご提供後、約3営業日で掲載内容をご確認いただく
プレビューをお送りいたします。初校のお戻しは「ファク
トチェック」のみとさせて頂きます。

※「校正」が必要な場合や、編集部視点を交えた記事制作
をご希望の場合は通常の記事体広告をご選択ください。

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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企画用INDEX（オプション） 記事広告 セミナー純広告 カスタム

記事広告のオプションとして特設サイトを制作
貴社記事の格納とともに、ブランド戦略にも活用できるページを運営します

基本料金：¥500,000～
メンテナンス費：¥100,000/1カ月間

（2カ月目以降に発生）

掲載イメージ

料金プラン
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記事広告 誘導枠一覧 記事広告 セミナー純広告 カスタム

トップページ 記事ページ スマートフォン

スマホリンク
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記事広告の想定スケジュール・ご注意事項 記事広告 セミナー純広告 カスタム

▼PV保証タイアップ・編集特集協賛プラン

お申込み
・

取材調整

取材 制作～校正 掲載開始 レポーティング

掲載1ヶ月半前 掲載1ヶ月前 掲載1ヶ月前～3営業日前 掲載終了1～2週間後

※取材無しが前提のタイアップとなります。
※「ファクトチェック」では事実と異なる内容以外の大幅な構成の修正等については承れませんので、予めご了承ください。

想定スケジュール 掲載までのスケジュールはお申込み後別途ご案内いたします。詳細については各営業担当にお問い合わせください。

▼簡易タイアップ（フレッシュサマリ）

ｃ
お申込み

・
情報提供

ｃ原稿提出 ｃ ｃｃファクトチェック
（広告主様対応）

公開準備
⇒掲載開始

レポーティング

情報提供の3営業日後
（掲載3営業日前）

掲載1営業日前～当日掲載2営業日前 掲載終了1～2週間後

ご注意事項

・制作した記事広告の著作権は、当社および制作スタッフ（ライター、カメラマンなど）に帰属します。
・印刷物でのご利用は二次利用費が発生いたしますので、利用をご希望される場合は、担当営業までお問合わせ下さい。
・お申し込み後、広告主様の都合で合意いただいた内容から大きく変更を行う場合、以下の追加費用が発生する場合がございますのでご了承ください。

・初校の出し直し：¥300,000
・念校以降の修正：¥100,000 ※全て税別・グロス

※「制作～校正」の期間中には初校・再校・念校が含まれます。念校では“再校時にご依頼いただいた修正内容が反映されているかどうか”の最終確認を行っていただきます。
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オフラインセミナー プラン一覧

編集部
主催型

貴社
主催型

フォーラム

勉強会

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

料金目安：400万円～

業務部門、アクションリーダーを対象とした25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。コンテンツはビジネス課題
を抱えた業務部門や、次世代ビジネスリーダーをターゲットに、より深い見識を提供するコン
テンツ作りをいたします。また、ご要望に合わせて懇親会などを行うことも可能です。

料金目安：180万円～

お客様のご要望に応じて設計する自由度がもっとも高いタイプ

お客様のご要望に応じて、企画・講演者のアサイン・集客・当日運営まですべてをサポートいたします。
規模も20～30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

豊富なイベント実績をふまえ「企画・告知・集客・運営」をサポートします

※各商品の詳細につきましては個別商品資料をご確認ください

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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勉強会

実施料金

●懇親会なし

￥1,800,000（税別）

●懇親会あり

￥2,000,000（税別）

実施内容

開催時期 随時調整

場所 ITmedia セミナールーム

規模 25名目安（来場）／50名（登録）

形式 勉強会

協賛社数 1社／1開催あたり

料金 ●懇親会なし
￥1,800,000（税別／グロス）
●懇親会あり
￥2,000,000（税別／グロス）

告知・集客 ITmedia ビジネスオンライン
およびITmedia エグゼクティブを
中心に集客

対象 経営企画・人事・マーケティング・
経理・営業などの業務部門

勉強会 懇親会

時間案 分 内容 詳細

18:30-18:35 5 開会挨拶 ITmedia ビジネスオンライン編集担当

18:35-19:25 50 プロフェッショナルトーク
ITmedia ビジネスオンライン編集部
企画コンテンツ

19:25-19:55 30 スポンサートーク 貴社セッション枠

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

●開催イメージ

テーマを絞った勉強会への一社独占協賛

小人数での開催で意識の高いターゲットへの効果的な訴求が可能です

記事広告 セミナー純広告 カスタム

※内容とその他メニューのつきましては
次のページをご覧ください
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勉強会

