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ITmedia エグゼクティブとは

企業の明日を変える
エグゼクティブとCIOのためのコミュニティー

「ビジネスのデジタル化」を最重要テーマに位置づけ、
オフラインでの活動を中心にビジネスに役立つさまざまな情報を発信

ITmedia エグゼクティブは、2007年にスタート。上場企業および上場相当企業の課長職以
上を対象とした約6,800人が参加し（※）、ITを核に企業のさまざまな変革を議論する「日
本最大級のエグゼクティブ・コミュニティー」です（※入会条件：上場企業および上場相当
企業の課長職以上）。

今日ITは企業のビジネスに欠かせない要素となっているだけでなく、競争力の源泉をITが生
み出す時代に変わりつつあります。いまや経営戦略からITを構想し、ビジネスプロセスを改
革するリーダーが求められています。

ITmedia エグゼクティブでは、日本企業の競争力底上げを支援するため、
ITを核にしたビジネス変革を議論していきます。

会員の約6割がユーザー企業の部長職以上、
約6割が従業員1,000人以上の企業に所属する
エグゼクティブのためのコミュニティー
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デジタル変革と創造的破壊、日本企業はどう戦えばいいのか

北米ではUberやAirbnbといった、デジタルテクノロジーを活用した創造的破壊者、いわゆる「ディスラプター」が
さまざまな業界で既存プレーヤーのビジネスを棄損し始めています。新しい技術に対して、どちらかというと
保守的な日本企業は、こうした動きをまだ過小評価する傾向にあります。

しかし、彼らの目指すところは、クラウドによってヒトもモノもつなぎ、製品中心のビジネスから抜け出し、
顧客に寄り添う新しい商品やサービスによって優れた顧客体験を迅速に提供することです。
それこそが伝統的な企業の経営にもスピードをもたらし、さらに競争力や企業価値を高めてくれる、
デジタルテクノロジーによるビジネスの変革、すなわち「デジタル化」なのです。

こうした新たなテクノロジーの活用にはさまざまなリスクが伴いますが、「ビジネスのデジタル化」が進む中、
商品やサービスに「安全」「安心」という付加価値をもたらすセキュリティの確保・維持もまた、経営が
当然のごとく克服すべき最重要課題です。競争力の源泉としてのセキュリティ品質を考えてゆく必要があるのです。

ITmedia エグゼクティブでは、日本企業における経営部門、IT部門責任者、セキュリティ責任者とともに、
日本に競争優位をもたらす「ビジネスのデジタル化」への取組みや必要なプロセスについて、ビジネスカット、
テクノロジーカットの両軸で議論してゆきます。

アイティメディア株式会社
エグゼクティブ プロデューサー

浅井 英二

メディア方針
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｜媒体名 ITmedia エグゼクティブ

｜媒体URL https://mag.executive.itmedia.co.jp/

｜会員数 7,164名 ※2020年3月実績値

▼サイト概要

▼ITmedia エグゼクティブの注力テーマ

「ITによる企業変革」をテーマに、企業の上級職の方々を対象と
する会員制のメディア。経営を担うビジネスリーダーに向けて、
複合的な情報共有コミュニティーを提供しています。

メディア概要

☑グローバリゼーション
☑デジタルトランスフォーメーション
☑リアルタイム経営
☑人材育成
☑働き方改革
☑セキュリティ

▼ITmedia エグゼクティブ会員向け勉強会活動例
●なぜ本が売れない時代にベストセラーを出し続けることができるのか
（講師：株式会社アスコム 取締役 編集部長 柿内尚文氏）

●継続するということ――東大寺1300年の歴史に学ぶ
（講師：華厳宗大本山 東大寺 清凉院住職 森本公穣師）

●今注目のSDGsとビジネスの関連を「カード・シミュレーション」で体験しながら学ぶ
（講師：Initiative＆Solutions,Inc 代表取締役/組織・人財開発コンサルタント 渡邉信光氏）

