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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、あらゆる産業で“テクノロジーの力を使った新た
な体験価値”が生み出されています。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、およそ全ての企業が体験価値をコアとする「コト売り」への変革を迫られています。

こうした中、「新たな技術を取り入れること」といったDXにまつわる“誤解”は次第に払拭され、「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こと」といった正しい理解が着実に浸透しつつあ
ります。しかし、例えばクラウドネイティブな技術を使いこなして“価値”をスピーディーに提供・改善し続けて
いる企業と、（ネガティブな意味での）レガシーが足かせとなっている企業、DXの取り組みが局所的な試行に
終わってしまっている企業などとの差は、日々、急速に拡大しています。

無論、これはIT部門だけの問題ではありません。この背景に「DXを全社的な課題と捉えているか否か」という、
現場だけでは解決できない問題が横たわっていることは、もはや言うまでもないでしょう。ITを経営戦略に組
み込み、IT部門、業務部門、管理部門、経営層が連携し、人と組織の在り方も含めて、全社観点で“テクノロジ
ーを前提としたビジネスの仕組み”を考案・実践しなければ、生き残れない時代が到来しているのです。

では、経営戦略としてテクノロジーを活用し、実益につなげるためには何が必要なのでしょうか。このテーマを
受けて、アイティメディアの企業IT分野5媒体――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――も、
これまで以上に連携を強化し、「実践支援」に邁進することといたしました。“100年に一度のゲームチェンジ”
にどう取り組むか。これからも、アイティメディアは皆さまと共に考え、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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ITmedia エンタープライズとは

Empower Your Future with Digital
―未来に向かう推進力を企業に与えるIT実践情報メディア―

ITmedia エンタープライズは、情報システム部門、ユーザー部門（LOB：Line of Business）の垣根を越えて、
ITの力でビジネスの課題を解決するための実践情報を分かりやすく、より深く発信しています。

サイト概要（2020年1月実績）

2,826,768

1,726,781

124,136

PV/月

UB/月

人

ターゲット読者

DX推進担当（CDO、経営企画）
情報システム部門（CIO、企画担当、運用担当）
事業部門（ITリーダー、プロジェクトマネジャー）

メルマガ
会員数

UB

PV
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ITmedia エンタープライズのミッション

企業が持続的に成長するためには、恐れることなく既存のビジネスプロセスに変化を加え、新たな
価値を生み出していく必要があります。いわゆる「デジタルトランスフォーメーション（DX）」の
実現です。

私たちは、DXを推進して成功に導く人材を「デジタルリーダー」と名付けました。デジタルネイテ
ィブ時代の企業成長を支え、ビジネスのデジタル化を推進するITリーダー層です。

デジタルリーダーは部門を越えて存在します。だからこそ事業部門とIT部門のカベを取り去ってDX
推進に寄与できるコンテンツを提供することがITmedia エンタープライズのミッションなのです。

Empower Your Future with Digital―― ITmedia エンタープライズは、企業が未来に向かうため
の推進力（イノベーションの源泉）にフォーカスします。ITトレンド解説、導入事例、インタビュ
ー、ニュースなどの記事を通じて、デジタルリーダーに寄り添いながらDX成功への道程を歩んでま
いります。

ITmedia エンタープライズ 編集長 岡田大助
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DXを成功に導く6つの羅針盤（注力テーマ）

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品
やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、
競争上の優位性を確立すること

（経済産業省「DX推進指標」における「DX」の定義）

セキュリティ

脱サイロ化

チェンジマネジメント

プロセスの効率化

データ中心主義

ビジネスのデジタル化

DX企業はサイバーセキュリティ対策と
プライバシー保護を最も重要視しています

DX企業は新しい価値を生み出すために
デジタルとフィジカルをシームレスに

融合させています

DX企業は合理的なデータ戦略を実現
しています。データが中心になり、
組織のあらゆる領域で活用されます

DX企業は価値を提供するスピードと
信頼性を上げるためにデジタル化を

推進しています

DX企業は常に変化するビジネス環境に
対応するために、組織や風土の改革に
挑戦することに意欲的です

DX企業は変化に俊敏に対応するために
タテ割りの組織、硬直化した業務のカベを
取り払っています
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特集テーマ

