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ITmedia PC USER メディア概要

PC、2in1―そしてIoT時代のコンピューティングへ
ITmedia PC USERは、紙の雑誌として1994年創刊。PCをはじめとして、2in1、タブレット、それらの周辺機器、ソフトウ
ェア、オフィスIT機器、ビジネス向けサービスまでカバーするPCおよび新デバイス総合情報メディアです。今後はIoTデバ
イス、クラウド、そしてAIがシームレスにつながった新しいコンピューティングの世界を追っていきます。業界トレンド、
注目製品レビュー、新製品ニュース、発表会レポート、導入事例紹介、著名執筆陣による連載などのコンテンツを通じて、
IT製品・サービスの選定・利活用に役立つ情報をお届けします。

▼ITmedia PC USER 2020年度 上期注力テーマ

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

Windows
7 → 10

延長サポート終了後も続いているWindows 7→10への移行。
その乗り切り方、Windows 10時代の最新PC選びをサポートします

テレワーク

教育IT

ゲーミング
デバイス

場所を選ばずにどこでも業務をこなせて
生産性向上につながるデバイスやサービス選びを支援します

文科省が進める「GIGAスクール構想」
教育の現場で何が起きているのか、課題や解決方法をまとめます

ますます盛り上がるeSportsやゲーミングPC市場！
PCからプレイ環境をより強化する最新デバイスまでを取り上げます

約370万PV／135万UB スマホ比率約50％ ※2020年3月実績



Copyright © ITmedia Inc. 33

緊急特集

アプリ・サービス
• 突如降りかかる「テレワーク」 スマホで「会議」に参

加する方法をチェックしよう

• 新型コロナ関連で支援 学習やエンタメの無料開放コン
テンツまとめ

ネットワーク・セキュリティ
• テレワークや新生活に 固定ネット回線代わりに使えるモ

バイル通信サービス

• 急なテレワーク、ネット回線はどうする？ 工事不要で導
入できる「ワイヤレスルーター」を検討してみよう

デバイス（PC、タブレット、ディスプレイなど）

• テレワークでPCが必要？ 各メーカーのお勧めPC紹介ペ
ージまとめ

• テレワークにもエンタメにも役立つ！ 大画面4K液晶デ
ィスプレイ「ProLite XB3288UHSU」を試す

PC周辺機器（Webカメラ、ヘッドセットなど）

• Webカメラやヘッドセットが急に枯渇！――テレワーク
需要の爆発

• テレワークをもっと快適に！ 今こそスマート家電を導
入すべき理由

新型コロナウイルスの影響もあり在宅勤務の導入が急激に増えていますが、実際に自宅で業務をこなそうと
すると、オフィス環境とのギャップに悩まされるビジネスパーソンは少なくありません。
本企画では、PCやディスプレイ、デスク、チェアといった作業環境をはじめ、インターネット回線やモバイ
ル通信のネットワーク環境、Web会議ツールやカメラ、ヘッドセットなどのWeb会議環境に至るまで……ビ
ジネスパーソンの在宅勤務および在宅生活を快適にするためのヒントやお勧めの製品・サービスについて、
ITmedia MobileとITmedia PC USERの編集部がプロの視点で紹介します。

「テレワーク」と「在宅生活」を今スグ快適にする方法

▼コンテンツ例

ITmedia Mobile × ITmedia PC USER 緊急企画

2020年4月にITmedia Mobileで予定していた企画「シーンで選ぶ ガジェット＆サービス」は、ITmedia PC USERと共同の本企画として展開いたします
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■シリーズ「私とテレワーク」

テレワークという言葉が定着する前から、場所を選ばずに仕事に取り組んできたライターやカメラマン、イラ
ストレーターなどのクリエイターたち。一歩先行く先人の知恵から、今に役立つエッセンスをお届けします。

■GIGAスクール構想のこれまでとこれから

10年に一度の学習指導要領改訂～プログラミング教育、そしてGIGAスクール構想と一連の教育改革をITの視
点で分かりやすく解説。今何が起きているのか、どのような課題があるのか、将来の展望などをまとめます。