※各商品の詳細にきましては個別商品資料をご確認ください

メニュー

情報交換会なし 情報交換会あり

ゴールドプラン シルバープラン ゴールドプラン シルバープラン

企画
ITmedia ビジネスオンライン編集部が、セミナーテーマを
企画いたします。

○ ○ ○ ○

集客
ITmedia ビジネスオンラインでの告知を中心に集客します。

○ ○ ○ ○

運営
勉強会当日の運営をいたします。

○ ○ ○ ○

セミナーレポート記事
勉強会の内容をタイアップ記事として後日掲載いたします。

○ × ○ ×

定価
￥3,300,000
（税別／グロス）

定価
￥1,800,000
（税別／グロス）

定価
￥3,500,000
（税別／グロス）

定価
￥2,000,000
（税別／グロス）

●キャンセル料について

申込書受領後のキャンセルは下記のキャンセル料が発生いたします。予めご了承下さい。

・開催日41日前まで：50％

・開催日40日以内：100％

記事広告 セミナー純広告 カスタム
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Liveセミナー

実施料金

●オンデマンド配信あり／50名登録プラン

￥2,000,000（税別）

●オンデマンド配信あり／100名登録プラン

￥2,500,000（税別）

実施内容

開催時期 随時調整

料金 ●オンデマンド配信／50名登録
￥2,000,000（税別／グロス）
●オンデマンド配信／100名登録
￥2,500,000（税別／グロス）

オンライン上でのLive配信で開催場所による制約のないセミナーを開催

視聴者とのチャットやクイックポールアンケート、オンデマンド配信など
ニーズに合わせた実施が可能です

メルマガ
バナー広告

貴社リスト

他媒体

①申込みサイトにて視聴登録 ②登録完了メールの送信 ③視聴ページへアクセス

事前申込 Live Day!!

開催イメージ

視聴者のフロー

記事広告 セミナー純広告 カスタム

※内容とその他メニューのつきましては
次のページをご覧ください
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Liveセミナー 記事広告 セミナー純広告 カスタム

メニュー
オンデマンド配信あり オンデマンド配信なし

100名登録プラン 50名登録プラン 100名登録プラン 50名登録プラン

企画

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

○ ○ ○ ○

集客

ITmedia ビジネスオンラインを中心に、各プランの人数を目
標に集客をいたします。

○ ○ ○ ○

運営

Webセミナー当日のディレクションから配信作業まで、配信
チームを編成しご対応いたします。

○ ○ ○ ○

オンデマンド配信

当日配信した動画を、アーカイブし1カ月間のオンデマンド
配信を行います。

○ ○ × ×

￥2,500,000
（税別／グロス）

￥2,000,000
（税別／グロス）

￥2,300,000
（税別／グロス）

￥1,800,000
（税別／グロス）

●講師費が高額になる場合は、追加費用をご相談させていただく可能性がございます。
●各プランの登録数は、登録目標人数で登録コミット人数ではございません。
●1カ月以上のオンデマンド配信をご希望の場合は、営業担当へご相談ください。
●オンデマンド配信への誘導広告は、料金に含まれておりません。
●登録目標が100名を超える場合の料金は、営業担当へお問い合わせください。
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カ ス タ ム メ ニ ュ ー
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抜き刷りサービス

実施料金

￥500,000～（税別）

実施内容

メニュー 抜刷パンフレット制作
事前取材：なし（既存の記事広告）
文字数/図版：元記事の仕様による

仕様 4C4P、A4正寸、マットコート
110Kg

部数 1,000部

料金 ￥500,000～（税別／グロス）

記事広告を抜き刷りとして納品
あらゆる顧客接点での販促活動にご活用いただけます

※ご希望の仕様により価格は変動します。
詳しくは問い合わせください。

セミナーの
配布物に

自社サイトに

受付のカタログ
スタンドに

販促ツール
営業活動に

記事広告 セミナー カスタム純広告

カスタムイメージ
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ビジネスリサーチ

実施料金

￥800,000（税別）

実施内容

メニュー アンケートフォーム制作

プロファイル獲得施策

（想定120件）

誘導 ITmedia ビジネスオンライン通信

PR版

料金 ￥800,000～（税別／グロス）

貴社専用のオンラインリサーチを実施し、回答内容とリードデータを獲得
マーケティング戦略や製品開発に利用いただけます

●アンケートのテーマ例

・働き方変革
・従業員の健康管理
・データ活用
・企業コミュニケーション
・デバイス活用

など、業務部門向けのテーマ設定

記事広告 セミナー純広告 カスタム

アンケートイメージ

※プロファイル獲得促進のため、アンケートの特典付
与を実施の条件とさせて頂きます。読者用特典は弊社
側で用意致します。（例：Amazonギフト券 等）

※アンケート情報は、期間終了後に一括して納品いた
します。なお、中間納品は１回に限りご要望に応じて
ご対応いたします。
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お問い合わせ

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

その他の広告メニューに関しましては広告料金表をご参照ください。
また、詳細につきましては以下にお問い合わせください。


