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特殊広告・リッチアド
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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。

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 ：5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 ：150KB未満
・アニメーション ：30秒以内
・ファイル形式 ： gif、jpg、png

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、jpg、png

※ ITmediaエグゼクティブ、ITmediaマーケティング、スマートジャパンで
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。

※ ITmedia NEWS TOPゲートパックはスーパーバナーの掲載はありません

※ その他、仕様のカスタマイズのご要望等がございましたら、ご相談下さい

▼仕様 ▼その他詳細

▼掲載イメージ

①ゲート（ヘッダー）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

②
ゲ
ー
ト
（
背
景
）

③スーパーバナー

④レクタングル

メディア 掲載面 枠数 露出頻度 掲載期間 想定IMP 料金

ITmedia TOP / ALL TOP 3 約1/3回 1週間 130,000 2,500,000

ITmedia NEWS TOP 2 約1/2回 1週間 32,000 1,350,000

ITmedia エンタープライズ TOP 2 約1/2回 1週間 6,700 260,000

ITmedia エグゼクティブ ALL 2 約1/2回 1週間 11,000 550,000

ITmedia ビジネスオンライン TOP 1 固定 1週間 40,000 1,000,000

ITmedia マーケティング ALL 2 約1/2回 1週間 13,000 1,800,000

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

＠IT TOP 2 約1/2回 1週間 22,000 440,000

ＭONOist TOP 1 固定 1週間 26,000 1,000,000

EE Times Japan TOP 1 約1/2回 1週間 20,000 800,000

EDN Japan TOP 1 約1/2回 1週間 4,600 400,000

スマートジャパン ALL 1 約1/5回 1週間 18,000 1,000,000
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Welcome Screen

• 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 ：150KB以内
• ファイル形式 ：gif、jpg、png（※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 ：5営業日前

WelcomeScreenは、各チャンネル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。

Welcome Screen

▼掲載イメージ

メディア 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠数 料金

ITmedia  NEWS TOP 1週間 20,000 想定 2 600,000

ITmedia ビジネスオンライン TOP 1週間 13,000 想定 2 450,000

ITmedia  エグゼクティブ TOP 1カ月間 6,200 想定 1 200,000

ITmedia  Mobile TOP 1週間 23,000 想定 1 750,000

ITmedia  PC USER TOP 1週間 29,000 想定 1 750,000

エンタープライズIT
 (ITmedia エンタープライズ・＠IT パック）

各TOP 1週間 31,000 想定 1 620,000

MONOist ALL
任意

(1週間以上)
imp 保証 - 15

EE Times Japan ALL
任意

(1週間以上)
imp 保証 - 15

EDN Japan ALL
任意

(1週間以上)
imp 保証 - 15

スマートジャパン ALL
任意

(1週間以上)
imp 保証 - 15
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各メディアのグローバルナビゲーション直下で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でき、ブランディングに最適です。

ビルボード動画広告

媒体 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

▼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 mp4 2GB以内
仕様①：970 x 400 px 以内

※16:9の素材推奨
仕様②：444 x 250 px

30秒以内

10営業日前サムネイル（静止画） gif、jpg、png 150KB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 gif、jpg、png 150KB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）

▼商品概要
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媒体 掲載面 枠数 料金

ITmedia NEWS

記事面
（記事下） 1 View＠6.0円

ITmedia ビジネスオンライン

ITmedia エンタープライズ

ITmedia Mobile

ITmedia PC USER

＠IT ※

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。

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） gif、jpg、
png 150KB以内 640 × 360px

※動画サイズと同サイズ -

※ 旧デザインの記事ページには掲載されません。

▼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

インリード動画広告

▼掲載イメージ ▼商品概要

▼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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スマートフォン広告
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スマートフォンビュー（1）
▼ ニュース メディアユニット