●能に学ぶ文化と革新性
（講師：Umewaka International 株式会社 代表取締役 梅若幸子氏）
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会員プロフィール「基本属性」

※ 詳細は別途会員プロファイル資料をご覧下さい。

会員属性ダイジェスト

会 員 数：7,164人（2020年3月現在）

平均年齢：49歳

勤務所在地：東京65.5％

ユーザー企業比率：57％（うち製造業は42％）

役職：部長クラス以上50％、課長クラス以上92％

従業員規模：従業員数1000人以上60％、300人以上80％

年商：1000億以上45％、50億以上83％
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会員プロフィール「主な所属企業」

キヤノン（株）
京セラ（株）
川崎重工業（株）
コニカミノルタ（株）
（株）小松製作所
スズキ（株）
ソニー（株）
ダイキン工業
ダイハツ工業（株）
（株）デンソー
東レ（株）
トヨタ自動車（株）
日産自動車（株）
パナソニック（株）
（株）三菱ケミカルホールディングス
三菱重工業（株）

イオンフィナンシャルサービス（株）
オリックス（株）
損害保険ジャパン日本興亜（株）
第一生命保険（株）
東京海上日動火災保険（株）
日本生命保険相互会社
野村證券（株）
（株）みずほフィナンシャルグループ
（株）三井住友銀行
（株）三菱UFJ銀行

アステラス製薬（株）
クラフト（株）
日本調剤（株）
ノバルティスファーマ（株）
ファイザー（株）
ヤンセンファーマ（株）

SGホールディングス（株）
西濃運輸（株）
全日本空輸（株）
西日本旅客鉄道（株）
日本航空（株）
日本通運（株）
東日本旅客鉄道（株）

大阪市
外務省
独立行政法人国際協力機構
国土交通省
横浜市

京都産業大学
名古屋大学
（株）ニチイ学館
（株）ベネッセコーポレーション
早稲田大学

大阪ガス（株）
関西電力（株）
中国電力（株）
中部電力（株）
電源開発（株）
東京ガス（株）
東京電力（株）

オーケー（株）
（株）ケーズホールディングス
国分（株）
（株）サイゼリヤ
住友商事（株）
東邦ホールディングス（株）
（株）ドン・キホーテ
三井物産（株）
（株）三越伊勢丹
（株）ユナイテッドアローズ

住友不動産販売（株）
（株）大京
東急リバブル（株）
（株）ハウスメイトパートナーズ
三井不動産（株）

（株） 安藤・間
（株）大林組
鹿島建設（株）
（株）熊谷組
佐藤工業（株）
清水建設（株）
大成建設（株）
大和ハウス工業（株）
（株）竹中工務店
東亜建設工業（株）

（株）朝日新聞社
（株）ジュピターテレコム
大日本印刷（株）
凸版印刷（株）
日本放送協会
（株）リクルート

（株）アサツーディ・ケイ
近畿日本ツーリスト（株）
（株）JTB
首都高速道路（株）
（株）ダスキン
（株）ディー・エヌ・エー
（株）電通
（株）乃村工藝社
（株）パソナグループ

医療・福祉業

運輸・倉庫業

官公庁・自治体

教育業

金融・保険・証券業

建築業

不動産業

電気・ガス・水道業

出版・放送・証券業

流通業（卸売り・小売り）

製造業

サービス業
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広告メニュー
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純広告 - ゲートパック

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。ページ全体を覆う本商品はブランディングとして最適なメニューとなります。

▼表示ルール

▼仕様

▼その他詳細

▼掲載イメージ

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

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

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。

※ ITmediaエグゼクティブで同時掲載されるスーパーバナーとレクタングルは、商品構成上、SubTOP・記事面にも掲載されます。

媒体名 掲載面 枠数 露出頻度 掲載期間
想定
imp

料金

ITmedia エグゼクティブ ALL 2 約1/2回 1週間 11,000 ￥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。

