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IT統括編集長のメッセージ

「テクノロジーを前提とした変革」に、どう取り組むか？
DX（デジタルトランスフォーメーション）トレンドが進展し、自動車業界のMaaS、金融業界のFinTechなど、
あらゆる産業で“新たな価値”が生み出されています。テクノロジーを使いこなす企業が規模や業種の壁を越えて
市場を席捲する“ディスラプション”も珍しいことではなくなりました。ビジネスが「ITを使った体験価値の競争
」に変容しつつある今、およそ全ての企業が「テクノロジー企業」への変革を迫られているのです。

しかし変革の過渡期にある今、企業には多くの問題が渦巻いています。先を予測しにくい中、収益向上につなが
るITサービスを迅速に提供し続けるためには、開発・運用体制をどう変えればよいのか。AIなどを使った新規
領域のビジネスと、既存ビジネス／システムをどう連携・融合させればよいのか。高度化するセキュリティ脅威
から自社をどう守ればよいのか――これらはITだけで解決できる問題ではありません。IT部門、業務部門、経
営層が連携し、人と組織の在り方も含めて、「テクノロジーを前提としたビジネスモデル／ビジネスプロセス」
に変革する必要があるのです。

これを受けて、これまで個別に情報を発信し続けてきた、企業IT分野を扱うアイティメディア5媒体も連携し、
“アクションに向けて背中を押す”べく、情報提供体制を強化することといたしました。変革の方向性を見据える
ITmediaエグゼクティブ、DX実践の先進技術情報を提供する＠IT、ITの組織浸透を考えるITmediaエンタープ
ライズ、業務課題解決に役立つIT製品選定を支援するキーマンズネット、ITインフラ刷新を支援する製品情報
を扱うTechTargetジャパン―― 

“100年に一度のゲームチェンジ”にどう取り組むのか、戦略立案から技術選定・製品選定まで、一貫した情報を
届けることで、アイティメディアはこれからも、皆さまと共に考え、共に歩んでいきます。

アイティメディア IT編集統括部 統括編集長 内野宏信
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＠ITとは

“ビジネスを変革する “ITエキスパートのための技術専門メディア
＠ITはITに関わる全てのプロフェッショナルのために、システム構築、サービス開発、運用のための情報
収集や問題解決に役立つ情報を、どこよりも詳しく解説しています。

特にデジタルトランスフォーメーションのトレンドが進展し、ビジネスとITが直結している近年、ITエキ
スパートにはビジネスを理解して新たな価値に落とし込む「クリエーター」やビジネスの推進を支援する
「サービサー」としての役割が求められています。

＠ITは、技術解説、技術比較、導入事例、ニュースなどの記事を通じて、企業、
社会のデジタル変革をITエキスパートと共に考え、共に推進していきます。
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メディア方針

＠ITは2000年5月の開設以来、IT産業の発展とビジネスの進展に貢献できるよう、
専門技術分野ごとに多彩な解説記事を提供する「ITエキスパートのための問題解決
メディア」として情報を発信し続けてきました。

その間も時代は変化を続け、人工知能技術の浸透、仮想化やクラウド技術の進化、
データ分析の普及など、ITエキスパートを取り巻く環境は変わり続けてきました。

そうした中で最も注目すべき事象は、 “テクノロジーでビジネス変革をリードする”
ことが、 ITエキスパートに強く求められつつあることでしょう。

ITはもはやコスト削減・効率化の手段ではありません。ITこそがビジネスのコア
であり、成長のために欠かせない要素なのです。

時代に即した技術情報の提供を通じて、＠ITはこれからも熱意あるITエキスパート
を支援していきます。

＠IT 編集長 垣内郁栄

テクノロジーでビジネスの変革を目指す、全てのITエキスパートへ
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＠ITの注力４分野

Cloud AI/IoT
DevOps/

Agile
Security

・プラットフォーム
・SDx
・ネットワーク
・ストレージ
・OSS
・ハイブリッドクラウド
・HCI/CI
・レガシー

・X-Tech
・ デジタルビジネス

関連サービス
・AIプラットフォーム
・IoTプラットフォーム
・エッジコンピューティング

・DevOps
・Agile
・テスト
・CI/CD
・PaaS
・DB

・脆弱性速報
・マルウェア速報
・セキュリティ対策
・セキュリティ人材
・SOC/CSIRT
・IT資産管理
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SoR(System of Record) SoE(System of Engagement)
デジタルトランスフォーメーションのトレンドが急速に進展する今、

両領域の先端トレンド、ノウハウ、基礎解説を網羅することで
エンタープライズITのモダナイゼーションを総合的に支援します。

「最新かつ最深の技術情報なら＠IT」を、これからも
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読者ターゲット