■格安で「ストリートファイターV」用PCを作って世界と対戦！

インテルが新たに立ち上げた世界規模のeSports大会「Intel World Open」（賞金250万ドル、2021年に延期
）に採用されたゲームタイトル「ストリートファイターV」（カプコン）。
テクニカルライターであり、日本でも著名なストリートファイタープレイヤーである西川善治さんに、
eSports回りのトレンドからストリートファイターVの解説だけでなく、実際にゲーミングPCを組んでもらい、
世界のプレイヤーと対戦します。

参考URL） https://www.intelworldopen.gg/ja/street-fighter-v/?fbclid=IwAR2GG6kJDL6IFK9hhY7Bo30erzKOJOKCidxJPluo8sGK608CAowh9Hddo0Y

■Windows 10時代のPC選び

法人向けPCを中心に、下記情報を展開
－クリエイター向けPCやデバイスのレビュー（フォトグラファー、イラストレーター、ビデオ編集向けなど）
－子ども向けのWindows PCやChromebookなどのレビュー、お勧めモデル選定

7～9月期 強化テーマ

https://www.intelworldopen.gg/ja/street-fighter-v/?fbclid=IwAR2GG6kJDL6IFK9hhY7Bo30erzKOJOKCidxJPluo8sGK608CAowh9Hddo0Y
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ITmedia PC USER 読者プロフィール
性別 年齢 職業

未既婚 子どもの有無 世帯年収

男性

82%

女性

18%
20代

23%

30代

21%40代

28%

50代

16%

60才以上

11%

有職者

87%

専業主婦

3%

学生

4%
無職

6%

未婚

47%

既婚

53% 子供無し

62%

子供有り

38%

300万円未満

22%

300～500万

23%
500～1000万

26%

1000万以上

5%

未回答／わからない

24%

※2019年12月～2020年2月 eMark+調べ
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広告メニュー
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コンテンツタイプ（一例）

仕事も生活もデジタルで豊かにするインフルエンサーに向けて

貴社製品・サービスを記事体広告で訴求

製品レビュー イベントレポート

インタビュー 専門家アサイン

プロモーションの目的に応じて、さまざまなコンテンツタイプをお選びいただくことが可能です

製品の開発に携わった方、
マーケティングご担当の方
などにインタビューし、製
品の魅力や開発秘話などを
語っていただきます

AV評論家、著名ライターな
ど、ITmediaのネットワー
クを活用してアサイン。第
三者視点で製品の魅力を
語っていただき、説得力の
あるコンテンツに仕上げま
す

製品のスペックや優位性を
編集部が分かりやすく解
説。活用方法も合わせて紹
介することも可能です

プレス発表やイベントを取材
し、記事化します。当日来場
できなかった人へのアプロー
チや、イベント内容を分かり
やすく理解させることが可能
です

ITmedia Special（タイアップ記事）
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企画広告 - ITmedia DMP タイアップ

貴社タイアップページ
関連記事閲覧者

誘導が表示される
⇒タイアップ閲覧可

関連記事非閲覧者

誘導が表示されない
⇒タイアップ閲覧不可

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

誘導

実施メディア

AI・セキュリティ・働き方改革
RPA・クリエイター・テレワーク

※上記カテゴリーに割り当てられた記事を閲覧した読者のみを誘導します。その他のカテゴリーも実施可能ですのでご相談ください。

枠数 各カテゴリー 2枠
※同期間に掲載可能な案件です（最大6枠）。掲載スケジュールについてはお問い合わせください。

5,000PV保証
カテゴリー

※実施メディアのTOP・記事両面に誘導枠を設置します

・関心の高い読者のみを誘導する期待効果
・ターゲットへのリーチ・誘導力
・カスタマイズによる実施も可能

本商品のポイント

※ご希望の関心事項や属性指定での実施や、通常のタイアップにDMP誘導を追加して実施することも可能です。詳細は営業担当にご相談ください。

new!