ITmedia エンタープライズは、デジタルトランスフォーメーションに役立つテーマを定めた編集特集を公開しています。

月間特集

「Device as a Service」が変えるPCライフサイクル管理（2020年4月）

「デバイスは買って5年間所有するのが当たり前」だった時代が終わりを告げた。Windows 10が普及する中で注目されるのは、
デバイスという「モノ」からデバイスを使うという「コト」への変化――「Device as a Service」（DaaS）という考え方だ。
資産としてのPC利用に慣れていた日本企業は、どのようにDaaSに向き合うべきか。DaaSの効果的かつ安全な使い方とは。
リアルな「DaaSの今」に迫る。

ベンダーから主導権を取り戻す「経営戦略としてのDX」（2020年6月）

DXとは「デジタル化によるビジネスそのもののトランスフォーメーション」だ。正しい変化を遂げつつある企業は、
DXを経営戦略として捉える。ITの開発と運用がビジネスの開発と運用と同義になった今、主体的なIT戦略を取れない組織は
ディスラプター（創造的破壊者）に勝てない。自組織が生き残るためには、自社内で経営戦略とIT戦略を結び付けることが
不可欠だ。ベンダーへの「丸投げ」体質を見直し、IT戦略の主導権を自組織に取り戻す必要がある。

協賛については営業担当までお問い合わせください
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特集テーマ

ITmedia エンタープライズは、デジタルトランスフォーメーションに役立つテーマを定めた編集特集を公開しています。

常設特集

「RPA、AI、bot活用」のリアル・ケーススタディー
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/rpa/

ビジネスが複雑化し、人手不足が深刻化する中、業務の自動化によって生産性を上げるアプローチに注目が集まる。
RPA、AI、botを使った改善を検討する企業が増えたが、その場しのぎの導入をしたり、部門間の連携を怠ったりすると、
運用管理で痛手を受けることになりかねない。本質的な改善を目指して試行錯誤する企業の事例を通じて、
誰もが本業に専念できるようになる自動化のプロセスを考える。

中堅・中小企業に効くIT活用ガイド
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/features/smbit/index.html

中小企業庁が刊行する「2019年版中小企業白書」によると、国内企業のうち約99％が中小企業・小規模事業者といわれている。
だが、その多くが数年のうちに廃業に追い込まれている。中小企業が生き残るには、今までのやり方を大きく変えなければならない。
中小企業のビジネスや業務改善を前に進めるために、中小企業にまつわるニュースや事例、IT活用のヒントなどを提供する。

協賛については営業担当までお問い合わせください

組織と人を動かす「データ活用」への道
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/features/datadriven/index.html

これから経済成長やビジネスのカギを握るといわれる「データ活用」は、ただデータを集めれば実現するわけではない。
以前とは比べものにならないほど大規模なデータが流通する中、実際にそれをどう企業は活用し、価値につなげれば良いのか。
そこには何が必要なのか――。ベンダーやユーザーの視点から探る。

https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/rpa/
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/features/smbit/index.html
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読者プロフィール

TechnoGraphics 2020 デジタルトランスフォーメーション編 調査期間：2020年1月14日～3月26日

1000～
9999人
25.2％

係長・主任級
25.9％

部長級以上の読者が20.9％

大規模から小規模まで均等に分布ユーザー企業比率は60.9％

事業部門の読者が52.3％
（経営・経営企画職は 9.2%）

ユーザー企業
60.9％

IT関連企業
39.1％

事業部門
52.3％

情報システム
部門

47.7％

※主なユーザー企業の業種内訳

製造業 25.9%
サービス業 9.3％
流通業（卸売、小売） 4.5％
金融業、保険業 3.5%
メディア、広告業 2.9％
建設業 2.2％
商社 2.1％

※事業部門の主な職種内訳

モノづくり関連職 12.3%
経営・経営企画職 9.2%
営業・販売・サービス職 7.0%
宣伝・マーケティング職 3.4%
総務・庶務職 2.9%
人事・教育職 2.0% n=891

