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アイティメディア株式会社
営業本部

2020/08/22更新

展示会連動特集企画

「ジャパンドローン2020」
特集期間：2020/8/30～2020/10/30
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展示会特集について

アイティメディアの産業向けメディアでは、最新テクノロジーが集約される展示会を契機に読者へ
効率良い情報収集をしてもらえるよう、また展示会をもりあげられるよう、展示会特集サイトを開設・運営します。
専門メディアからの導線を用意することにより、貴社のブランディング効果をより高められます。

編集記事

事前情報
会場レポート
講演記事など

407,460 PV

193,928 UB
※2020年6月実績

特集ページ
※公開中

バナー・メール
など誘導

展示会関連
記事を集約

https://built.itmedia.co.jp/bt/subtop/features/japan-drone/
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※ ロゴは企業ロゴまたは製品ロゴ1点が掲載可能です。 掲載ロゴは特集ページと記事ページ、同一ロゴとなります。

特集ページに
ロゴを掲載

特集ページに直接
製品情報を掲載可能

特集ページ
※イメージ※

特集に関連する記事ページ
※イメージ※

関連記事にもロゴを掲載

展示会特集・ご協賛特典

展示会特集ならび関連する記事ページにもロゴを無償掲載いたします
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9月 10月 11月 価格帯

特集期間

タイアップ記事
当日の展示内容を会期中で終わらせずにオンラインで再活用、地方や来場できな
かった方にも訴求可能。

80万円～

パンフレット制作
制作したコンテンツを二次利用！営業活動にも。
貴社カタログに添えて訴求力アップ。
※タイアップ記事とセットの場合のみ実施可能

37.5万円～
（参考価格）

動画撮影・制作
映像でより分かりやすく！通常数日間で片づけてしまう展示の様子を動画でオン
ライン上に残すことができます。

50万円
(撮影あり)

製品情報
展示会特集ページで直接、製品やソリューションを紹介できます。

25万円

特集期間／おすすめメニュー／スケジュール例

展
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展示会特集期間
8/30～10/30

※税別・グロス

期間終了後も特集URLは残ります

記事掲載取材・制作

期間終了後も
記事URLは残ります

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
例

制作 納品
配布

撮影・
制作 納品

特集ペー
ジに掲載
も可能

製品情報掲載入稿
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展示会レポートタイアップ記事

製品・注力テーマ・ブランドの理解促進する情報を、
編集記事風に仕上げた記事体広告です。

■制作日数：約20営業日

■掲載期間：誘導1カ月間

※掲載期間とは誘導を保証する期間を指します。

掲載期間終了後も記事(URL)は残り続けます。

■コンテンツ：

タイアップ記事1本(html)制作、コンテンツ掲載費含。

右カラムや記事下では、掲載したいリンクを自由に設定できます。

■誘導：

BUILT内 右カラムより1カ月間誘導いたします。

自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

■価格 スタンダードプラン(4,000文字程度) 100万円

Liteプラン(2,000文字程度)                80万円

【会期後タイアップ】
・当日の展示内容を会期中で終わらせずにオンラインで再活用
・地方や来場できなかった方にも訴求可能

●ご活用方法

※税別・グロス
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パンフレット制作

イベントの
配布物に

受付のカタログ
スタンドに

御提供内容

記事をパンフレット化して営業ツールに
Webに掲載した内容を抜刷りパンフレット化して納品いたします。
オンラインのみならず、あらゆる顧客接点の場でご活用いただくことに
より効果をより一層増大させることが可能となります。営業資料としてご活
用いただけます。

※タイアップ記事とセットの場合のみ実施可能です

❙ ご提供コンテンツ 抜刷パンフレット制作・印刷
4C2P、A4正寸
※部数、仕様、レイアウト変更等ご希望の際はお問い合わせください

❙ 事前取材 あり

❙ 文字数/図版 元記事の仕様による

❙ 参考価格 4C2P/4A正寸/1000部印刷納品：375,000円
※内容により価格が前後する場合がございます
※PDF（Web掲載用解像度）納品も承ります

販促ツールに

おすすめの活用方法

※税別・グロス
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■掲載期間
特集期間のうち原稿のご用意が完了した4営業日後～特集期間終了まで

