
読者調査連動シリーズ企画
「モノづくり設計者のワークスタイル調査」
～モノづくりのニューノーマルを探る～

お申込締切

プラチナ／ゴールドプラン： 2020年12月4日（金）

シルバープラン： 2020年12月18日（金）

アンケート実施予定：2020年12月中旬～2021年1月中旬

キャンペーン期間予定：2021年1月下旬～2021年3月下旬



Copyright © 2020 ITmedia Inc.1

本特集について

読者調査連動シリーズ企画 ～ 製造業の現場で起きている課題と、その解決策

本企画は、TechFactory編集部がテーマを変えて実施する読者調査と連動した広告特集です。協賛企業様には、特集ページへのコンテンツ掲載、並
びに調査レポートからの誘導など｢課題に応える製品・サービス｣としての認知向上と、リード獲得を実現することができます。

企画の流れ

編集部が調査設計・アンケート実施

編集部主体の調査で、いま読者が抱えている課題を明らかに

最近のトレンドをもとに編集部がアンケート内容を設計。TechFactory会員に対して告知を行い、回答を収集します。

読者の声をもとにしたコンテンツ

アンケート結果をレポート化、レポートでリードジェンサービスを実施

調査結果を編集部がレポート化。編集メルマガで誘導し、リードジェンサービスを実施。

関心の高い読者にリーチ

TechFactoryで特集ページを展開

特集インデックスや、対象となるターゲット層へのメール誘導などで、テーマに関心の高い読者を集めます。

課題の解決策を貴社がコンテンツで訴求

“課題に応える製品・サービス”として認知向上＆リード獲得

通常の誘導に加え、本企画限定の導線から訪れる読者に対して、貴社ならではの解決策を提示することで、認知向上と同時に見込み客のリード獲得を行います。

アンケート

レポート化

特集ページ
展開

リード獲得



Copyright © 2020 ITmedia Inc.2

本企画のポイント

お得なプラン

最大90万円OFFのプランをご用意。
本企画限定の特別価格でご提供いたします。

コンテンツなしでもリード獲得可能

アンケート結果をレポート化。そのレポートでリードジェンサービスを実施。
製造業向けのコンテンツなしでも興味・関心の高いリード取得が可能です。

調査レポートからの誘導

編集メルマガによる特集告知・調査レポートへの誘導を実施。
編集部作成の調査レポートからの貴社コンテンツ誘導も実施いたします。

¥
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テーマ「モノづくり設計者のワークスタイル」

「モノづくり設計者のワークスタイル」に関する読者調査

新型コロナウィルス感染症（以下、新型コロナ）の感染拡大対策として、リモートワークなど
の新たなワークスタイルの導入が広がっている昨今。製造業においても足元の感染拡大防止とい
う観点だけでなく、Withコロナ／アフターコロナ時代を見据え、中長期的な視点で新たな働き方
を模索する動きが出ています。

本調査では製造業に従事する設計者を対象に、こうしたコロナ禍におけるワークスタイルや設
計環境の変化について調査を実施。リモートワークの実施状況などに加え、こうした新たな働き
方を実施する上での業務上の課題についてヒヤリングを行います。

同時にリモートーワークを行う中で感じた設計ツールに関する課題や、クラウドの利用状況な
ど、設計環境についての現状と課題についても調査を実施。コロナ禍におけるモノづくり設計者
のリアルな現状を浮き彫りにします。
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アンケート項目（案）

■現在、リモートワーク／テレワークを実施していますか？
（頻度は問いません）

・実施している
・実施していない

■関わっている設計業務について教えてください（複数回答可）

・機械・機構設計
・筐体設計
・治具設計
・熱設計
・意匠設計（外装デザインなど）
・板金設計
・金型設計
・その他（自由回答）

■今後、リモートワーク／テレワークを実施・継続する場合、
必要だと感じるものを教えてください（複数回答可）

・高性能なPC／ワークステーション環境
・柔軟に使用できるCADライセンス
・高解像度・大型のディスプレイ
・仮想デスクトップ（VDI）やリモートデスクトップ（RDP）環境
・クラウドプラットフォーム
・クラウドストレージ
・クラウド／SaaS型の設計環境
・コラボレーション／コミュニケーションツール
・高速なネットワーク環境
・3Dプリンタなどの試作環境
・AR／VR／MRを活用したレビュー環境
・特になし
・その他（自由回答）

■リモートワーク／テレワークを実施していない理由は
なぜですか（複数回答可）。

・そもそもリモートワーク／テレワークが会社から許可されてい
ないため

・必要な設計環境（ハードウェア／ソフトウェア）が整っていな
いため

・設計データの共有が難しいため
・デザインレビューなどの実施が難しいため
・ちょっとした試作や加工を行いたいため
・メンバー間や部署間のコミュニケーションが取れないため
・リモートだと若手人材の育成ができないため
・試作品や製品など実物がないと業務にならないため
・以前実施していたが、会社から出社（リモートワーク解除）の

要請が入ったため
・以前実施していたが、必要がないと個人で判断したため
・自宅環境などでは設計業務に集中できないため
・その他（自由回答）
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本特集の流れ

特集ページ展開
－編集メルマガで特集告知
－バナー広告による特集告知

編集部が作成した調査レポート、並びに貴社コンテンツを特集インデックスペー
ジに掲載します。編集メルマガでの特集告知、TechFactory上でバナー広告を掲
載することで製造業読者に広く特集を告知いたします。