1～99人
25.3％

100～999人
34.0％

1万人～
14.0％

経営層 7.7％

事業部門長クラス 2.7％

部長級
10.5％

課長級
21.4％

一般社員
職員
23.8％

業種

職種

従業員規模

役職
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広告メニュー
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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
）

②

ゲ
ー
ト
（
背
景
）

④
レクタングル

③スーパーバナー

① ゲート（ ヘッダー ） 媒体名 掲載面 枠数 露出頻度 掲載期間
想定
imp

料金

ITmedia エンタープライズ TOP 2 約1/2回 1週間 6,700 ￥260,000

▼表示ルール

▼仕様

▼その他詳細

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 ：150KB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 ：150KB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 ：150KB未満
・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ください。

※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。予めご了承ください。

・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いたします）
・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。
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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。

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640pixel×天地480pixel
• 容量 ：150KB未満
• 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 31,000 想定 1

媒体ごとに
12時間に1回/1UB

¥620,000
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純広告 - ビルボード動画広告

※ 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

▼入稿規定

▼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）

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。読者に強いインパクトを与えることが可能です。

媒体 掲載面 料金 仕様

ITmedia エンタープライズ 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

入稿素材 ファイル形式 容量 サイズ 備考 入稿締切

動画ファイル mp4
2GB
未満

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） gif、jpg
150KB
未満

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

gif、jpg
150KB
未満

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

ITmedia エンタープライズ
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 備考

入稿
締切

動画ファイル mp4
2GB
未満

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）

gif、jpg
150KB
未満

640×360px
※動画と同サイズ

-

▼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。
・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。
・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／記事

①
②

③

④

⑦

⑧

⑨

⑩

⑥

⑤

未来に向かう推進力を企業に与えるIT実践情報メディア

ITmedia エンタープライズは、情報システム部門、ユーザー部門（LOB：Line of Business）の垣根を越えて、ITの力でビジネスの課題を解決するための実践情報を分かりやすく、
より深く発信しています。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 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、
SubTOP 任意

(1週間以上)
任意

imp保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90
150KB
未満

② Wスーパーバナー
TOP、
SubTOP

imp保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180
150KB
未満

③ レクタングル
TOP、
SubTOP

1カ月間
毎月
1日

59,000
想定

2

¥230,000 - gif、jpg
300×300／
300×250

150KB
未満

④ Wレクタングル
TOP、
SubTOP

1カ月間
毎月
1日

59,000
想定

¥350,000 - gif、jpg 300×600
150KB
未満

⑤ テキスト ALL 2週間
隔週
月曜

730,000
想定

2 ¥320,000 - テキスト
全角28文字
以内

-

⑥
ローテーション
スーパーバナー

記事面

任意
(1週間以上)

任意

Imp保証 - - 3.0 gif、jpg 728×90
150KB
未満

⑦
ローテーション
Wスーパーバナー

記事面 Imp保証 - - 4.0 gif、jpg 728×180
150KB
未満

⑧
ローテーション
レクタングル

記事面 imp保証 - - 3.5 gif、jpg
300×300／
300×250

150KB
未満

⑨
ローテーション
Wレクタングル

記事面 imp保証 - - 4.5 gif、jpg 300×600
150KB
未満

⑩ 記事下レクタングル 記事面
任意

(1週間以上)
任意 imp保証 - - 1.5 gif、jpg

300×300／
300×250

150KB
未満

ゲートパック TOP 1週間
毎週
月曜

6,700想
定

2 ¥260,000 - p.10参照 p.10参照
p.10
参照

WelcomeScreen TOP 1週間
毎週
月曜

7,700想
定

1 ¥190,000 - gif、jpg 640×480
150KB
未満

ビルボード
（動画広告）

TOP、
記事面

任意
(1週間以上)

任意 view保証 -
最低実施金額
¥1,000,000

10.0 p.12参照 p.12参照
p.12
参照

ビルボード
（静止画広告）

TOP、
記事面

任意
(1週間以上)