ターゲットは「ビジネス変革を担うテクノロジリーダー」

ほとんどのビジネス／サービスをITが支えている今、“変革”を実現する「仕組み」、すなわち「システム」を設計・選択・構築

・運用するのは、＠ITの読者であるテクノロジリーダーたちに他なりません。

＠ITの読者は自らが起案・評価するだけでなく、自社のIT課題や採用すべき新技術に関して意見を求められることも多く、彼

らの意見が企業のIT戦略を左右します。

フジテック 常務執行役員 情報システム部長 友岡賢二氏氏
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1703/27/news027.html

事業部門は『“情シスなら”こういうことには対応してくれるのではないか』といったフ
ィルターを通して考える。だからこそ『現場に溶ける』――自分の目で現場を見て、矛
盾や疑問をつかみ、テクノロジーを知る視点で解決策を考え、提案することが大切。

ZOZOテクノロジーズ Chief ZOZOTOWN Architect 岡大勝氏
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1909/04/news012.html

「一部で何かがあっても、必要なサービスは常にインターネットのどこかで動き続け、
システム全体は問題なく動いている状態が理想。インタークラウドでのフェイルオーバ
ーができるような仕組みも模索していきたい」
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メディア概要

Windows Server Insider Insider .NET

System Insider

Server & Storage

HTML5+UX

Deep Insider

Coding Edge

Java Agile

Database Expert

Linux & OSS

Master of IP Network

Security & Trust

システム構築におけるすべてのステップで役立つ情報を4カテゴリ14のフォーラムから発信

Test ＆ ToolsSystem Design

技術解説を中心とした特集記事や連載、Tips、ニュースなどを提供し、システム設計・構
築に携わるITエンジニアの大きな支持を得ています。

❙ 媒体名 @IT

❙ URL https://www.atmarkit.co.jp

❙ PV 910万 PV/月 328万 UB/月 ※2019年9月実績

すべてのテクノロジーリーダーへの立体的なマーケティングを提供

Branding
ラージサイズ・バナーによる

圧倒的な「認知の獲得」

Communication
「理解促進」「信頼獲得」のための

タイアップ記事企画

Event / 
Seminar

オンラインに留まらない
セミナー、勉強会の充実

ITリーダーの厚い信頼を得る国内最大級の専門メディア

クラウド AI IoT アジャイル/DevOps セキュリティ

Smart & Social
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フォーラム一覧

企業でWindows Serverベースの情

報システムを運用管理するシステム

管理者向けの技術情報フォーラム。

関連技術の基礎解説、製品選択に役

立つ情報、システム管理のヒント、

注意点など実用的な技術情報を提供。

クラウドグループ

企業情報システムの構築・運用管理
を支援する技術情報フォーラム

システム管理者のためのハードウェ

ア活用情報フォーラム。IAサーバや

LANを中心に、導入・構築から運用

管理、周辺機器やバックアップの管

理まで幅広い情報を提供する。

システム管理者のための
ハードウェア活用フォーラム

進化する企業データセンター関連
技術を活用するためのフォーラム

進化する企業データセンター関連技

術を活用したい人のためのフォーラ

ム。サーバ仮想化をはじめ、サーバ

機やストレージ装置、その他のシス

テムインフラ関連技術を、基本から

最先端までカバーする。

ネットワーク技術者のための技術解

説・運用管理ノウハウ提供フォーラ

ム。IPv6からIP-VPN、広域LAN、

そして負荷分散まで、最新ネットワ

ークの選択や構築・運用管理に役立

つ情報を紹介する。

ネットワーク技術者のための
技術解説＆ノウハウ提供フォーラム

エンタープライズ環境におけるLinux

導入／運用を支援する情報フォーラ

ム。Linuxおよびオープンソーステク

ノロジーを用いたシステム構築から、

基幹システムへの展開までLinuxをめ

ぐる実践的技術情報を解説。

エンタープライズ環境におけるLinux
導入/運用を支援するフォーラム

ビジネス要請をイノベーションに変え
る設計・運用ノウハウ提供フォーラム

経営企画に基づいたIT戦略の立案、
IT基盤の開発・構築・運用周りの話
題を体系的に取り上げ、詳説するサ
イト。トップダウン、ボトムアップ
による改善・改革の具体的手段を提
案。業務アプリ導入の課題などより
具体的な視点、話題を取り上げます。

初・中級レベルのエンジニアに向け

て、Python言語連載から、ニュー

スやイベントレポート、技術用語解

説、技術解説記事、技術事例など、

AI・機械学習・ディープラーニング

に関するさまざまな情報を幅広く発

信する。

AI、機械学習 初・中級者のための
技術情報フォーラム

AI IoTグループ

iPhoneやAndroidなどのスマートフ

ォン向けのアプリケーションや、

Twitterなどに代表されるソーシャ

ルメディアで利用されるアプリケー

ションを中心とし、Webサービス

の開発に携わるエンジニア向けに、

技術解説や最新情報を提供。

スマートでソーシャルなアプリ開発
のための総合時技術情報フォーラム
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フォーラム一覧

