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TechTargetはB2B向けの技術・製品情報を調べる際に
最も利用されているメディアです

75K+
1,000名以上の専門家が1年
で75,000本以上のコンテン
ツを発信

300M+
140以上の専門性の高い技術
サイトを運営し、閲覧数は年
間3億以上

800K+
Google検索では、どのベンダー
やメディアよりも多い、80万以
上のワードでファーストページ
を獲得

#1
B2Bのテクノロジー分野では最
も急速に成長したドメイン

TechTargetとは

1998年設立のIT業界を専門とするメディア企業。設立当初よりメディアの情報力と、その力による読者収集力に着目し、リードジェネレーション
を主力商品として展開する。現在は、伝統的なメディア企業にと留まらず、潜在的に購買意欲の高い顧客情報データを収集、分析、提供する、
データ企業へと変貌を遂げている。本社ボストン、グローバル従業員約650名。
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• Content Marketing

• E-Guides

• ReEngage

• IT Deal Alert™ Deal Data™

• Qualified Sales Opportunities ™

• Core Network Display

• Keyword Takeovers

• Essential Guides

商品一覧
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料金：USD 35～/リード

Content Marketing

TechTargetを利用して認知と見込み客を拡大

貴社コンテンツに読者を誘導し、認知を拡大するとともに見込み客
リードを獲得する、最も一般的なプログラムです

見込み客層へのメール配信

読者の関心事項に基づきパーソナライズされたターゲティングメールで貴社コンテンツ
を告知します

ポテンシャルの高い見込み客へリーチ

リサーチライブラリとベンダーコンテンツで情報収集に積極的な読者にリーチします

詳細なアクセスレポート

Activity Intelligence™ Dashboardsを通して、見込み客の情報やアクティビティなどの
詳細なレポートをご提供します
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TechTarget
ネットワークに
おけるユーザー
エクスペリエンス

Google 検索

詳細なコンテンツ閲覧履歴や
検索優位性によりアクティブ
な購買者をTechTargetの
ネットワークに呼び込みます

SearchDataCenter.com コンテンツ
マーケティング

TT編集コンテンツ 協賛コンテンツ

購買意志の獲得
• ダッシュボードで140以上のウェブサイトを横断してユーザーや

アカウントの情報収集活動を捉えることが可能

• 推測、推察、予測などではなく、実際に観測したもの

ベンダー提供
コンテンツ

提携関係にある他ビジネス系サイトで
情報収集活動を継続
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SearchBusinessAnalytics

Related Resources on  
Big Data

DEMYSTIFYING 
BIG DATA: FACTS 
VS. HYPE

E-Guides

編集部制作コンテンツを利用し
特定トピックに関心が高いリードを獲得

・各分野のエキスパートが、製品やサービスの導入に
関する疑問に回答

・編集部制作のコンテンツを利用するので、客観的な
内容を求める読者のリードを獲得できる事に加え、
ホワイトペーパーが無い場合でも実施可能

・Demand Engage Unit(※)に貴社の情報を表出する
ことで、ユーザーとのエンゲージメントを次の
ステップに進めることができる

・Demand Engage Unitの内容はカスタマイズ可能

※ホワイトペーパーをブラウザに表示させ、その横に貴社の情報（関連ホワイトペーパーや関連
リンクなど）を表示させるユニット（右図参照）
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料金：USD 5,000/デマンドジェンプログラム

購買意向の高いリードの創出:
ReEngage

TechTargetは購買担当者の活動を加速します

Prospect-Initiated Nurturing

・Demand Engage Unitを使用して関連性の高いコンテンツをオファーし、
読者（見込み客）を次の購買ステップへ導きます

・ターゲットされた読者（見込み客）がタイムリーに、自主的に、
セルフナーチャリングすることを促進します

・ビデオやソーシャルフィードなどのカスタム機能を追加することができます
・20％の再エンゲージメント率を保証します

Activity Intelligence™ Targeting

・読者（見込み客）に新しいトピック関連コンテンツをオファーします
・貴社製品／サービスに関連するアクティブな見込み客を獲得します
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TechTargetが保有するデータやスキルを使えば、迅
速に、しかも特別なソフトの購入や、分析担当者をお
くことなく、貴社の要望するマーケティングニーズを
満たすことができます。

Deal Dataによるコンタクト先は他社とは違います:

• 過去90日間、TechTargetネットワーク上で、貴社に関連す
るトピックのコンテンツを閲覧した読者の名前

• 指定企業リストのみを指定するオプションもあります

• 連絡先リストは、最もアクティブな順にランク付けされてい
ます

• 読者が最も活動したサブトピックスとTechTargetネットワー
クで読者が興味を持ったベンダー名が、納品データに含まれ
ます

マーケティング活動: 
IT Deal Alert™ Deal Data™

Expand your database with the right 
contacts

Rank accounts for outreach

Build targeted campaigns and call lists

1コンタクトあたり: USD 20～60 (属性指定なし)
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QSO（Qualified Sales Opportunities ™）：
従来見逃されがちだった、IT製品の購買への兆候をQSOが探り当てます。