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

１１

２

３

▼デバイス&サービスメディアユニット

▼ ビジネス メディアユニット

▼ エンタープライズIT メディアユニット

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

② スマートフォンバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥2.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満

③ スマートフォンWバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥3.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1週間 1,050,000 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 -

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

② スマートフォンバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥1.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満

③ スマートフォンWバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥1.5 gif、jpg、png 300×100 20KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1週間 440,000 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1週間 1,200,000 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 -

imp　保証
(10万imp～）

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 1カ月間 330,000 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

② スマートフォンバナー 記事ページ 1カ月間 320,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×50 10KB未満

③ スマートフォンWバナー 記事ページ 1カ月間 320,000 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×100 20KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1カ月間 330,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -



10 10

スマートフォンビュー（2）
▼ エンジニアリング メディアユニット

▼ スマートジャパン メディアユニット

▼ ターゲティング メディアユニット

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

１１

２

３

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

② スマートフォンバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥3.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満

③ スマートフォンWバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥4.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1カ月間 970,000 想定 2 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 -

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

② スマートフォンバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥3.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満

③ スマートフォンWバナー 記事ページ 任意
(1週間以上)

- - ¥4.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1カ月間 170,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記事ページ 1カ月間 330,000 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

② スマートフォンバナー 記事ページ 1カ月間 320,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×50 10KB未満

③ スマートフォンWバナー 記事ページ 1カ月間 320,000 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×100 20KB未満

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 1カ月間 330,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -
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PC広告メニュー
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約 186 万 約 36 万

月間PV 月間UBアイティメディアの多様なコンテンツを網羅するIT総合情報ポータル

各メディアの最新ニュースはもちろんのこと、話題のキーワードでアイティメディア内の
関連記事をピックアップした「トピックス」なども掲載。最新のITトレンドをいち早く把握できます。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

１

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

２

３

ITmedia TOP

８

６

７
５

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

1週間 120,000 想定 ¥500,000

1カ月間 480,000 想定 ¥1,600,000

1週間 120,000 想定 ¥800,000

1カ月間 480,000 想定 ¥2,600,000

1週間 120,000 想定 ¥750,000

1カ月間 480,000 想定 ¥2,500,000

1週間 350,000 想定 ¥500,000

1カ月間 1,400,000 想定 ¥1,300,000

⑥ テキスト TOP 1週間 350,000 想定 3 ¥450,000 - テキスト 全角38文字以内 -

⑦ ブランドテキスト TOP 1週間 350,000 想定 5 ¥400,000 テキスト 全角45文字以内 -

P.6 ビルボード（動画広告） TOP 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.4 ゲートパック TOP 1週間 130,000 想定 3 ¥2,500,000 - gif、jpg、png

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

- gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満⑤ セカンドレクタングル TOP 1

② Wスーパーバナー TOP gif、jpg、png 728×180 150KB未満

① スーパーバナー TOP

3 -

gif、jpg、png 728×90 150KB未満

③ レクタングル TOP 3 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満
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https://www.itmedia.co.jp/news/

約2203万 約830万

月間PV 月間UB国内外のITとビジネスの最新情報を圧倒的なボリュームでスピーディーに提供する総合ニュースサイト

ITをビジネスにつなげたい、ITでビジネスを変革したいビジネスパーソン向けに、最新技術やIT各社の製品・ソリューション情報、業界動向や
Web・ソーシャルメディアのビジネスモデルまで、IT・テクノロジーに関連する多彩なニュースを提供しています。「ITの今」を素早く伝える
ITニュースサイトです。

③

④

⑦

ITmedia NEWS

⑨

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

①

⑤
⑥

⑩

⑩⑩

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

① レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 220,000 想定 2 ¥700,000 - gif、jpg、png 150KB未満

③ テキスト ALL 1週間 950,000 想定 2 ¥250,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑩ ランキングPRテキスト ALL 1週間 300,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 -

④ PR-Features TOP、SubTOP 2週間 180,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg、png
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(流込み)