アジャイル/DevOpsグループ

企業でWindows Serverベースの情

報システムを運用管理するシステム

管理者向けの技術情報フォーラム。

関連技術の基礎解説、製品選択に役

立つ情報、システム管理のヒント、

注意点など実用的な技術情報を提供。

.NETソリューションのための
技術情報フォーラム

HTML5とUXの
総合情報フォーラム

HTML5とUX（ユーザーエクスペリ

エンス）に関する最新情報をお届け

する総合情報フォーラム。

プログラミングに誇りを感じるヒト

のための技術情報フォーラム。

RubyやPHPをはじめとする軽量プ

ログラミング言語を使って開発を行

うエンジニアを対象に、専門

的な技術解説や最新動向を紹介。

プログラミングに誇りを感じる
ヒトのための技術情報フォーラム

データベース・エキスパートを志す
エンジニアのためのフォーラム

データベース・エキスパートを志す

エンジニアのための情報フォーラム。

商用RDBのチューニング、DBアプ

リ開発の技術情報、XML DBなどの

解説記事を提供する。

テスト／ビルド／バージョン管理／
デプロイツール、デバッガ、エディ
タ、継続的インテグレーション、こ
れらを含む統合開発環境に加え、
ITS/BTS、ALMなどプロジェクト
管理ツールの特徴やセットアップ方
法、使い方などの情報を提供する。

匠の開発者のための各種テスト＆ツ
ール情報提供フォーラム

企業ネットワークセキュリティに関

するノウハウ＆情報フォーラム。企

業におけるネットワークセキュリテ

ィの最新動向をはじめ、セキュリテ

ィポリシーの策定、導入、運用・管

理に役立つ情報を提供する。

企業セキュリティのための
ノウハウ＆情報提供フォーラム

セキュリティグループ
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フォーラム一覧

キャリアグループ

さらなる成長を目指して、積極的に考え行動する
ITエンジニアのためのキャリアアップ支援メディア

企業に属することで将来にわたるキャリアを保証されることのなくなった昨今。キャリア構築、ビジ
ネススキル、法律解説、キャリア事例などの記事、エンジニア同士がインタラクティブにコミュニケ
ーションできるブログポータルを通じて、キャリアを自分で選び築く令和時代のITエンジニアを支援
します。

自身の将来を考え、自分戦略、キャリアビジョンなどの立て方、設計がで
きるようになるための情報を提供。

ITエンジニアが描いた自分戦略、ビジョンを実現するための情報を提供。

ITエンジニアとしてさまざまな分野の技術について何をどう学ぶべきかを
考え、実践するための情報を提供。

スキルアップ、キャリアップに関する情報をさまざまな角度から配信

https://www.atmarkit.co.jp/ait/subtop/jibun/

＠ITが運営する、筆者も読者もほぼエンジニアの参加型コラム（ブログ）
コーナー。現役エンジニアが書いた小説やコラムを日々掲載中。

注力特集「U&Iターンスタイル」

転職に必要な「ワークスタイル」、技術者として成長し続けるための「エンジ

ニアスタイル」、生活全般「ライフスタイル」など、地方移住を検討する際に

気になる情報を、日本全国47都道府県在住の「ご当地ライター」たちがセキ

ララに伝える、エンジニアによる、エンジニアのための「リアル」な情報ポー

タルです。
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AI・機械学習技術情報フォーラムDeep Insider

https://www.atmarkit.co.jp/ait/subtop/di/

機械学習エンジニアを目指す初中級者のためのAI（人工知能）技術情報フォー
ラム、「＠IT／Deep Insider」が新規オープンしました。主にエンジニアに
向けて、Python言語連載から、ニュースやイベントレポート、技術用語解説、
技術解説記事、技術事例など、AI・機械学習・ディープラーニングに関するさ
まざまな情報を幅広く発信していきます。

対象読者

AI活用に意欲を持つ初中級のエンジニア、ビジネスリーダー

Deep Insiderで学べること

• AI・深層学習 概要
• コンピューター 概論
• 作業環境 準備(CPUでスタート）
• 環境構築 入門（GPUで本格スタート）
• Python 入門
• Python 基礎
• Pandas 基礎
• ディープラーニング習得、次の一歩
• データ構造 入門

その他、用語解説やイベントレ
ポート、ニュースなど

• ニューラルネット
• TensorFlow 入門
• Kaggle
• JetBot
• DeepRacer

記事例

Python入門：

［Python入門］リストの操作
要素数の取得、リストの結合、リストに対する要素の追加と削除、並べ替え、反転、コピーなど、リストを操作す
る方法をまとめて紹介する。