閲覧履歴や検索流入の強みを
生かし購買活動の活発なバイ
ヤーをTechTargetネットワー
クに誘引します。

140以上あるWebサイト上でバイヤー
活動は詳細に追跡され、貴社マーケッ
トの購買意志として可視化されます

TechTargetでは読者のカスタマー
ジャーニーを通してアカウント企
業を追跡し、来るべき購買予定に
ついて直接購買チームの担当者に
確認を取ります。

年間7.5万以上の
コンテンツを生成

検索流入による
来訪が2億回

1万以上のトピック
でバイヤーから日
100万件の接触あり

月間10万のアカ
ウント（企業）
と1800万人の
登録者

QSOはITプロジェクトの予想図を
提供します
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Qualified Sales Opportunities™ が
貴社のデマンドジェネレーションを加速する、４つの理由

他では手に入らない、貴重
な情報です。

インフラの詳細や詳しい要件、
購入を決定付けるポイン
ト・・・たとえBANT情報のつ
いたリードであっても、このよ
うな情報は手に入りません

貴社は実際に活動するのみ
です。

我々がこのような顧客精査の
活動を全て行いますので、貴
社は最も貴重な営業リソース
と時間を、すぐに活動のため
に使うことができます

貴社が知らない、生きた商談
です。

貴社のインバウンドやアウトバ
ンドのマーケティング活動では
不足する、新しいITプロジェク
トや連絡先の情報を提供します。

マーケットシェアを獲得
しましょう。

貴社のマーケティングのた
めにQSOはあります。新た
なビジネス機会が、QSOに
よってもたらされます。

1

2

3

4

オポチュニティ１件あたりの費用：USD 333～（条件指定なし）
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それは、購買担当者の情報が語る、最新のIT製品購買予定に関する、
PDF化されたレポートです。

Qualified Sales Opportunity™とは

 製品・サービスの導入理由

 製品・サービスの選定基準

 検討中のベンダー

 製品・サービスの使用用途

 直近の導入製品

 購買担当者の連絡先

 アポイントをより多く獲得するた
めのレポート構成に変更

 企業が自社のCRMシステムに導入
する際の、最も大切な理由とは何
かを提示

 コールを行う際のトークスクリプ
トサンプルや、キーワードも提供

 60以上の詳細なセグメントを設定

新たに強化されたポイント主なレポート項目
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Core Network Display

• 貴社のターゲット市場に焦点をあてた広告
配信を、TechTarget上で行います

• 貴社のメッセージと関連の高い読者に
フォーカスします。

• 関連する編集記事とソーシャルディスカッ
ションの両方で顧客にリーチできます。

• 複数の広告形式を組み合わせ、アウェアネ
スを最大化します。

ブランドメッセージを確実に伝え、アウェアネ
スを最大化します。

バナーサイズ規定:

640x480, 728x90/300x50, 300x600, 300x250

アクセスするデバイスごとに最適な広告レイアウトが可能

CPM: USD 90～
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• アプリ開発

• BI/アナリティクス/情報マネジメント

• ビジネスアプリ開発

• CIO など意思決定層へのリーチ

• クラウド

• 販売チャネル

• コンテンツマネジメント/ECM

• データセンター

• DR & コンプライアンス

バナーがカバーするカテゴリ領域

• ヘルスケア

• 人材/金融

• モビリティ/デスクトップ/コンシューマ
ライゼーション

• ネットワーク

• 営業 & マーケティング

• セキュリティ

• ストレージ

• 仮想化
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TechTarget created 

300x600

► Demo

Client provided 

300x600

► Demo

キーワード検索者に絞り独占認知を獲得：

Keyword Takeovers

Sources: CMOcouncil; SEMrush

検索エンジンを使って情報収集している
ユーザーの目を、最初に占有することがで
きます

• 購買検討者の検索クリックのうち、実に90%
はオーガニックな検索結果です。そしてその
オーガニック検索結果の常に上位に、
TechTargetの記事は表示されています。

• ターゲットされた、活発に情報収集をおこ
なっているITバイヤーに向けて、貴社ブラン
ドの認知度とマインドシェアを高めます。

• TechTargetの記事にリンクすれば、誰もが求
めるキーワードからのリーチを、ほぼ100%
確保することが可能です。

• SEO対策を完璧に行うための補完施策にもな
ります。

Leaderboard

Messaging Unit

Half Page Ad

CPM: USD 215

http://searchcio.techtarget.com/tip/Need-for-speed-driving-one-CIO-to-DR-BC-in-the-cloud?ses=productdemotto-ttgtcreated
http://searchcio.techtarget.com/tip/Need-for-speed-driving-one-CIO-to-DR-BC-in-the-cloud?ses=productdemottoclientprovided
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産業別オンラインIT百科事典を活用して
認知を獲得：

Essential Guides

• TechTargetの実績あるコンテンツを活用

o オリジナルコンテンツが27万5000本(毎年
1万6000本が追加されます)

o 主要テクノロジーごとに2万5000本の記事

• より深くリサーチしたいユーザーに対し
TechTargetがおすすめするコンテンツをまとめ
ています。

• 業界平均より2-3倍高い効果が期待できる広告と
専門家の記事を融合させた構成になっています。

• 閲覧時に入力されるメールアドレスと照合する
ことで、アクティブな閲覧者の個人情報を提供
します。

► Demo

料金: USD 200 CPM

http://techtarget.celtra.com/preview/abdf683c
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お見積り・お問い合わせ

アイティメディア株式会社 営業本部

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 12/13F

TEL: 03-6893-2247

Mail: sales@ml.itmedia.co.jp