任意 imp保証 - - 6.0 gif、jpg 970ｘ250
150KB
未満

インリード
（動画広告）

記事面
任意

(1週間以上)
任意 view保証 - - 6.0 p.13参照 p.13参照

p.13
参照
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純広告 - メールマガジン

ヘッダー

フッター

▼広告商品＆原稿仕様

【注意事項】
・ヘッダー・ミドル・フッターにつきましては、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当たって
・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の前後に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

ITmedia エンタープライズ メールマガジン

ヘッダー 3 全角38文字(半角76文字)以内 x 5行
約 121,000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

Special版メール 1
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 約 103,000通 毎週 月～金 朝 ¥600,000

ITmedia エンタープライズ 中小企業通信

ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x 5行

約 33,000通 毎週 月 朝

¥100,000

フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x 5行 ¥50,000

Special版メール 1
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 約 28,000通 毎週 月～金 朝 ¥300,000
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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123,000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12万名)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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誘導枠掲載位置

企画広告 - Special（タイアップ記事 期間保証型／PV保証型）

ITmedia エンタープライズ編集部が編集・ディレクションする、読者に分かりやすく伝えることができる記事体広告です。

ビジネス変革に求められる企業IT基盤の構築、最新技術動向、テクノロジードリブンを実現している企業の事例など、

IT部門や、ITを積極的に活用しようとする業務部門や経営層に向けたプロモーション展開に最適です。

【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週間は掲載を保証いたします。(最大2カ月間誘導）
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

ITmedia エンタープライズSpecial（期間保証型）

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(コンテンツ掲載費含)

●誘導枠：
・ITmedia エンタープライズ トップリンク（1カ月間）
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（1カ月間）
・ITmedia エンタープライズ 記事下リンク（2週間）
・＠IT サイドリンク（2週間）

●実施期間：
1カ月間

SpecialおよびSpecial（PV保証型）掲載イメージ

トップページ 記事ページ

誘
導
枠

誘導枠

トップリンク

誘
導
枠

誘
導

記事下リンク

サイドリンク

＠IT記事ページ

誘
導
枠

サイドリンク

ITmedia エンタープライズSpecial (PV保証型）

5,000PV保証
￥2,100,000

（税別/グロス）

4,000PV保証
￥1,700,000

（税別/グロス）

3,000PV保証
￥1,500,000

（税別/グロス）
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企画広告 - Special（PV保証型ブーストプラン）

アイティメディアが運営するテクノロジー系メディアのみならず、
外部ネットワークから「読者」を広告企画記事へ誘導。最大20,000PVを保証します

対象メディア

外部ネットワーク上でアイティメディアの読者をリターゲティング

タイアップの内容に最適なサービスを選定してタイアップページへ
誘導します（外部ネットワークの選定は弊社にお任せいただきます）

【ご注意事項】
・料金には記事体広告の制作費も含まれます。記事ボリュームや詳細については通常の記事体広告と同様です
・PVの集計範囲はPCおよびタブレット、スマートフォンに掲載される全ページとなります
・誘導広告の媒体、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、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
・記事の掲載メディアは＠ITまたはITmedia エンタープライズとなります
・2万PV以上の保証についてはお問い合わせください

ご提供価格

5,000PV保証
￥1,700,000

（税別/グロス）

10,000PV保証
￥2,500,000

（税別/グロス）

15,000PV保証
￥3,300,000

（税別/グロス）

20,000PV保証
￥4,000,000

（税別/グロス）

誘導
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より多くの読者をアイティメディアの広告企画記事へ誘導（＊）。
外部ネットワーク誘導を組み合わせることで柔軟なプランニングが可能となります。

（＊広告記事制作費は含みません）

企画広告 - Special（追加誘導プラン）

【ご注意事項】
・外部ネットワークを含む誘導の場合単価が変動いたします。なお、上記以外のボリュームにも対応出来ますので、担当までご相談ください。
・料金は追加誘導「のみ」の価格となります。広告記事の制作費は含みません
・外部ネットワークの選定は弊社に一任頂きます
・PVの集計範囲はPCおよびタブレット、スマートフォンに掲載される全ページとなります
・誘導広告の媒体、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、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
・対象となる企画広告の掲載メディアは＠ITまたはITmedia エンタープライズとなります