AIモデルの精度を上げるには：

川崎重工がエッジAIを活用する理由――電車のドアに挟まる物を検出、伝達まで猶予は2秒

「製造業の現場では『現場で現物を見て現状を判断する』といわれている。だが、『ワークライフバランス』『働
き方改革』『労働人口の減少』がささやかれる今、いかに省力化しつつ生産性を上げるかが求められている」――
川崎重工業では現場の省力化を実現するためエッジAIを用いた研究開発に取り組んでいる。その内容とは？
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読者プロフィール「基本属性」

≫職種≫業種

Techno Graphics 2019 アジャイル編 調査期間：2019 年 2 月 5 日～ 2019 年 5 月 28 日

4.9%

1.8%

1.5%

0.2%

0.6%

0.2%

1.1%

0.0%

0.6%

3.3%

9.3%

1.5%

4.9%

8.8%

6.8%

2.2%

3.5%

18.3%

1.1%

2.9%

5.8%

6.0%

0.7%

0.2%

0.6%

0.6%

6.6%

1.6%

0.6%

0.4%

1.1%

0.9%

1.8%

経営・経営企画職

総務・庶務職

人事・教育職

法務・知財・渉外職

財務・会計・経理職

資材・購買職

宣伝・マーケティング職

広報・IR職

デザイン・クリエイティブ職

営業・販売・サービス職

モノづくり（研究・開発／設計／生産・製造技術）関連職

その他非IT関連職

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

システムエンジニア（ＤＢ）

システムエンジニア（ネットワーク）

システムエンジニア（アプリケーション）

システムエンジニア（セキュリティ）

システムエンジニア（組み込み）

システムエンジニア（その他）

プログラマ

カスタマーサービス

セールスエンジニア

フィールドエンジニア

データサイエンティスト

その他IT関連職

フリーランス

パート・アルバイト

主婦・主夫

学生

無職

その他

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

農林水産業・鉱業

0.2%

建設業

1.1%
商社

0.9%

製造業

21.8%
流通業（卸売・小売）

3.4%

電気・ガス・熱供給・水道業

0.9%

運輸業・郵便業

1.3% 金融業・保

険業

2.8%不動産業・物品賃貸業

0.9%

宿泊業・飲食サービス業

0.4%
生活関連サービス業・娯楽業

0.2%

専門・技術サービス業

4.0%

新聞・出版・放送・メ

ディア・広告業

0.9%

教育・学習支援業

3.2%
医療・福祉関連業

2.5%

その他のサービス業

2.1%

その他業種

0.9%

IT関連ハードウェア製造業

2.5%

IT関連ソフトウェア

製造業

11.4%

IT関連製品販売業・リセラー

1.5%

SI（システムインテグレータ）

17.8%

ソフトウェア受

託開発業・情

報処理

12.5%

通信サービス業・ISP

2.7%

その他のIT関連業

4.0%

50人未満 25.9%

50人～100人未満

9.5%

100人～500人未満

17.5%

500人～1000

人未満 12.0%

1000人～5000人未満

19.5%

5000人以上 15.5%

≫ 役職

経営者・役

員クラス

8.0%

事業部長クラス 1.5%

部長クラス 10.4%

課長クラス 15.3%

係長・主任クラス 24.1%

一般社員・職員クラス

31.6%

契約・嘱託・派遣 4.4%

パート・アルバイト 2.2% その他 2.6%

≫ 従業員規模
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純広告 - ゲートパック

ページ全体を覆うゲートパックは、ブランディング目的に最適な広告商品です。

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

②

ゲ
ー
ト
（
背
景
）

① ゲート（ ヘッダー ）

②

ゲ
ー
ト
（
背
景
）

④
レクタングル

③スーパーバナー

▼表示ルール

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

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未満
・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未満
・アニメーション ：可
・ファイル形式 ：gif/jpeg

▼仕様

▼その他詳細

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。

・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。

媒体名 掲載面 枠数 露出頻度 掲載期間
想定
imp

料金

＠IT TOP 2 約1/2回 1週間 27,000 ￥550,000
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純広告 - WelcomeScreen

広告主様のメッセージを強烈なインパクトを持って伝えることができます。

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

※TOPページ以外、直接アクセスした場合は、表示されません。

■広告商品

WelcomeScreen

• 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

メディア 掲載面 想定IMP 枠数 表示方法 料金

エンタープライズIT
（ITmedia エンタープライズ・＠IT パ
ック）

各TOP 28,000 想定 1
媒体ごとに

12時間に1回/1UB
¥400,000
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純広告 - ビルボード広告