60KB未満

⑤ 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)

imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

⑥ 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)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

⑦ 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)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

⑨ 記事下レクタングル 記事ページ 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 32,000 想定 2 ¥1,350,000 - gif、jpg、png

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 20,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満

P.6 ビルボード（動画広告） 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､
png

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､
png

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

300×300,300×250,300×600
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https://www.itmedia.co.jp/business/

約2505万 約721万

月間PV 月間UB「IT×事業成長」をテーマに、アクションリーダーの「知りたい！」へ応えるビジネスメディア

ビジネスを推進する行動力のあるリーダー「アクションリーダー」に向けて、企業戦略に特化したコンテンツを提供します。企業への取材を通
して、その企業がどのように事業を進めようとしているのか、その戦略を探っていきます。

ITmedia ビジネスオンライン

１

2

10

6
7

8

4

5

10

1

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

① ビルボード（静止画広告） ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB以内

② レクタングル TOP 1カ月間 175,000 想定 1 ¥350,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

④ 記事下レクタングル 記事ページ 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

⑤ テキスト 記事ページ 1週間 1,050,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 -

⑥ ローテーションスーパーバナー SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

⑦ ローテーションWスーパーバナー SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

⑧ ローテーションレクタングル SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

⑩ ランキングPRテキスト ALL 1週間 322,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 -

P.4 ゲートパック TOP 1週間 40,000 想定 1 ¥1,000,000 - gif、jpg、png

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 13,000 想定 2 ¥450,000 - gif、jpg、png 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､
png

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､
png

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

約239万 約153万

月間PV 月間UB

ITmedia エンタープライズ

①
②

③

⑦

⑧

⑩

⑥

⑤

ITの力を成果につなげる 企業のデジタル変革を支援する実践情報メディア

「DX × ビジネス」「DX × 組織」「セキュリティ」を注力テーマとして、ビジネス変革に求められる企業IT基盤の構築、最新技術動向、テクノ
ロジードリブンを実現している企業の事例など「デジタルトランスフォーメーション時代のワークロード」を実現するための最新情報を提供す
るメディアです。

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 59,000 想定 ¥230,000 - gif、jpg、png 150KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 59,000 想定 ¥350,000 - gif、jpg、png 150KB未満

⑤ テキスト ALL 2週間 730,000 想定 2 ¥320,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ 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)

imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

⑦ 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)

imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

⑧ 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)

imp 保証 - - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

⑨ 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)

imp 保証 - - ¥4.5 gif、jpg、png 300×600 150KB未満

⑩ 記事下レクタングル 記事ページ 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 6,700 想定 2 ¥260,000 - gif、jpg、png

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 7,700 想定 1 ¥190,000 - gif、jpg、png 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､
png

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.6 ビルボード（静止画広告） TOP、記事ページ
任意

(1週間以上) imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 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､
png

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

300×300,300×250,300×6002
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③

約7,400名

会員数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

「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、オンラインで
の情報提供、メール配信などの従来型の形態に加え、 会員数セミナーや勉強会などリアルなコミュニティ活動の場も提供しています。

⑤

③

④

②
①

⑥

ITmedia エグゼクティブ

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
⑤

https://mag.executive.itmedia.co.jp

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 ALL 1カ月間 55,000 想定 2 ¥330,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満

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

③ レクタングル ALL 1カ月間 54,000 想定 2 ¥430,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

⑤ テキスト ALL 1カ月間 100,000 想定 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 93,000 想定 1 ¥270,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック ALL 1週間 11,000 想定 2 ¥550,000 - gif、jpg、png

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カ月間 6,200 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満
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https://marketing.itmedia.co.jp/

戦略立案から実装まで。マーケティングに関する情報を網羅

“テクノロジーがマーケティングを進化させる”をコンセプトに、5つのカテゴリに分類した専門記事、マーケティング専門ブログ、リサーチ
データベースなど、さまざまな切り口のコンテンツを配信。企業のマーケティング・リーダーの日々の業務を支援しています。