ITmedia DMPにより“関心の高い読者※”のみを
メディア横断で送客するターゲティング型タイアップ
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企画広告 - ITmedia DMP タイアップ

実施料金

広告仕様

保証形態 PV保証

保証PV 5,000PV

掲載期間 最短1週間～

料金 ￥1,900,000（税別／グロス）

カテゴリー AI、セキュリティ、働き方改革
RPA、クリエイター、テレワーク
※上記いずれかをお選びください

枠数 各カテゴリー2枠

実施メニュー タイアップ記事 1本制作
（コンテンツ掲載費含）
ITmedia DMP 閲覧レポート

誘導枠
ITmedia TOP、ITmedia NEWS、
ITmedia ビジネスオンライン、
ITmedia PC USER、ITmedia Mobile
の特設誘導枠

該当カテゴリーが割り当てられた記事
の閲覧読者のみ誘導を行います

￥1,900,000
（税別）

●上記のカテゴリーに関心のある読者のみをITmedia
DMPのオーディエンス・ターゲティングにより、
メディア横断で貴社タイアップへ誘導。

●関心の高い読者のみが閲覧可能となるため、通常の
タイアップと比べてより高い効果が期待できます。

●上記以外のカテゴリーについてもカスタム可能です。
詳細は営業担当にご相談ください。

セキュリティAI 働き方改革

▼カテゴリー

※上記より１つお選びいただきます

RPA クリエイター テレワーク
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企画広告 - PV保証タイアップ Pick Up!

実施料金

広告仕様

保証形態 保証

保証PV 10,000PV～

掲載期間 最短1週間～最長2ヶ月
（保証PVを達成次第終了）

料金 ￥900,000～（税別／グロス）
※左記参照

実施メニュー タイアップ記事 1本制作
（コンテンツ掲載費含）
閲覧企業レポート

￥900,000～（税別）

※誘導広告の掲載期間、掲載スペース、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、掲載を停止いたします
が、最低1週間は掲載を保証いたします。

※著名人のアサインや、遠方への取材などが必要な場
合は、別途料金を頂戴いたします。

※タイアップ記事への誘導はITmedia TOP、ITmedia 
PC USER、ITmedia NEWS、ITmedia ビジネスオン
ラインからも行う場合がございます

編集部ならではの視点で制作する記事広告
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。保証PV
はご予算に応じ、1PV単位でカスタマイズ可能です。

保証PV PV単価 料金

50,000～ ￥70 ￥3,500,000～

30,000～ ￥80 ￥2,400,000～

10,000～ ￥90 ￥900,000～

 料金表
保証PVによりPV単価が変動いたします

例：20,000PV保証の場合

PV単価

¥90

保証PV

20,000PV

料金

￥1,800,000

※10,000PV保証以上にて承ります。
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企画広告 - フレッシュサマリ

フレッシュサマリ
ITmedia デバイス&サービス編集部が今注目されている市場背景やトレンド
を交えながら、貴社の新商品・新サービス情報を新鮮なうちにお届けします

●製品資料やプレスリリースから編集部が製品情報をニュース記事として書き起こ
します。最後に製品や背景のポイントを編集部からのコメントとして添えること
で、読者の理解を深めることが可能です。

●新鮮なうちに、かつ、確実にメディアへ掲載します。
＊情報をいただき次第、約1週間後の掲載開始となります

●記事広告などデジタルプロモーションを行いたいが予算が限られている場合、
リーズナブルな価格で実施可能です。

定価￥500,000（税別、グロス）

※詳しくは営業にお問い合わせください

本商品のポイント
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企画広告 - フレッシュサマリ

12

ストレートニュース

※既存のプレスリリースや
製品資料をもとに要約します

500文字程度
図版1点まで

編集部の視点
200字程度

ご入稿いただいたリリースやサービス資料
をベースに、編集部がニュース記事の形に
内容を要約します。

読者にとってポイントとなる部分に関し、
編集部の視点を加えてまとめます。
＊伝わりやすさを考慮し、前段に置く場合もございます

＊本記事の扉絵デザインは仮のものです。予告なく変更となる場合がございます。
＊ストレートニュースと編集部の視点はそれぞれ別に構成されます。編集部視点を交えてニュース記事を書くという場合は記事タイアップをご選択ください。
＊フレッシュサマリ制作にあたり、「ヒアリングシート」へのご記入をお願いいたします。
＊テンプレートの関係上、競合他社の広告が記事内に掲載される場合がございます。あらかじめご了承下さい。

ITmedia Mobile、ITmedia PC USERの
専用誘導枠を活用（2W）
掲載ページへの誘導は一任いただきます

ITmedia Mobile、ITmedia PC USER
TOP／記事

貴社タイアップ記事
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記事広告の想定スケジュール・ご注意事項