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。

※ 旧デザインの記事ページには掲載されません。
CLOSE

▼商品概要▼商品仕様①：動画のみをビッグサイズで表示

▼商品仕様②：動画を左もしくは右寄せで表示（位置は選択可能）

AD

AD（動画） AD（静止画）

媒体名 掲載面 料金 仕様

＠IT TOP/記事面(※)
view＠10円

最低実施金額 100万円

仕様①
左右：970px
天地：400px
※上記サイズ以内で展開

仕様②
左右：970px
天地：250px

※動画： 444 x 250 px
静止画：526 x 250 px

▼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

動画ファイル Mp4 2GB以内
仕様①：970 x 400 px
以内※16:9の素材推奨
仕様②：444 x 250 px

30秒以内

10営業日前
サムネイル（静止画） jpeg、gif 50KB以内

動画と縦横同サイズの静
止画

静止画ファイル
※仕様②の場合のみ

jpeg、gif 50KB以内 526 x 250 px
サムネイルとは

別素材推奨

▼注意事項
・ご提供できる掲載面や掲載数(view）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。
・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。
・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：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
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純広告 - インリード

▼入稿規定

ページをスクロールし広告表示
位置にくると、広告が出現し
動画再生開始。

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

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

▼商品概要

媒体 掲載面 枠数 料金

＠IT
記事面

（記事下）
1 View＠6.0円

①動画再生開始時 ②再生中 ③動画再生終了後

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。

▼掲載イメージ

入稿素材 ファイル形式 容量 サイズ その他備考 入稿締切

動画ファイル mp4 2GB以内
640 × 360px
※16:9の縦横比

30秒以内

10営業日前

サムネイル（静止画） jpeg、gif 50KB以内
640 × 360px
※動画サイズと同サイズ

-

▼注意事項
・ご提供できる掲載面や掲載数(view）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。
・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。
・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：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
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純広告 - TOP

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。

“ビジネスを変革する “ITエキスパートのための技術専門メディア

①

②

@ITトップページ掲載イメージ

⑤

⑥

③

④

ターゲティング条件

行動ターゲティング 特定のキーワードを含むコンテンツに接触

特定のURLに接触

特定のキーワードが付与されたコンテンツに接触（※詳細はお問い合わせください）

属性ターゲティング 業種 職種(会員のみ) 役職(会員のみ) 従業員規模

売上規模 アクセスデバイス 都道府県 ブラウザ OS

仕様

原稿仕様 入稿サイズ：

左右970pixel×天地250pixel

ファイル容量：100KB 未満

稿締切：3 営業日前

ファイル形式：gif/jpeg

差し替え回数：期間中1 回

約910万 約328万

月間PV 月間UB

ビルボードバナー

商品名 掲載面 掲載期間 開始日 想定IMP 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 毎月1日 100,000

2

¥600,000 - 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 毎月1日 100,000 ¥900,000 - 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 毎週月曜 55,000 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 隔週月曜 100,000 1 ¥350,000 - gif、jpg 390×40 12KB未満

⑤ レクタングル TOP 1カ月間 毎月1日 100,000 2 ¥700,000 - gif、jpg 300×300／300×250 50KB未満

⑥ Wレクタングル TOP 1カ月間 毎月1日 100,000 2 ¥1,000,000 - gif、jpg 300×600 80KB未満

ゲートパック TOP 1週間 毎週月曜 27,000 2 ¥550,000 - gif、jpg

ゲートヘッダ：990×80
ゲート背景：1280×600
レクタングル：300×300／
300×250
スーパーバナー：728×90

100KB未満
200KB未満
50KB未満
30KB未満

WelcomeScreen TOP 1週間 毎週月曜 28,000 2 ¥400,000 - gif、jpg 640×480 80KB未満

ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ
任意

(1週間以上)
任意 View保証 -

最低実施金額
¥1,000,000

10.0 
動画：flv、mp4
サムネイル：gif、jpg

天地：400px以上 ※16:9の素材
動画と縦横同サイズの静止画

2GB以内
50KB以内

ビルボード（静止画広告・オーディエンスターゲティング
可）

TOP、記事ページ
任意

(1週間以上)
任意 Imp保証 -

最低実施金額
¥3000,000~

6.0 gif、jpg 970ｘ250 100KB未満

インリード（動画広告） 記事ページ
任意

(1週間以上)
任意 Imp保証 - - 6.0 mp4、flv、mov 640×480 100MB未満
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＠IT フォーラム

③

⑤

①

※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

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

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。

“ビジネスを変革する “ITエキスパートのための技術専門メディア

約910万 約328万

月間PV 月間UB

商品名 掲載面 掲載期間 開始日 想定IMP 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

SubTOP、記事ページ
任意

(1週間以上)
任意 imp - - 2.0 gif、jpg 728×90

30KB未
満

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、記事ページ
任意

(1週間以上)
任意 imp - - 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 ジェネラルローテーション レクタングル SubTOP、記事ページ
任意