② ②

① ①

③ ③

ITmedia マーケティング

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

④

約36万 約18万

月間PV 月間UB

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 ALL 1カ月間 150,000 想定 ¥500,000 - gif、jpg、png 728×90 30KB未満

② レクタングル ALL 1カ月間 200,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 50KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 290,000 想定 2 ¥300,000 - テキスト 全角28文字以内 -

④ 記事下レクタングル ALL 1カ月間 150,000 想定 1 ¥700,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 50KB未満

P.4 ゲートパック ALL 1週間 0 想定 2 ¥1,800,000 - gif、jpg、png

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

100KB未満
200KB未満
50KB未満
30KB未満

2
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ITmedia Mobile

約843万 約289万

月間PV 月間UBスマートフォン・ケータイを使いこなすための情報サイト

スマートフォンを中心としたモバイル端末の最新情報を中心に、機能解説にとどまらず、その活用法、裏技に至るまで掘り下げた情報を
最新情報に敏感なユーザーへと発信。スマホアプリ、モバイル向けコンテンツ、サービス情報も紹介しています。

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

⑥

⑤

⑦

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

①

②

⑧

⑨

⑩

⑪

③

④

⑬

⑦
⑫

⑭

⑮

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 145,000 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP 1カ月間 145,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg、png 728×180 150KB未満

③ レクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 145,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

④ Wレクタングル TOP、SubTOP 1カ月間 145,000 想定 2 ¥750,000 - gif、jpg、png 300×600 150KB未満

⑤ テキスト TOP、SubTOP 1週間 68,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

⑥ PR-Features TOP 1週間 60,000 想定 1 ¥100,000 -
gif、jpg、png +
テキスト

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(流込)

60KB未満

⑦ セカンドレクタングル ALL 1週間 340,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg、png 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、png 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、png 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、png 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、png 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、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 33,000 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png

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 23,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg、png 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､
png

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､
png

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
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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。

⑥

⑦

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

約304万 約97万

月間PV 月間UB

ITmedia PC USER

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

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、png 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、png 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、png 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、png 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、png
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(流込)

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、png 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、png 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、png 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、png 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、png 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、png 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

1週間 500,000 想定 ¥500,000

1カ月間 2,000,000 想定 ¥1,500,000

1週間 600,000 想定 7 ¥250,000

1カ月間 2,400,000 想定 7 ¥750,000

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

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、png 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､
png

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､
png

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

⑮ クロスチャンネルテキスト
Mobile、PC USER
全ページ - テキスト 全角21文字以内×2行 -

⑭ プレミアムテキスト
Mobile、PC USER
記事ページ 2 - テキスト 全角28文字以内 -

15 - 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
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＠IT

ITエキスパートの情報収集、問題解決をサポートする専門メディアです。
日々の業務で直面する技術課題の解決から、最新のテクノロジー動向を取り入れた技術力向上やキャリア形成といった長期にわたる挑戦まで、ITエ
キスパートのための問題解決メディアとして幅広くサポートします。

“ビジネスを変革する “ITエキスパートのための技術専門メディア

①

②

@ITトップページ掲載イメージ

⑤

③

オーディエンス ターゲティング条件

行動ターゲティング 特定のキーワードを含むコンテンツに接触
特定のURLに接触
特定のキーワードが付与されたコンテンツに接触（※詳細はお問い合わせください）

属性ターゲティング 業種 職種(会員のみ) 役職(会員のみ) 従業員規模
売上規模 アクセスデバイス 都道府県 ブラウザ OS

仕様

原稿仕様 入稿サイズ：
左右 970pixel× 天地 250pixel
ファイル容量：150KB 未満
稿締切：3 営業日前
ファイル形式：gif/jpeg
差し替え回数：期間中 1 回

https://www.atmarkit.co.jp/

約998万 約394万

月間PV 月間UB

記事ページ掲載イメージ

ビルボードバナー

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 1カ月間 110,000 想定 2 ¥660,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② ミドルテキスト TOP 1週間 57,000 想定 3 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 -