ご提供価格例（外部ネットワークを含む誘導）
1,000PV単位でご注文いただけます

ご提供価格
（ITmedia内部誘導のみ）

10,000PV
￥2,300,000

＠￥230

15,000PV
¥3,000,000

＠￥200

20,000PV
¥3,800,000

＠￥190

30,000PV
¥5,400,000

＠￥180

1000PV
¥400,000
＠￥400

誘導
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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

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いただく集合型タイプ
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、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ください。

料金目安：120万円～

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～

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
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ら
は
あ
く
ま
で
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デ
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す
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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。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現在アイティメディア主催のフィジカルイベントは提供しておりません。あらかじめご了承ください。
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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）、懇親会（20万円）

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。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現在アイティメディア主催のフィジカルイベントは提供しておりません。あらかじめご了承ください。
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セミナー – 勉強会＋オンライン配信

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。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、現在アイティメディア主催のフィジカルイベントは提供しておりません。あらかじめご了承ください。
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キャンセル規定

広告商品の発注書受領後、広告主様のご都合でキャンセルを行う場合は、下記の料率でキャンセル料を申し受けます。

商品 キャンセル料金 主な対象商品（下記以外の商品はお問合せ下さい）

ディスプレイ広告、メール広告
入稿締切期日まで：50％
入稿締切期日以降：100％

各種ディスプレイ広告、メール広告

記事企画 Special（タイアップ記事広告）
初校提出前まで：広告料金（制作費、掲載費、誘導費を含む一式）の50％
初校提出以降：広告料金（制作費、掲載費、誘導費を含む一式）の100％

期間保証型タイアップ
PV保証型タイアップ

リードジェン

件数保証型

リード獲得
キャンペーン開始前まで：広告料金（基本料金＋リード料金）の50％
キャンペーン開始後：広告料金（基本料金＋リード料金）の100％ LeadGen. Basic / Segment

制作オプション
初校提出前まで：広告料金（制作料金）の50％
初校提出以降：広告料金（制作料金）の100％

LG. Segment オプション 編集タイアップ制作
LG. Segment オプション ホワイトペーパー制作

その他オプション
キャンペーン開始前まで：広告料金（オプション料金）の50％
キャンペーン開始後：広告料金（オプション料金）の100％

LG. Segment オプション アンケートカスタマイズ
LG. Segment オプション テレマーケティング

期間保証型

ホワイトペーパー
キャンペーン開始前まで：広告料金の50％
キャンペーン開始後：広告料金の100％

TechFactory 期間保証型LGサービス

タイアップ
初校提出前まで：広告料金の50％
初校提出以降：広告料金の100％

TechFactory 期間保証型LGサービス

長期リード獲得サービス
申込み金額の半額費消まで：広告料金（リード料金）の50％
申込み金額の半額費消以降：なし LeadGen. Segment 長期利用プラン

セミナー

集合型セミナー
開催日の41日前まで：広告料金の50％
開催日の40日以内：広告料金の100％

アイティメディア主催セミナー／VE スポンサープラン

受託セミナー

企画費、運営費
・開催日の41日前まで：広告料金の50％
・開催日の40日以内：広告料金の100％
その他、実費の発生するものは外部委託先のキャンセルポリシーに則り、実費分を請求
・会場費
・弊社運営委託費
・その他、ご提案をカスタマイズしたことにより発生する費用

受託セミナー

その他

ABMレポート
初回提供まで：広告料金の50％
初回提供以降：広告料金の100％ ABMレポート

カスタム記事パンフレット、抜き刷り
初校提出前まで：広告料金の50％
初校提出以降：広告料金の100％

カスタム記事パンフレット
抜き刷り

動画制作
収録2日前まで：広告料金の50％
収録前日以降：広告料金の100％

動画制作

カスタムリサーチ
回答収集開始前まで：広告料金の50％
回答収集開始後：広告料金の100％

カスタムリサーチ
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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。

https://www.itmedia.co.jp/enterprise/