お申込み
・

情報提供

構成案確定
・

機材ご送付
制作～校正 掲載開始 レポーティング

▼製品レビューの場合

掲載1ヶ月半前 掲載1ヶ月前～3営業日前 掲載終了1～2週間後

※取材無しが前提のタイアップとなります。「ファクトチェック」では事実と異なる内容以外の大幅な構成の修正等については承れませんので、予めご了承ください。

想定スケジュール 掲載までのスケジュールはお申込み後別途ご案内いたします。詳細については各営業担当にお問い合わせください。

▼簡易タイアップ（フレッシュサマリ）

ｃ
お申込み

・
情報提供

ｃ原稿提出 ｃ ｃｃファクトチェック
（広告主様対応）

公開準備
⇒掲載開始 レポーティング

情報提供の3営業日後（掲載3営業日前） 掲載1営業日前～当日掲載2営業日前 掲載終了1～2週間後

ご注意事項

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。
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、担当営業までお問合わせ下さい。
お申し込み後、広告主様の都合で合意いただいた内容から大きく変更を行う場合、以下の追加費用が発生する場合がございますのでご了承ください。

―初校の出し直し：¥300,000、念校以降の修正：¥100,000
タイアップ記事に利用する写真の撮り直しにつきましては別途￥50,000～を頂戴いたします ※価格は全て税別・グロス

※撮影日は毎週木曜日です。前日の午前中着にてご手配ください。広告主様都合で再撮影が発生した場合には追加費用をいただく場合がございます。またスケジュールも後ろ倒しさせていただきます。
※「制作～校正」の期間中には初校・再校・念校が含まれます。念校では“再校時にご依頼いただいた修正内容が反映されているかどうか”の最終確認を行っていただきます。

お申込み
・

取材調整
取材 制作～校正 掲載開始 レポーティング

掲載1ヶ月前 掲載1ヶ月前～3営業日前 掲載終了1～2週間後

※「制作～校正」の期間中には初校・再校・念校が含まれます。念校では“再校時にご依頼いただいた修正内容が反映されているかどうか”の最終確認を行っていただきます。

▼インタビューの場合

掲載1ヶ月半前
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純広告 - ゲートパック

①ゲート（ヘッダー）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

③レクタングル

ゲートパックは、該当ページの外枠を囲む 「ゲート」 と 「レクタングル」 「スーパーバナー」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。

ゲートとレクタングル、スーパーバナー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。

▼表示ルール

・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。

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

▼仕様

▼その他詳細

④スーパーバナー

媒体名 掲載面 枠数 露出頻度 掲載期間
想定
imp

料金

ITmedia Mobile TOP １ 約1/2回 1週間 33,000 ￥800,000

ITmedia PC USER TOP １ 約1/2回 1週間 26,000 ￥800,000
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純広告 - WelcomeScreen

媒体名 枠数 掲載期間 想定imp 料金

ITmedia Mobile 1 1週間 23,000 ¥750,000

ITmedia PC USER 1 1週間 29,000 ￥750,000

• 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

WelcomeScreenは、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するもので、
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。

▼掲載イメージ

※TOPページ以外、直接アクセスした場合は、表示されません。

Welcome Screen
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純広告 - ビルボード動画広告
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。

ビルボードは静止画での掲載も可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

媒体名 掲載面 料金 仕様

ITmedia TOP TOP

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

ITmedia NEWS 記事面

ITmedia エンタープライズ TOP/記事面

ITmedia ビジネスオンライン TOP/記事面

ITmedia Mobile TOP/記事面

ITmedia PC USER TOP/記事面

＠IT TOP/記事面(※)

MONOist TOP/記事面

EE Times Japan/EDN Japan TOP/記事面

スマートジャパン TOP/記事面

※ 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

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 flv、mp4 2GB以内
天地：400px以上

※16:9の素材
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

▼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）
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純広告 - インリード

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。

▼商品概要

媒体 掲載面 枠数 料金

ITmedia Mobile
記事面

（記事下）
1 View＠6.0円

ITmedia PC USER

インリードは静止画での掲載も可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

▼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

動画再生開始時 再生中～再生終了後

右上の×で広告Close、
右下の音声ボタンで音声ON/OFF。
それ以外Clickでリンク先遷移。
再生終了後は静止画表示

AD

▼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

-

▼入稿規定

▼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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リッチ広告 入稿のご注意
商品名 原稿仕様 ご注意点