(1週間以上)
任意 imp - - 2.4 gif、jpg

300×300／
300×250

50KB未
満

④ サードレクタングル ALL
任意

(1週間以上)
任意 imp - - 1.0 gif、jpg

300×300／
300×250

50KB未
満

⑤ フォーラムテキスト

Windows Server Insider

1カ月間 毎月1日

2,200,000 2 ¥800,000 -

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

-

Linux & OSS 550,000 2 ¥200,000 -

Java Agile 140,000 2 ¥100,000 -

Master of IP Network 230,000 2 ¥100,000 -

Security & Trust 160,000 2 ¥100,000 -

Database Expert 350,000 2 ¥130,000 -

HTML5＋UX 180,000 2 ¥100,000 -

Coding Edge 140,000 2 ¥100,000 -

Server & Storage 350,000 2 ¥130,000 -

Smart & Social 60,000 2 ¥100,000 -

Test & Tools 60,000 2 ¥100,000 -

System Design 75,000 2 ¥100,000 -

ALL 1週間 毎週月曜 1,800,000 2 ¥500,000 -

⑥ 記事下レクタングル

Windows Server Insider

1カ月間 毎月1日

2,900,000 1
¥1,100,0

00
-

gif、jpg
300×300／
300×250

50KB未
満

Linux & OSS 770,000 1 ¥300,000 -

Java Agile 260,000 1 ¥100,000 -

Master of IP Network 280,000 1 ¥120,000 -

Security & Trust 200,000 1 ¥120,000 -

Database Expert 480,000 1 ¥200,000 -

HTML5＋UX 260,000 1 ¥100,000 -

Coding Edge 220,000 1 ¥100,000 -

Server & Storage 470,000 1 ¥200,000 -

Smart & Social 89,000 1 ¥100,000 -

Test & Tools 83,000 1 ¥100,000 -

System Design 100,000 1 ¥100,000 -
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純広告 - ＠IT自分戦略研究所

ITエキスパートのためのキャリアアップ・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。

②

③

① ①

②

③

＠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 商品名 掲載面

掲載期
間

開始日 想定IMP 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ALL 1カ月間 毎月1日 250,000 4 ¥600,000 - gif、jpg 728×90
30KB未
満

② レクタングル ＠IT自分戦略研究所ALL 1カ月間 毎月1日 250,000 4 ¥700,000 - gif、jpg
300×300／
300×250

50KB未
満

③ テキスト ＠IT自分戦略研究所ALL 1カ月間 毎月1日 800,000 3 ¥300,000 - 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

-
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純広告 - メールマガジン

ヘッダー

ミドル

フッター

▼広告商品＆原稿仕様

【注意事項】
・ヘッダ・ミドル・フッタ につきましては、広告レポートはございません。予めご了承ください。
・Special版メール・ターゲティングメールのURLについては、

配信時クリックカウント用URLに変更されます。予めご了承ください。

【補足】メールマガジン広告原稿作成にあたって
・URL本数は5行広告につき3本まで、号外メール/Special版メールは20本まで、

テキスト広告は1本となります。
・広告原稿は電子メールにて、完全原稿として入稿してください。校正、修正等はいたしません。
・リンク先URLの前後は必ず半角スペースを入れてください。

ユーザー環境によってはリンクが機能しない場合があります。
・原稿作成には必ず等幅フォントをご利用ください。
・機種依存文字のご使用はお控えください。

メールマガジン スペース 枠数 原稿仕様 配信数 配信日 料金

＠IT新着速報

ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行
約 101,000通 ×2回

毎週月～金 朝

¥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 101,000通 ¥150,000

＠IT通信

ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行

約 260,000通 ×2回
毎週水 昼

¥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 260,000通 ¥150,000

Special版メール

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

毎週火･木 朝 ¥1,000,000

- IT戦略 約 154,000通

-運用管理／構築 約 139,000通

-システム開発 約 141,000通

-セキュリティ 約 135,000通

-キャリア／スキルアップ 約 112,000通

＠IT自分戦略研究所
Weekly 

ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行

約 94,000通 ×2回 毎週木 昼

¥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

Special版メール 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

約 89,000通 毎週火 朝 ¥650,000
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企画広告 - Special（タイアップ記事）

＠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リーダー層に向けたプロモーション展開に最適です。

＠IT 記事ページ＠IT トップページ

誘導枠掲載位置

＠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

誘導枠掲載位置

＠IT自分戦略研究所 Special

￥1,500,000-（税別/グロス）

●コンテンツ ：記事1本（1html）約4,000字。図版1～2点程度（掲載費含）

●誘導枠 ：＠IT自分戦略研究所 トップリンク（1カ月間）

＠IT自分戦略研究所 サイドリンク（1カ月間）

＠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カ月間） / ＠IT 記事下リンク（2週間）

●実施（誘導）期間 ：1カ月間

誘導枠

トップリンク

誘導枠

誘導枠
記事下リンク

サイドリンク

誘導枠

＠IT自分戦略研究所
トップリンク

誘導枠

＠IT自分戦略研究所
記事下リンク

＠IT自分戦略研究所
サイドリンク

誘導枠

￥1,500,000-（税別/グロス）
●コンテンツ ：記事1本（1html）約4,000字。図版1～2点程度（掲載費含）

●誘導枠 ：＠IT トップリンク （1カ月間）

＠IT サイドリンク （1カ月間）

＠IT 記事下リンク （2週間）

●実施（誘導）期間 ：1カ月間

＠IT Special
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企画広告 - Special（PV保証型タイアップ記事）

