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最終更新日：2019年12月20日

アイティメディア株式会社 2020年度 広告企画／イベント企画 予定一覧
実施月 種別 テーマ メディア ジャンル リード 備考

常設 編集特集 「RPA、AI、bot活用」のリアル・ケーススタディー ITmedia エンタープライズ IT － https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/rpa/
常設 編集特集 中堅・中小企業に効くIT活用ガイド ITmedia エンタープライズ IT － https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/features/smbit/
常設 編集特集 IoTがもたらす製造業の革新 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ テーマ別特集ページ、随時更新、リード獲得プランあり
常設 編集特集 「つながるクルマ」が変えるモビリティの未来像 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ テーマ別特集ページ、随時更新、リード獲得プランあり
常設 編集特集 VR／ARが描くモノづくりのミライ MONOist × BUILT 製造業＆建設 － テーマ別特集ページ、随時更新
常設 編集特集 AI＋ ITmedia NEWS IT ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定80件
常設 編集特集 強い組織を作る人事の技（人事特集） ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
常設 編集特集 企業経営の柱　財務を読み解く（財務特集） ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
常設 編集特集 ＃SHIFT ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
常設 編集特集 稼ぐ戦略 ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
常設 広告特集 連載ノベル「中間管理職タグチの変革道場」 ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
常設 編集特集 製造業×品質 製造業関連メディア合同企画 製造業 － テーマ別特集ページ、随時更新、リード獲得プランあり
常設 編集特集 5G and Beyond　～実用化とその先へ EE Times Japan 製造業 － テーマ別特集ページ、随時更新
常設 編集特集 電源設計 EDN Japan 製造業 － テーマ別特集ページ、随時更新
常設 編集特集 ラズパイで挑む“ハードの”アジャイル開発 EDN Japan 製造業 － テーマ別特集ページ、随時更新
常設 セミナー ドローンがもたらす建設業界の“ゲームチェンジ” BUILT 建設・建築 － テーマ別特集ページ、随時更新
常設 編集特集 ビルシステム セキュリティ（BAS） BUILT 建設・建築 － テーマ別特集ページ、随時更新
2020年04月 広告特集 IoT機器開発の課題 TechFactory 製造業 ○ 読者アンケートで「つながる機器」開発における課題を抽出
2020年04月 編集特集 アジャイルスクラム入門 ＠IT IT －
2020年04月 展示会特集 ハノーバーメッセ2020特集 MONOist 製造業 － 開催前のPR可能
2020年04月 展示会特集 人とくるまのテクノロジー展 製造業関連メディア合同企画 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年04月 展示会特集 非住宅建築フェア2020 BUILT 建設・建築 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年04月 広告特集 Digital Business Days「デジタル時代の社内コミュニケーション」ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
2020年04月 広告特集 Digital Business Days「バックオフィス業務のデジタル化」 ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件
2020年04月 広告特集 Interop連動キャンペーン ＠IT IT ○ Interop出展社向けキャンペーン
2020年04月 展示会特集 ワイヤレスジャパン2020 製造業関連メディア合同企画 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年05月 編集特集 事業部門によるAI活用 ＠IT IT －
2020年05月 セミナー 製造業×品質 MONOist 製造業 ○ 製造業が不良を出さないために　東京、（想定）170名申込／100名来場
2020年05月 セミナー 中小企業のためのWindows 10 DaaS導入・管理 ITmedia エンタープライズ IT ○ 東京　（想定）250名集客／150名来場
2020年05月 セミナー プロフェッショナルVR MONOist×BUILT 製造業＆建設 ○ 実用化が進む産業/建設向けVR/ARの最新動向を紹介
2020年06月 展示会特集 メンテナンス・レジリエンスOSAKA BUILT 建設・建築 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年06月 セミナー セキュリティロードショー ＠IT IT ○ 東京 550名集客／250名来場、大阪 250名集客／150名来場、福岡 120名集客

／80名来場　札幌 80名集客／50名来場2020年07月 セミナー ソフトウェア品質向上 ＠IT IT ○ 東京　（想定）250名集客／150名来場
2020年06月 セミナー MONOist IoT Forum 福岡 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ 福岡、（想定）140名申込／80名来場
2020年06月 セミナー 電源設計・開発 EDN Japan 製造業 ○ 東京、（想定）160名申込／100名来場

2020年06月 広告特集 設計製造・生産の品質管理 TechFactory 製造業 ○ 読者アンケート実施企画、「製造業が不良を出さないための品質管理」が
テーマ2020年06月 セミナー 「Onpremise as a Service」（オンプレにクラウドを持っ