Welcome Screen ファイル形式 gif/jpeg（※ループ、ALT不可） ・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

原稿サイズ 640×480 pix

容量 80KB 未満

アニメーション 10秒以内

同時掲載本数 3本

露出頻度 1UBに対して12時間に1回（1日最高2回まで）

入稿締切 10営業日前

ゲートパック ●ゲート原稿仕様 ・ゲートとスーパーバナー、レクタングルが同時に掲載されます
・ゲート部分のみの販売は行っておりません
・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145pixとなります
・入稿メールは原稿ごと（ゲート（ヘッダー・背景）・スーパーバナー・レクタングル）の3通に分けてご入稿ください
・レポートはゲート／スーパーバナー／レクタングル各部分の数値の個別集計となります

ヘッダー 背景

ファイル形式 gif/jpeg gif/jpeg

原稿サイズ 990×80 pix 1280×600 pix

容量 100KB 未満 200KB 未満

アニメーション 30秒以内 不可

入稿締切 10営業日前

その他 原稿差替：不可

ビルボード
(動画配信）

動画ファイル サムネイル
（静止画）

静止画ファイル
※仕様２のみ

・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

ファイル形式 mp4 gif/jpeg gif/jpeg

原稿サイズ 仕様１:
970x400pix 以内
仕様２：
444×250 pix

動画と縦横同サイズ 526×250 pix

容量 ２GB 以内 50KB 以内 50KB 以内

その他 30秒以内 ー サムネイルと別素材推奨

入稿締切 10営業日前

インリード 動画ファイル サムネイル（静止画） ・音声はデフォルトOFFとなります。
・動画領域の50％が表示エリアに入ったときにのみ動画が表示され、50％未満になったときには一時停止します。
・ご提供できる掲載数(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。
・料金には、別途消費税がかかります。
・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：Viewable Impression（再生開始）数、1/4再生数、2/4再生数、3/4再生数、再生完了数、クリック数

ファイル形式 mp4 jpeg、gif

原稿サイズ 640×360 pix ※16:9の縦横比 640×360 pix ※動画と同サイズ

容量 100MB以内 50KB以内

尺 30秒以内 ―

入稿締切 10営業日前
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純広告 - TOP、記事

パソコン/タブレットの全ユーザーに役立つWeb情報誌

Windows PCやMac、タブレット、PC周辺機器、自作用パーツからオフィスIT機器までを網羅し、新製品ニュースや徹底レビューを
お届けするPC総合情報メディア。

商品名 掲載面
掲載

期間

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 1カ月間 120,000 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg 728×90 150KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 120,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg 728×180 150KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 120,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg 300×300,300×250 150KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 120,000 想定 2 ¥750,000 - gif、jpg 300×600 150KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP 1週間 60,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ PR-Features TOP 1週間 51,000 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg

アイコン：80×60

タイトル：全角20文字以内

テキスト：全角130文字以内

60KB未満

⑦ セカンドレクタングル ALL 1週間 310,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 300×300,300×250 150KB未満

⑧ ローテーションスーパーバナー 記事ページ
任意

(1週間以上)
20万imp～ 保証 - - ¥0.8 gif、jpg 728×90 150KB未満

⑨
ローテーションWスーパーバ

ナー
記事ページ

任意

(1週間以上)
20万imp～ 保証 - - ¥1.2 gif、jpg 728×180 150KB未満

⑩ ローテーションレクタングル 記事ページ
任意

(1週間以上)
20万imp～ 保証 - - ¥1.2 gif、jpg 300×300,300×250 150KB未満

⑪
ローテーションWレクタング

ル
記事ページ

任意

(1週間以上)
20万imp～ 保証 - - ¥1.6 gif、jpg 300×600 150KB未満

⑫ 記事下レクタングル 記事ページ
任意

(1週間以上)
imp 保証 - - ¥0.8 gif、jpg 300×300,300×250 150KB未満

1週間 680,000 想定 ¥500,000

1カ月間 2,720,000 想定 ¥1,500,000

P.4 ゲートパック TOP 1週間 26,000 想定 1 ¥800,000 - 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

150KB未満

200KB未満

150KB未満

150KB未満

P.5 WelcomeScreen TOP 1週間 29,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg 640×480 150KB未満