WelcomeScreen

メディア 掲載面 想定IMP 枠数 表示方法 料金

ITmedia エグゼクティブ TOP 6,200 想定 1
12時間に1回

/1UB
¥100,000

• 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
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純広告 - TOP／記事

③

④

企業の明日を変えるエグゼクティブとCIOのためのコミュニティー

「ITによる企業変革」をテーマに、企業の上級職の方々を対象とする会員制のメディアです。
経営を担うビジネスリーダーに向けて、オンラインからオフラインまで複合的な情報共有コミュニティーを提供します。

⑤

③

④

②

①

⑥

①

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

②
①
②

③

④

⑤

商品名 掲載面 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金
ファイル

形式
サイズ
(W×H)

容量

① スーパーバナー ALL 1カ月間 毎月1日 55,000 2 ¥330,000 gif、jpg 728×90 150KB未満

② Wスーパーバナー ALL 1カ月間 毎月1日 55,000 2 ¥440,000 gif、jpg 728×180 150KB未満

③ レクタングル ALL 1カ月間 毎月1日 54,000 2 ¥430,000 gif、jpg 300×300／300×250 150KB未満

④ Wレクタングル ALL 1カ月間 毎月1日 54,000 2 ¥590,000 gif、jpg 300×600 150KB未満

⑤ テキスト ALL 1カ月間 毎月1日 100,000 2 ¥150,000 テキスト 全角28文字以内 -

⑥ 記事下レクタングル 記事ページ 1カ月間 毎月1日 93,000 1 ¥270,000 gif、jpg 300×300／300×250 150KB未満

P.8 ゲートパック ALL 1週間 毎週月曜 11,000 2 ¥550,000 gif、jpg

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

150KB未満
200KB未満
150KB未満
150KB未満

P.9 WelcomeScreen TOP 1カ月間 毎月1日 6,200 1 ¥100,000 gif、jpg 640×480 150KB未満
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ヘッダー

フッター

▼広告商品＆原稿仕様

Special

【配信日】
ITmedia エグゼクティブメール ヘッダー／ミドル 毎週 月・木
ITmedia エグゼクティブメール Special版メール 毎週 火・水

【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。

純広告 - メールマガジン

メールマガジン スペース 枠数 原稿仕様 配信数 料金

ITmedia エグゼクティブメール

ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 × 5行

約5,900通

¥300,000

ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 × 5行 ¥200,000

Special版メール 1

表題: 全角30文字(半角60文字)以内 × 1行

約5,900通 ¥600,000
本文: 全角38文字(半角76文字)以内 × 100行以内
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企画広告 - Special（タイアップ記事）

– 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

– 本企画にて制作した記事広告は、
改変がなければ無償で二次利用いただけます
（Web上での利用に限定、要出典表記）

– 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、担当営業までお問い合わせください

スタンダードプラン：￥1,800,000-

●コンテンツ： タイアップ記事1本（コンテンツ掲載費含む）

●誘導枠： ・ITmedia エグゼクティブ サイドリンク（1カ月間）
・ITmedia エグゼクティブ 記事下リンク（1カ月間）
・ITmedia エンタープライズ トップリンク（2週間）
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（1週間）
・ITmedia エンタープライズ 記事下リンク（2週間）