＠IT編集部が編集・ディレクションするというコンテンツ制作体制は従来のまま、閲覧数を保証する記事体広告です。

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。

タイアップ掲載イメージ タイアップ掲載イメージ

＠IT Special(PV保証型）

【ご注意事項】
・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、誘導を停止致しますが、最低1週間は掲載を保証致します。(最大2か月間誘導）
・記事のボリュームは通常のSpecialタイアップ記事と同様、約4,000字程度です。
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

3,000PV保証
￥1,700,000

（税別/グロス）

4,000PV保証
￥2,100,000

（税別/グロス）

＠IT自分戦略研究所Special(PV保証型）

3,000PV保証
￥1,700,000

（税別/グロス）

4,000PV保証
￥2,100,000

（税別/グロス）
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企画広告 – Special Facebook拡張誘導プラン（オプション）

希望の配信条件でターゲットが確保できない…そんな課題を解決！

ご提供価格 1,000PV保証 50万円（税抜・net）

専門性の高いITmedia DMPのセグメントをFacebookに送信し、新たなターゲットをタイアップへ誘導

セグメント送信

1.ITmediaDMPから、
興味のある人を抽出

2.Facebook会員から、
類似ユーザーを抽出

（Facebookユーザーの類似上位1%)

3.Facebookにタイアップ
誘導広告を掲載

（Facebook Audience Network含む※１）

4.新たなターゲットを
タイアップへ誘導

ターゲットユーザーを抽出

例：
関心事項・業種・職種など

類似ユーザーを抽出

抽出ユーザーに広告を配信 タイアップ記事へ誘導

広告

広告

※1：Facebook Audience Networkとは、Facebook社が厳しい審査を行い、審査基準に合格したサイトのみに広告が配信されるアドネットワークです。
審査基準は、Facebookのサイトをご確認ください。（https://developers.facebook.com/docs/audience-network/policy）

【ご注意事項】
・PVの集計は、Facebookの計測結果とさせていただきます。
・誘導広告の原稿・スペース・仕様は当社にお任せいただきます。
・誘導広告は保証PVを達成次第、停止させていただきます。
・セグメントは自由に条件指定できますが、Facebook連携後、最小サイズに満たない

場合は、セグメントの見直しをお願いする場合がございます。

https://developers.facebook.com/docs/audience-network/policy
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セミナー - サービス一覧

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

編集部
主催型

貴社
主催型

フォーラム

勉強会

ラウンド
テーブル

集合型
セミナー

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

料金目安：200万円～

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

料金目安：400万円～

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

料金目安：250万円～

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。
深い知識を提供するコンテンツ作りをいたします。
また、ご要望に合わせて懇親会などを行うことも可能です。

料金目安：180万円～

お客様のご要望をすべてかなえる自由度がもっとも高いタイプ

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

料金目安：200名 1トラック（PM半日セミナー） 400万円～

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

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
モ
デ
ル
プ
ラ
ン
で
す
。
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セミナー – 勉強会

編集部と協賛社様がタッグを組んで、より深い知識を提供する勉強会を開催します。

1社独占企画のため、貴社のメッセージがより深く来場者に届きます。

スケジュール例

時間 分 内容

14:05～14:50 5 開会挨拶

14:05～14:50 50 基調講演

14:50～15:35 45 貴社セッション

15:35～15:45 10 休憩

15:45～16:30 45
特別講演orパネルディ

スカッションなど

会場：ITmediaセミナールーム

規模（想定）：来場30名・登録50名（※）

募集スポンサー数：1社（1開催あたり）

想定来場者：主催編集部 読者

告知/集客：主催編集部Webサイトならびメルマガを

中心に告知/集客
(※)規模は主催テーマによって異なります

企画 編集部が貴社製品／ソリューションと読者をマッチングさせる勉強会を企画します。

講演登壇者アサイン 編集部が勉強会の趣旨に適した演者をアサインします

集客 主催編集部、テーマ、対象層に応じた人数を集客します

運営 当日ディレクションから司会進行、レポートまで、専門チームを編成します

申込／来場者データのご提供

申込者/来場者の「会社名」「部署名」「役職」「電話番号」

「メールアドレス」など、名刺情報を提供します。

ご提供内容

価格：1,800,000円
オプション：セミナーレポート記事（150万円）、受講者選定・ユーザー企業のみ（80万円）

概要

※「受講者選定・ユーザー企業のみ」オプションにつきまして
・選定条件を追加する場合は、集客単価を上げさせていただくこととなります。
・選定条件にマッチする読者が少ない場合は、ご実施が難しい可能性がございます。