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ
任意

(1週間以上)
view 保証 -

最低実施金額

\1,000,000
¥10.0

動画: mp4

静止画: gif, jpg

970x400 以内 ※16:9の素材推奨

動画と縦横同サイズの静止画

2GB以内

150KB以内

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ
任意

(1週間以上)
view 保証 - - ¥6.0

動画: mp4

静止画: gif, jpg

640x360 ※16:9の素材推奨

動画と縦横同サイズの静止画

2GB以内

150KB以内

想定IMP

テキスト 全角21文字以内×2行 -⑬ オススメPC情報テキスト
Mobile、PC USER 全

ページ
15 -

⑥

⑦

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

⑬

⑬

①

②

⑧

⑨

⑩

⑪

③

④

⑦

⑫

⑤
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純広告 - スマートフォンビュー

▼デバイス＆サービス メディアユニット

１

５

６

５

５

記事ページ掲載イメージトップページ掲載イメージ

１

４

２

３

５

５

商品名 掲載面 掲載期間
インプ
レッション

枠
数

料金 単価
ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

①
スマートフォン
レクタングル

TOP、記事
任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～）
- - 1.5 gif、jpg

300×300
300×250

150KB

②
スマートフォン
バナー

記事
任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～）
- - 1.0 gif、jpg 300×50 150KB

③
スマートフォン
Wバナー

記事
任意

(1週間以上～)
imp 保証

（10万imp～）
- - 1.5 gif、jpg 300×100 150KB

④
スマートフォン
テキスト

記事 1週間 38.9万 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑤
スマホリンク
※タイアップ専用枠

TOP、記事 1週間 41万 想定 5 ¥400,000 - gif、jpg＋テキスト

80×60（4KB、アニメ不可）
タイトルテキスト：全角15文字以内
本文テキスト：全角36文字以内（改行不可）

⑥
トップボックス
※タイアップ専用枠

TOP
毎週月曜～3日間
毎週木曜～4日間

1.4万 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg＋テキスト
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純広告 - メールマガジン

メールマガジン スペース（回数） 料金 枠 配信通数 配信日

ITmedia デジタルライフスタイル通信

ヘッダー（2回） ￥100,000 3

約15,000通
毎週

月水金

フッター（2回） ￥100,000 3

ITmedia デジタルライフスタイル通信は、ITmedia Mobile、ITmedia PC USERの各編集部がそれぞれのジャンルの最新ニュースや
トレンドをお届けするメールサービスです。配信は毎週月曜日から金曜日まで、週5日間にわたりおこなっています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・
ITmedia デジタルライフスタイル通信 Special

2016/mm/dd
・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第32回 ITmedia エグゼクティブセミナー
デジタル時代、もう避けて通れない経営課題としてのサイバーセキュリティ対策
～CSIRTの構築と運用の勘所とは？～
----------------------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「どうしたら、経営陣にセキュリティ予算を理解してもらえるのか？」
～ オリンパスの経営視点、リスクマネジメント視点のサイバーセキュリティ対策 ～
http://rd.itmedia.jp/13N1

----------------------------------------------------------------------------

テクノロジーのビジネスへの活用が欠かせない今、サイバーセキュリティの事件や事
故を、組織として、あるいは業界や社会として、その教訓を生かして早期解決、早期
警戒するなど、被害を最小限に抑えることが重要です。平時からの「備え」や、いざ
というときの迅速なインシデント対応が大切になってきます。そして、その指令塔と
して企業力を支え、対外的な窓口としての役割を担うのが、「CSIRT（コンピュータ
セキュリティインシデント対応チーム）」です。

ITmedia エグゼクティブフォーラムでは、ジャーナリストの三上洋氏、そしてオリン
パスの鈴木均監査室長をお招きし、もはや企業にとって不可欠となったCSIRTの構築
と運用について議論していきます。

▼詳しくはこちら
http://rd.itmedia.jp/13N0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特別講演：
オリンパスの経営視点、リスクマネジメント視点のサイバーセキュリティ対策とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2015年12月に経済産業省よりサイバーセキュリティ経営ガイドラインが公表されるな
ど、サイバーセキュリティは、企業の経営リスクに位置付けられ、全社規模で取り組
むべき課題となりました。従来は、その対策を現場が担ってきたことから、経営陣と
の円滑な連携体制をどのように構築すべきかとの悩みが聞かれます。
しかし、サイバーセキュリティ対策の重要な点は、経営陣がその認識を強く持ち、自
らが先頭に立って取り組むことにあります。危機管理、リスクマネジメントの視点か
ら、サイバーセキュリティ対策のヒントとなるお話ができればと思います。