■掲載内容(※)
・タイトル 全角50文字以内(2行)
・製品画像 210x140、30KB未満
・紹介文 全角160文字以内
・リンク URL1本
・枠数 4枠まで

※原稿はご用意願います。※仕様は変更となる場合がございます。事前にお問い合わせください。
※表示回数、およびクリック数のご報告はございませんのでご了承ねがいます。

●ご提供内容

製品情報掲載

※税別・グロス

「Raspberry Pi 2」をイジリ倒す（基礎
編1）、まずはOSを入れるのだ

これまでのシリーズでは、
「Raspverry Pi Model A」「同
Model A＋」「同Model B」「同
Model B＋」など、2系統4種類の
デバイスが提供されており、それ
ぞれに進化をしてきたのだ。

特集ページでダイレクトに製品・ソリューションを告知

■価格 25万円

展示会特集ページで直接、製品やソリューションの紹介ができます。
タイアップ記事広告よりも手軽で、バナー広告よりも対象を絞り込んだ訴求が可能です。

※イメージ※

タイトル

製品
画像

紹介文

リンク
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動画撮影・制作

展示会当日の模様を撮影・動画コンテンツとして活用

掲載撮影・制作

■ご提供コンテンツ 動画データ
■事前取材 なし
■制作 約15営業日～
■仕様 動画15分程度
■掲載方法

①ページ内に動画を埋め込む(貴社YouTubeアカウントに掲載)
②画像を掲載し、外部の動画掲載ページにリンクさせる

※撮影クルーの都合が合わないと撮影に伺えない可能性がございます。ご興味をお持ちいただけましたらお早めにお問い合わせください。

●ご提供内容

撮影専門スタッフがブースへお伺いし、展示の模様を撮影致します。製品の概要や特長、費用、
実際の動きを担当説明員が解説する様子を映し、実際にブース来訪者となされるようなやりと
りをカメラで撮影することで、臨場感のあるイベント動画に仕上げます。

特集ページ
※イメージ※

※税別・グロス

■価格 動画撮影・特集ページ掲載 50万円
既にお持ちの動画を掲載 25万円

※①埋め込み、②外部ページへのリンク どちらも同価格
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BUILT × TechFactory Special（タイアップ記事企画&リード獲得）

企業様のご要望に合わせて記事体広告(PRコンテンツ)を制作。リードジェネレーションプラットフォーム「TechFactory」に掲載
し、専門メディアからの誘導も併用してリード獲得を行います。専門性の高い読者を多く有するメディアからの誘導を取り入れる
ことで、質の高いリード獲得をスムーズに行います。

TechFactory
特別誘導枠

特設誘導枠 → 「続きを読む」 →     記事閲覧（リード獲得）

■備考
・本メニューはTechFactoryでのリード獲得プランとなります。
・TechFactoryへ掲載したタイアップ記事に、PV、UBなど事後レポートは含みません。
・リード獲得の期間は最長2カ月を目安とさせて頂きます。
・リード件数保証でのお申し込みを頂いた際、獲得が完了次第、メディアからの誘導は

停止しますが、最低1週間は掲載を保証いたします。
・価格は税別／グロスです。

￥1,200,000～
―TechFactory「編集タイアップ」制作、リード40件（ノンセグメント）込
―リード属性や件数の変更も可能です。詳細はお問い合わせください



©2020 ITmedia Inc 10

お申込みに関する諸注意
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お申込みに関するご連絡（制作に関わるもの）