「調査レポート」もしくは貴社コンテンツを用いて、テーマに則した読者を対象
としたリードジェネレーションを実施します。

特集ページ イメージ

貴社コンテンツ イメージ

活発に情報収集する読者
へのメール配信

リード獲得
－調査レポートによるリード収集
－貴社コンテンツによるリード収集

調査レポート イメージ

PDF版調査レポート

貴社コンテンツ紹介

テーマに関連する編集記事

バナー広告
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特集ページにロゴ掲載
調査レポート閲覧ページに

ロゴ掲載＆コンテンツ誘導枠

特集ページ イメージ 調査レポート イメージ 貴社コンテンツ イメージ

テーマに関心の
高い会員を誘導

①プラチナ／ゴールドプラン限定特典
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②プラチナ／ゴールドプラン限定特典（タイアップ記事に限ります）

MONOistトップページ／記事ページから、

MONOist読者を貴社タイアップ記事へ直接誘導

貴社コンテンツ イメージMONOist TOPページ

MONOist 記事ページ

誘導枠

誘導枠
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調査レポートでのリード獲得について

調査レポートを閲覧したテーマに関心の高い会員のリードを獲得

調査レポートを閲覧する＝何かしらの課題意識を持って情報収集を行っていると考えられます。特定のプランにご協賛いただくと、PDF版の調査レ
ポートを閲覧した、テーマに関心の高い会員のリード情報をご提供します。

PDF版調査レポート ダウンロードページ

PDF版調査レポート

アンケートに回答し、個人情報の提供に同意した会員は、調査レポート
をPDFでダウンロードすることができます。

ダウンロードした会員のリード情報

レポートを閲覧した会員のリード情報をご提供いたし
ます。なお、複数社様に協賛いただいた場合は、同じ
リード情報を全社でシェアする形となります。また、
リード情報の納品は、企画終了後となります。

ダウンロード前アンケート

調査レポートをダウンロードする前
に、アンケートに答えていただき、
リードの付加情報としてご提供させ
ていただきます。

設問例
・調査資料の閲覧目的
・製品導入に関わる立場
・現在抱えている課題

パーミッションの取得

ダウンロード時に、個人情報提供の
パーミッション取得を行います。

設問は当社にて設定させていただきま
す。集合型広告企画のため、個別のご
要望には対応いたしかねますので、あ
らかじめご了承下さい。

パーミッション文は複数社様の連名に
なります。集合型広告企画のため、個
別のカスタマイズには対応いたしかね
ますので、あらかじめご了承下さい。
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スポンサープラン

ご提供内容 プラチナ ゴールド シルバー 備考

①貴社コンテンツ
リード獲得保証件数

150件 80件 － 属性はセグメントなしになります。
セグメント指定など、プランのカスタマイズは担
当営業までご相談ください。

タイアップ 1本 1本 －

ホワイトペーパー
※お手持ちのコンテンツの

ご用意お願いします
1本 － －

ホワイトペーパーをお持ちでない場合、別途費用が発生
しますが制作プランがありますので、担当営業までご相
談ください。

②調査レポートでの
リード獲得想定件数

60～100件 60～100件 60～100件 属性はセグメントなしになります。
プランのカスタマイズは対応致しかねます。

③企画特典

特集ページから
貴社コンテンツへの誘導

◯ ◯ －

編集メルマガでの特集告知 ◯ ◯ ◯

提供リード数合計（①+②） 210~250件 140~180件 60~100件

スポンサー料金
¥1,900,000
（90万円OFF）

¥1,500,000
（60万円OFF）

¥300,000
（20万円OFF）

（税別、グロス）

※ 協賛企業の状況により実施しない可能性があります
※ 企画開始後のご協賛も可能ですが、開始時期によってご提供できない

メニューがある可能性もございます。

■お申込み締切
プラチナ／ゴールドプラン：2020年12月4日（金）

シルバープラン：2020年12月18日（金）
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スケジュール

12月 1月 2月 3月

タイアップ記事制作
プラチナ／ゴールドプラン

読者調査
プラチナ／ゴールド／

シルバープラン

読者調査実施
12月中旬～1月中旬

制作
取材

※12月23日締切*1

キャンペーン期間（1月下旬～）
※リード件数達成次第終了（最大2カ月間を予定しています）

*1  お申し込み締切間近でのご協賛の場合、取材候補日は事前にご連絡お願い致します。12月23日までに取材を行えない場合、1月下旬の掲載に間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。
※ 読者調査の回答状況により、キャンペーン日程が変更になる可能性がございますので、ご了承ください。

レポート
制作

12月4日
お申し込み締切

12月18日
シルバープラン
お申し込み締切

キャンペーン期間（1月下旬～3月下旬）
※掲載2カ月間

3月下旬
調査レポートで獲得

したリードの納品
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参考：製品レポート コンテンツサンプル

貴社製品ご担当者様インタビュー

編集部によるインタビューや外部アナリストによる解説を交えたコンテンツを制作することで、
本企画との連動感を高めることができます。企画／制作は編集部にお任せ下さい。

参考）オートデスク株式会社様参考）日本アイ・ビー・エム株式会社様
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参考：読者調査連動シリーズ企画 2020年度テーマ予定

※ テーマ、スケジュールは現時点での予定となり、変更になる場合もございます。
※ 各テーマごとに企画書をご用意しております。詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。

実施月 テーマ

2020年度

4月 安全安心なIoT機器実現の課題

6月 設計製造の品質管理

8月 つながる工場（製造IoT）

9月 電気設計者の課題

2月 モノづくり設計者のワークスタイル



お問い合わせ

アイティメディア株式会社
営業本部

TEL：03-6893-2247／2248
Mail：sales@ml.itmedia.co.jp

会員プロフィールや特集予定、お問い合せはこちら
http://corp.itmedia.co.jp/ad/

http://corp.itmedia.co.jp/ad/