③ レクタングル TOP 1カ月間 110,000 想定 2 ¥770,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 22,000 想定 2 ¥440,000 - gif、jpg、png

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 23,500 想定 2 ¥400,000 - gif、jpg、png 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､
png

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.6 ビルボード（静止画広告・オー
ディエンスターゲティング可）

TOP、記事ページ 任意
(1週間以上)

imp 保証 - 最低実施金額
¥3,000,000

¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ
任意

(1週間以上) imp 保証 - - ¥6.0
動画:mp4
静止画:gif､jpg､
png

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
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③

⑤

＠IT フォーラム

①

https://www.atmarkit.co.jp/

※左右2つのレクタングルが設置されていますが、
本商品でご提供するのは左側のレクタングルのみになります。

⑥

③

⑤

④

②
①
②

各フォーラムトップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

ITエンジニアが今捉えておくべき新たな業界動向や技術トレンドに焦点を当てた月替わりの特集のほか、分野ごとにフォーラムを設け、技術解説を
中心とした特集記事や連載、ニュース、イベントカレンダーなどを提供します。

“ビジネスを変革する “ITエキスパートのための技術専門メディア

約998万 約394万

月間PV 月間UB

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

① ジェネラルローテーション
スーパーバナー

SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② ジェネラルローテーション
プッシュダウンスーパーバナー

SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

③ ジェネラルローテーション
レクタングル

SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.4 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

④ サードレクタングル ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥1.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

Windows Server 2,600,000 想定 2 ¥930,000 -
Linux & OSS 760,000 想定 2 ¥270,000 -
Java Agile 170,000 想定 2 ¥100,000 -
Master of IP 230,000 想定 2 ¥100,000 -
Security & Trust 170,000 想定 2 ¥100,000 -
Database Expert 370,000 想定 2 ¥130,000 -
HTML5＋UX 210,000 想定 2 ¥100,000 -
Coding Edge 160,000 想定 2 ¥100,000 -
Server & Storage 430,000 想定 2 ¥150,000 -
Smart & Social 71,000 想定 2 ¥100,000 -
Test & Tools 70,000 想定 2 ¥100,000 -
System Design 100,000 想定 2 ¥100,000 -
ALL 1週間 2,000,000 想定 2 ¥700,000 -
Windows Server 2,600,000 想定 1 ¥1,300,000 -
Linux & OSS 760,000 想定 1 ¥380,000 -
Java Agile 170,000 想定 1 ¥100,000 -
Master of IP 230,000 想定 1 ¥110,000 -
Security & Trust 170,000 想定 1 ¥100,000 -
Database Expert 370,000 想定 1 ¥180,000 -
HTML5＋UX 210,000 想定 1 ¥100,000 -
Coding Edge 160,000 想定 1 ¥100,000 -
Server & Storage 430,000 想定 1 ¥210,000 -
Smart & Social 71,000 想定 1 ¥100,000 -
Test & Tools 70,000 想定 1 ¥100,000 -
System Design 100,000 想定 1 ¥100,000 -

⑤ フォーラムテキスト 1カ月間 テキスト タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内

-

⑥ 記事下レクタングル 1カ月間 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満
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＠IT自分戦略研究所
ITエキスパートのためのキャリアアップ・成長支援メディア

さらなる成長を目指して、積極的に考え行動するITエキスパートのためのメディアです。
キャリアパスやスキルアップ、効果的な仕事術などに関する記事、サービスを提供しています。