※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。
※懇親会をする場合は、別途費用をご相談させていただきます。



Copyright © 2019 ITmedia Inc. 27

セミナー – 勉強会＋オンライン配信

編集部と協賛社様がタッグを組んで、より深い知識を提供する勉強会を開催します。

勉強会の様子をオンライン配信することで、来場できない方へのリーチも可能です。

会場：ITmediaセミナールーム

規模（想定） ：来場登録50名（来場30名想定）、

オンライン視聴登録50名、合計100名想定

募集スポンサー数：1社（1開催あたり）

想定来場者 ：主催編集部 読者

告知/集客 ：主催編集部Webサイトならびメルマガ

（※）集客規模はテーマによって変動します
（※）オンデマンド視聴は貴社セッションのみ対象
（※）料金にオンデマンド視聴への登録誘導は含まれません

ご提供内容

価格：3,000,000円
オプション：セミナーレポート記事（150万円）、受講者選定・ユーザー企業のみ（80万円）

概要

※「受講者選定・ユーザー企業のみ」オプションについて
・選定条件を追加する場合は、集客単価を上げさせていただくこととなります。
・選定条件にマッチする読者が少ない場合は、ご実施が難しい可能性がございます。
※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。
※懇親会をする場合は、別途費用をご相談させていただきます。

企画 編集部が貴社製品／ソリューションと読者をマッチングさせる勉強会を企画します。

講演登壇者アサイン 編集部が勉強会の趣旨に適した演者をアサインします

集客 主催編集部、テーマ、対象層に応じた人数を集客します

運営 当日ディレクションから司会進行、レポートまで、専門チームを編成します

オンライン配信 専門撮影スタッフによるライブ配信一式をご用意します。

映像は1年間のオンデマンド視聴が可能です

申込／来場者データのご提供

会場への参加申込者/来場者、オンライン視聴登録者の「会社名」「部署名」「役職」

「電話番号」「メールアドレス」など、名刺情報を提供します。またオンライン視聴者の

「視聴時間」「アンケート/質問内容」「ダウンロード資料」など行動履歴も提供します。
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セミナー – Live Webセミナー

会場：都内スタジオ

規模（想定） ：オンライン視聴50名登録（※）

募集スポンサー数：1社（1開催あたり）

想定来場者：主催編集部 読者

告知/集客：主催編集部Webサイトならびメルマガを

中心に告知/集客
（※）規模はテーマによって異なります

ご提供内容

価格：1,800,000円
オプション：セミナーレポート記事（150万円）、受講者選定・ユーザー企業のみ（80万円）

概要

※「受講者選定・ユーザー企業のみ」オプションにつきまして
・選定条件を追加する場合は、集客単価を上げさせていただくこととなります。
・選定条件にマッチする読者が少ない場合は、ご実施が難しい可能性がございます。

※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。
※懇親会をする場合は、別途費用をご相談させていただきます。

企画 編集部が貴社製品／ソリューションと読者をマッチングさせるセミナーを企画します

講演登壇者アサイン 編集部が趣旨に適した演者をアサインします

集客 主催編集部、テーマ、対象層に応じた人数を集客します

運営 当日ディレクションから司会進行、レポートまで、専門チームを編成します

オンライン配信 専門撮影スタッフによるライブ配信一式をご用意します

申込／来場者データのご提供

オンライン視聴登録者の「会社名」「部署名」「役職」

「電話番号」「メールアドレス」など、名刺情報を提供します。

オンデマンド配信 1カ月間、ライブの映像をオンデマンドでご覧頂けます

フィジカルセミナーでよくある悩みを一挙に解決！
効率よく製品やサービスを訴求し、インタラクティブ性も確保

セミナーをオンライン上でLive配信します。

オンライン上で開催することにより、開催場
所は視聴場所を気にすることがないため、開
催および参加の自由度が高まります。

また、チャットやクイックポールアンケート
などを利用し、インタラクティブ性も確保い
たします。配信したLiveを録画し、オンデマ
ンドによる配信も可能です（本企画はオンラ
インのみでのご提供となります）。
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アイティメディア株式会社
営業本部

・E-Mail : sales@ml.itmedia.co.jp

・Tel : 03-6893-2246/2247/2248

・Office : 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12

紀尾井町ビル 12F/13F（受付：13F）

・Web : https://corp.itmedia.co.jp

※本資料内の料金は全て税別・グロス表記です。

※ページデザインは変更になる場合がございます。

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