てくるハイブリッド）
ITmedia エンタープライズ IT ○ 東京　（想定）250名集客／150名来場

2020年07月 広告特集 Digital Busines Days「顧客接点のデジタル化　
～デジタル時代のカスタマージャーニー～」

ITmedia ビジネスオンライン ビジネス ○ 共通リード400件（想定）提供
個別リード獲得プランあり、オンライン登録、想定120件

2020年07月 セミナー MONOist IoT Forum 名古屋 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ 名古屋、（想定）200名申込／120名来場
2020年07月 セミナー MONOist Future Mobility Forum（東京） MONOist 製造業 ○ 東京（想定）250名申込／150名来場
2020年07月 広告特集 5Gを切りひらく製品・サービス EDN Japan × TechFactory 製造業 ○ テーマ特集ページ開設、編集タイアップ＆リード提供
2020年08月 展示会特集 住宅・ビル・施設Week（関西） BUILT 建設・建築 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年08月 広告特集 技術TOPインタビュー EE Times Japan 製造業 － 各社の注目技術をトップ自らが解説
2020年08月 セミナー マネージドクラウドサービスの正しい選び方 ＠IT IT ○ 東京　8月末　250名集客／150名来場
2020年08月 広告特集 つながる工場の現状と課題 MONOist × TechFactory 製造業 ○ 読者調査アンケート
2020年08月 広告特集 予知保全 MONOist × TechFactory 製造業 ○ 読者調査アンケート
2020年09月 編集特集 開発視点のインフラ設計～DX―Developer Experience～ ＠IT IT
2020年09月 セミナー マネージドセキュリティ活用事例に学ぶ ITmedia エグゼクティブ IT ○ 霞ヶ関イイノホール　150名集客／100名来場
2020年09月 セミナー DX Summit 2020秋 IT関連メディア合同企画 IT ○ 東京コンファレンスセンター品川 2トラ 500名集客／250名来場
2020年09月 展示会特集 CEATEC JAPAN 2020 EE Times Japan × MONOist 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年09月 広告特集 計測機器ベンダーサーベイ EE Times Japan 製造業 － 30万円(税別)以上の広告ご実施のお客様に調査結果を進呈
2020年09月 Webセミナー Virtual EXPO 2020 秋（モノづくり） 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ リード単価２千円台～、少ない工数で出展可。製造業のオンライン展示会
2020年09月 展示会特集 IoT/M2M秋＆ESSC秋 MONOist 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年09月 編集特集 産業オープンネット展 MONOist
2020年10月 編集特集 クラウドセキュリティ最前線 ＠IT IT －
2020年10月 展示会特集 ET&IoT Technology 2020 MONOist 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年10月 広告特集 電気設計者の課題 TechFactory 製造業 ○ 複雑さを増す電気設計の課題を読者アンケートで浮き彫りに
2020年11月 展示会特集 住宅・ビル・施設Week BUILT 建設・建築 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年11月 展示会特集 SEMICON JAPAN EETimes／Edn 製造業 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年11月 セミナー セキュリティセミナー東京・大阪・福岡ロードショー ITmedia エンタープライズ IT ○ 東京 550名集客／250名来場、大阪 250名集客／150名来場、福岡 120名集客

／80名来場2020年11月 セミナー プロフェッショナルVR MONOist×BUILT 製造業＆建設 ○ 実用化が進む産業/建設向けVR/ARの最新動向を紹介
2020年11月 展示会特集 国際ロボット展 2020 MONOist 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年11月 セミナー MONOist Future Mobility Forum（大阪） MONOist 製造業 ○ 大阪、（想定）160名申込／100名来場
2020年12月 編集特集 DX時代のSIビジネス～内製化はどこまで進む～ ＠IT IT －
2020年12月 セミナー MONOist IoT Forum（東京） 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ 東京、（想定）500名申込／300名来場
2020年12月 展示会特集 オートモーティブワールド MONOist 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2020年12月 広告特集 商社・ディストリビュータサーベイ EE Times Japan 製造業 － 30万円(税別)以上の広告ご実施のお客様に調査結果を進呈
2020年12月 広告特集 設計・解析とクラウド TechFactory 製造業 ○ 設計・開発担当者へのアンケート実施
2020年12月 セミナー DX Summit 2020冬（PaaS編） IT関連メディア合同企画 IT ○ 東京　（想定）2トラ 500名集客／250名来場
2021年01月 展示会特集 スマートエネルギーWeek 2021 スマートジャパン 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2021年01月 セミナー MONOist IoT Forum  大阪 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ 大阪、（想定）200名申込／120名来場
2021年01月 セミナー ソフト品質向上 ＠IT IT ○ 東京　（想定）250名集客／150名来場
2021年01月 展示会特集 設計・製造ソリューション展 2021 MONOist 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2021年01月 広告特集 新春TOPインタビュー EETimes  Japan
2021年01月 展示会特集 3D＆バーチャル リアリティ展 2021 BUILT 建設・建築 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2021年02月 展示会特集 ジャパンドローン2021 BUILT 建設・建築 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
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2021年02月 セミナー セキュリティセミナー東京・大阪・福岡ロードショー ＠IT IT ○
東京 550名集客／250名来場、大阪 250名集客／150名来場、福岡 120名集客
／80名来場

2021年02月 セミナー Virtual EXPO 2021 春（モノづくり） 製造業関連メディア合同企画 製造業 ○ リード単価２千円台～、少ない工数で出展可。製造業のオンライン展示会

2021年02月 広告特集 製造業向けデータ分析 TechFactory 製造業 ○
「製造業におけるデータ活用の実態」を調査。製造業を狙いたいITベンダー
向け

2021年03月 展示会特集 建設・測量生産性向上展 CSPI EXPO 2021 BUILT 建設・建築 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2021年03月 セミナー DX Summit 2021春（ITサービス編） IT関連メディア合同企画 IT ○ 東京　（想定）2トラ 500名集客／250名来場
2021年03月 展示会特集 TECHNO-FRONTIER 2021 EE Times Japan 製造業 － 開催前のPR可能、展示ブース取材での広告プランあり
2021年03月 広告特集 半導体ベンダーサーベイ EE Times Japan 製造業 － 30万円(税別)以上の広告ご実施のお客様に調査結果を進呈

アイティメディア株式会社 営業本部
※テーマやスケジュールは変更になる可能性がございますので予めご了承下さい。 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル（受付13階）

※各企画の詳細につきましては弊社営業担当までお問い合わせ下さい。 Mail : sales@ml.itmedia.co.jp