・記事制作には約20営業日いただいております。
・予め制作スケジュールを提出いたしますので、そちらに則ってお戻しいただけますようお願いいたします。

取材 ≫ 初校提出(Word) ≫ 初校戻し ≫ 念校提出(html) ≫ 念校戻し ≫ 最終確認・校了 ≫ 掲載開始
お戻しのお約束の日時より著しく遅延した場合は掲載日が遅れる可能性がございます。

・取材前に「事前ヒアリングシート」という記入用紙(データ)にご協力いただいております。当日の取材をスムーズに進めるため、
貴社と編集・ライターと方向性の齟齬が無いようにするためのものですので、恐れ入りますがご協力をお願いいたします。

・取材から初校提出で中5～7営業日程頂戴します(文字数等により異なります)。Word原稿は必ず校正履歴をオンのままで記載いた
だいた上でお戻しください。

・タイアップ記事のURLを貴社サイトやメールマガジンでご利用いただくことが出来ます。ご自由にご利用ください。
・また、二次利用が可能です。ご利用いただく場合は、下記を参考にひとこと添えていただけますようお願いいたします。

※この冊子は【メディア名】（メディアURL）に【西暦】年【実施月】月に掲載されたコンテンツを再構成したものです。
【タイアップ記事URL】

・取材日程の確定後の実施キャンセルはご遠慮いただけますようお願いいたします。

タイアップ記事

・動画撮影は、外部制作会社の協力のもと実施いたします。
・予め制作スケジュールを提出いたしますので、そちらに則ってお戻しいただけますようお願いいたします。

撮影 ≫ 初校提出 ≫ 初校戻し ≫ 第２校提出 ≫ 第２校戻し ≫ 最終確認・校了 ≫ 掲載
・撮影から初校提出で中5～7営業日程度頂戴します(コンテンツタイプにより異なります)。
・一度のお戻しで中2～3営業日程度が追加で発生してしまいます。なるべく初校の段階で修正事項をお出しいただけますよう

ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・動画は二次利用が可能ですが、プランによって納品形態が異なります。二次利用を前提のお申込みの場合は、予め

納品方法の確認をお願いいたします。
・撮影日程の確定後の実施キャンセルはご遠慮いただけますようお願いいたします。
・埋め込み(YouTube)の場合、ページを遷移せず動画を閲覧可能ですが、仕様上クリック計測はできかねます。

貴社アカウントで閲覧数を各自ご確認ください。
・YouTube以外のサービスでは、埋め込みが難しい場合ございます。

動画撮影・制作
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ロゴマーク規定

縦100ピクセル

横200ピクセル

企業／製品ロゴ
ファイル容量：20KB未満
ファイル形式：jpg もしくは GIF

お申込みに関するご連絡

展示会特集は期間中にご協賛いただきますと「企業ロゴ」または「製品ロゴ」を1点、掲載いただけます。

他の企業／製品ロゴとのバランスを見て適宜加工させていただく場合がございます。
各社ロゴ規定に則った範囲でとなりますが予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
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BIM／CAD
スマート化・

リノベ

CIM・GIS

施工・現場管
理

BAS・FM

建設業関連の最新かつ専門性の高い技術情報を
「建築」4カテゴリ・「土木」3カテゴリから発信

建築・建設業界をIT／IoTで革新するWebメディア

「建築・建設業界」と「IT／IoT」に関わる製品動向や業界動向、導入事例の記事を掲載し、

建築物の設計や各種設備の管理に関わる技術者にとって、課題解決および情報収集源となる

ようなWebメディアとして運営してまいります。

❙ 媒体名 BUILT

❙ URL https://built.itmedia.co.jp/

❙ PV 407,460 PV／月 193,928 UB／月 ※2020年6月実績値

❙ メルマガ配信数 約12,747通 ※2020年6月現在

メディア概要

維持検査・点検
スマート

コンストラクション

建築

土木
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ご検討のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせは、下記まで宜しくお願いいたします。

アイティメディア株式会社 営業本部
(TEL) 03-6893-2247

(Mail)   sales@ml.itmedia.co.jp