②

③

① ①

②

③

＠IT自分戦略研究所
トップページ掲載イメージ

＠IT自分戦略研究所
記事ページ掲載イメージ

https://www.atmarkit.co.jp/ait/subtop/jibun/

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 ALL 1カ月間 290,000 想定 4 ¥600,000 - gif、jpg、png 728×90+ 150KB未満

② レクタングル ALL 1カ月間 290,000 想定 4 ¥700,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 750,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内

-
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https://monoist.atmarkit.co.jp/
MONOist

約261万 約95万

月間PV 月間UBモノづくりスペシャリストのための情報ポータル

基礎から応用まで多彩な技術解説、図版を多用したわかりやすいコンテンツ、話題のトピックスより深く掘り下げた連載記事など、
モノづくりに役立つ蓄積型コンテンツを充実させ、製造業における最新かつ専門性の高い技術情報を発信することで、
技術者の問題解決をサポートします。

※医療機器フォーラム、キャリアフォーラムのメニューについてはお問い合わせください。

フォーラムトップページ掲載イメージ

②

①

⑦

③

④

⑥

③

④

⑥

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

スーパーバナー TOP 110,000 想定 ¥600,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満

Wスーパーバナー TOP 110,000 想定 ¥800,000 - gif、jpg、png 728×180 150KB未満

② レクタングル TOP 110,000 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA

FA 1カ月間 170,000 想定 1 ¥300,000 -

組み込み開発 350,000 想定
メカ設計 300,000 想定
製造マネジメント 240,000 想定
オートモーティブ 240,000 想定
FA 180,000 想定

⑦ 記事下レクタングル 記事ページ（※キー
ワード指定可）

1カ月間 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 0 想定 1 ¥1,000,000 - gif、jpg、png

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 ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 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､
png

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

⑥ フォーラムテキスト 1カ月間 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) -

150KB未満④
フォーラム
レクタングル 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600

ビルボード（静止画広告）
任意

(1週間以上) 5,000imp～ 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満

③

フォーラム スーパーバナー
フォーラム Wスーパーバナー
フォーラム プッシュダウン スーパー
バナー

1カ月間 imp 保証 - -
¥3.0
¥4.0
¥5.0

gif、jpg、png

728×90
728×180
リマインダー：728×90
プッシュダウン：728×300

150KB未満
150KB未満
150KB未満
150KB未満

①
1カ月間

1

gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満⑤
フォーラム
セカンドレクタングル
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https://eetimes.jp/
EE Times Japan

約155万 約40万

月間PV 月間UB世界のエレクトロニクス技術の最新動向

エレクトロニクス技術を駆使した製品を設計・開発するエンジニアやマネージャー層を対象に、半導体・電子部品、ディスプレイ、
ネットワーク、ソフトウェア、エネルギー、設計・解析ツール等に関する技術情報や、業界の最新動向を提供するサイトです。

④

①

②

③

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

②

③

①

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

スーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

Wスーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥5.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

プッシュダウンスーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

ビルボード（静止画広告） ALL 任意
(1週間以上)

5,000imp～ 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満

② レクタングル ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 920,000 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) -

④ 記事下レクタングル 記事ページ（※キー
ワード指定可）

1カ月間 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 0 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png

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.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､
png

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.5 WelcomeScreen ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 640×480 150KB未満

①
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https://ednjapan.com/
EDN Japan

約49万 約15万

月間PV 月間UB世界を目指すエンジニアの原動力
エンジニアの経験を持つ米国EDNの編集スタッフに加えて、設計・開発の第一線で活躍するメーカーのエンジニアが、最新の技術・製品を活用
するためのポイントなどを詳しく解説します。さらに日本の編集スタッフが取材した新製品に関するニュースを毎日掲載するほか、アナログ設
計やノイズ対策といったエンジニアの関心が高いテーマに関するコラムも随時掲載しています。

④

②

③

①

②

③

①

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

スーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

Wスーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥5.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

プッシュダウンスーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

ビルボード（静止画広告） ALL 任意
(1週間以上)