講演者：鈴木 均 氏
オリンパス株式会社
内部統制企画担当部長
公認内部監査人（CIA）、公認不正検査士（CFE）

詳細・お申込はコチラ
http://rd.itmedia.jp/13N2

[提供：●●●●株式会社]

テクノロジーのビジネスへの活用が欠かせない今、サイバーセキュリティの事件や事
故を、組織として、あるいは業界や社会として、その教訓を生かして早期解決、早期
警戒するなど、被害を最小限に抑えることが重要です。平時からの「備え」や、いざ
というときの迅速なインシデント対応が大切になってきます。そして、その指令塔と
して企業力を支え、対外的な窓口としての役割を担うのが、「CSIRT（コンピュータ
セキュリティインシデント対応チーム）」です。

ITmedia エグゼクティブフォーラムでは、ジャーナリストの三上洋氏、そしてオリン
パスの鈴木均監査室長をお招きし、もはや企業にとって不可欠となったCSIRTの構築
と運用について議論していきます。

▼詳しくはこちら
http://rd.itmedia.jp/13N0

■ITmedia デジタルライフスタイル通信 [PR]-----------------------

・本メールは「 ITmedia デジタルライフスタイル通信 」のメールマガジンを
ご利用の方で、アイティメディア株式会社からのお知らせメールを受け取ることに
ご了承いただいている方にお送りしています。

・このアドレスは送信専用のため、このメールに返信されても回答できません。
あらかじめご了承ください。

・ユーザー情報や利用サービスの確認・変更、配信先の変更、メールの配信停止
等はアイティメディアIDのMyページより行ってください。

■Myページ
https://id.itmedia.jp/

■配信停止
https://id.itmedia.jp/service

■パスワード再設定（パスワードをお忘れの場合）
https://id.itmedia.jp/password_reset

■お問い合わせページ
http://id.itmedia.jp/help/inquiry.html

■ヘルプ／よくあるご質問
http://id.itmedia.jp/help/

=================================================
発行：アイティメディア株式会社 ITmedia Inc.
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル12階／13階
=================================================
Copyright(C) 2016 ITmedia Inc. All rights reserved.

＜ヘッダー（Wヘッダー）、ミドル（Wミドル）、フッター広告原稿規定＞
・本文： 全角38文字（半角76文字）以内×5・10・20行
・クリックカウントの取得：不可
・URL本数：5行広告につき3本まで
※広告の掲載位置はお申し込み順です。
※ミドル（Wミドル）広告のご掲載位置は配信される当日の記事の数量によって異なります。
※ヘッダー（Wヘッダー）、ミドル（Wミドル）、フッター広告につきましては、広告のレポートはございません。

＜Special版メールマガジン広告原稿規定＞
・Subject：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
・クリックカウントの取得：クリックカウント用のURLへ変換されて配信されます。
・URL本数：20本まで

＜共通補足事項＞
・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 回数 料金 枠 配信通数 配信日

ITmedia デジタルライフスタイル通信
Special版（1社独占）

1回 ￥200,000 1 約12,000通
毎週月～金

朝1回
※1日1枠

◆Special版

フッター1

フッター2

フッター3

ヘッダー1

ヘッダー2

ヘッダー3

◆通常版（HTMLメール）
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キャンセル規定

広告商品のお申込み後、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

ディスプレイ広告、メール広告、送客メニュー
お申込み～入稿締切期日まで：50％
入稿締切期日以降：100％

記事企画 Special（タイアップ記事広告）
お申込み～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％

ITmedia リサーチ お申込み～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％

カスタム記事パンフレット、抜き刷り
お申込み～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％
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アイティメディア株式会社
営業本部
第一営業統括部／第二営業統括部／第三営業統括部

・E-Mail : sales@ml.itmedia.co.jp

・Tel : 03-6893-2191
・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://www.itmedia.co.jp/

※本資料内の料金は全て税別・グロス表記です。

※各チャンネル、及び、広告商品の詳細に関しましては別紙資料をご覧下さい。

※ページデザインは変更になる場合がございます。