●実施期間： 1カ月間

専門の編集スタッフが、貴社の商材やサービスを編集記事風に仕上げる記事体広告です。
ITで企業を変革するエグゼクティブ層への効率的なアプローチが可能です。

誘導枠掲載位置

ITmedia エンタープライズITmedia エグゼクティブ

トップページ 記事ページトップページ 記事ページ

サイドリンク

記事下リンク

サイドリンク

サイドリンク

記事下リンク

サイドリンク

トップリンク
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セミナー - サービス一覧

・全体テーマ・コンセプト・概要の設計
・全体構成（プログラム）の設計
・基調講演講師のアレンジ
・実施会場のアレンジ

・エグゼクティブ会員リストの活用による
ターゲティングメールでのご案内

・登録サイトの構築
・Webページからの告知誘導（集合セミナーの場合）

・会期中までの運営関連、制作物関連の進行管理
・スポンサーへの事務連絡／講演者対応
・当日運営・進行業務

・申込者／来場者データのご提供

ITmedia エグゼクティブがご提供するオフライン商品の

パックサービスメニューには、下記項目が含まれます

貴社主催のセミナーやラウンドテーブルを実施される場合、企画・集客などの
個別のご協力も可能です。用途に応じてご相談ください

※弊社主催で実施する場合は、企画から運営までの一括請負が条件となります。
※運営のみの請負は行っておりません。

1.企画 2.集客

3.事務局／運営 4.リスト提供

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 - フォーラム

・1社独占協賛型のため、リード提供後のアプローチにおいて、

競合バッティングがありません。

・セミナー後の情報交換会では、会員との直接的なコミュニケーションが

できるため、次回訪問など商談の機会を作ることも可能です。

▼ご協賛メリット

▼概要

●開催時期：随時調整／場所：都内カンファレンスホール

●規模：100名（想定）／形式：スクール形式の集合セミナー＋情報交換会

●募集スポンサー数：1社／1開催当たり

▼金額

￥4,000,000～

セミナー＋情報交換会。編集部主催のため確実なリードのご提供が可能です。

ITmedia エグゼクティブ主催のイベントを、1社独占協賛で実施

※内容により変動する場合がございます。詳しくは別途ご相談ください。
※会場費は別途になります。

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

テーマに関心のあるユーザー企業の会員を勉強会に20名招待し、会員が抱えている課題を共有。解決策を探る。

●IT企業をのぞく、いわゆるユーザー企業および

ユーザー系情報システム子会社の方限定の勉強会になります。

●貴社が訴求したいテーマ・製品に対し、編集部が読者のニーズに合致しそうな

コンテンツにカスタマイズすることで、ピンポイントで想定対象者への訴求が

可能です。

●編集部主催、アイティメディア会議室での実施のため、カジュアルな

雰囲気の中で、来場者と密なコミュニケーションが取れます。

ご協賛メリット

概要
●開催時期：随時調整 ●場所：ITmediaセミナールーム

●規模：来場20名・登録35名（想定） ●形式：勉強会

●募集スポンサー数：1社／1開催当たり

●想定来場者：ITmedia エグゼクティブ会員

●告知／集客：ITmedia エグゼクティブ会員を中心に告知

1社独占協賛・ユーザー企業限定「ITmedia エグゼクティブ勉強会」

定価

※カンファレンス会場やホテルでの実施をご希望の場合は営業までご相談ください。

・情報交換会無し 定価¥2,000,000～
・情報交換会有り 定価¥2,200,000～（1回当たり/Gross/税抜き）

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 - 朝食会

●多忙でスケジュールが取りにくい企業エグゼクティブ層との直接的な

コミュニケーションにより、課題やニーズの収集が可能に。

●エグゼクティブ層の課題と、貴社が持つ解決策のマッチングにより、

具体的な商談機会の創出ができる。

ご協賛メリット

概要

●開催時期：随時調整／場所：グランドハイアット東京 レストラン

●規模：5名

●形式：ディスカッション形式朝食会

●募集スポンサー数：1社／1開催当たり

金額

￥1,800,000（税別、グロス価格）

ITmedia エグゼクティブブランドの信頼を介して、One To Oneに近い密なコミュニケーションの場をご提供

少人数の会員とディスカッションを軸にした朝食会

※上記金額は会場費、朝食費を含みます

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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企画実績
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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

マーケットリサーチ
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％

マーケットリサーチ
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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://mag.executive.itmedia.co.jp/