5,000imp～ 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満

② レクタングル ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 430,000 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) -

④ 記事下レクタングル 記事ページ（※キー
ワード指定可）

1カ月間 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

P.4 ゲートパック TOP 1週間 0 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg、png

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 ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 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､
png

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

①
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https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/
スマートジャパン
節電・蓄電・発電に取り組む企業の課題解決サイト

日本各地の企業・自治体にとって喫緊の課題である電力の有効活用と安定確保に向け、節電・蓄電・発電のための製品検討や導入に役立つ情報
を掲載します。企業や自治体の総務部、システム部、店舗運営者、小規模工場経営者などの方々に向けて、電力管理や省電力化を実現する製品
情報、導入事例、関連ニュースをお届けするほか、製品カタログや利用ガイドなども掲載しています。

・カテゴリーは「再生可能エネルギー」「電力供給」「省エネ機器」「スマートシティ」「電力供給」「EV・FCV」の中からご指定ください。

約45万 約19万

月間PV 月間UB

③

①

② ②

①

③

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ 商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 枠
数

料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量

スーパーバナー ALL ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

スーパーバナー
（カテゴリー指定あり）

ALL ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

Wスーパーバナー ALL ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

Wスーパーバナー
（カテゴリー指定あり）

ALL ¥5.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

プッシュダウンスーパーバナー ALL ¥6.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

プッシュダウンスーパーバナー
（カテゴリー指定あり）

ALL ¥7.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

ビルボード（静止画広告） ALL 任意
(1週間以上)

5,000imp～ 保証 ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満

レクタングル ALL ¥3.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

レクタングル
（カテゴリー指定あり）

ALL ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

③ テキスト ALL 1カ月間 310,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 -

記事下レクタングル 記事ページ ¥1.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

記事下レクタングル
（カテゴリー指定あり）

記事ページ ¥2.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 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､
png

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.5 WelcomeScreen ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 640×480 150KB未満

P.4 ゲートパック ALL 1週間 0 想定 1 ¥1,000,000 - gif、jpg、png

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

④ 1カ月間 imp 保証 - -

② 1カ月間 imp 保証 - -

①
1カ月間 imp 保証

- -
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建物をIT／IoTで革新するWebメディア

ビルなどの建設をIT／IoTで革新するWebメディア、「BUILT」。「建設」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メディアです。

https://built.itmedia.co.jp/
BUILT

約31万 約19万

月間PV 月間UB

④

③

⑤

⑥⑥

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

①

②

③

①

②

⑤⑤

③

⑤⑤

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② Wスーパーバナー ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満

③ レクタングル ALL 1カ月間 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

⑤ テキスト ALL 1カ月間 120,000 想定 2 ¥100,000 - 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 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満
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共通広告【MONOist/EE Times Japan/EDN Japan/スマートジャパン】

記事ページにアクセスした読者のなかから、事前に指定した「企業」および「業種」に勤務するターゲットに対し、
「左右640×天地480」の大型バナーを表示するものです。広告主様のメッセージを効率的に、かつ強烈なインパクトを持って伝えることができます。

媒体名 掲載面 掲載期間 掲載量 単価

MONOist 記事 1週間 ～

imp保証
（最低 5,000 imp～）

※指定企業および
指定業種によるため

お問い合わせください

＠ ¥80

EE Times Japan 記事 1週間 ～ ＠ ¥80

EDN Japan 記事 1週間 ～ ＠ ¥80

スマートジャパン 記事 1週間 ～ ＠ ¥80

※記事ページ以外には表示されません。

▼企業名指定の場合
・ご指定の企業名を正式名称でお送りください。

▼業種指定の場合
・以下よりお選びください。（複数選択可）

■業種
01 農業
02 林業
03 漁業（水産養殖業を除く）
04 水産養殖業
05 鉱業，採石業，砂利採取業
06 総合工事業
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業
09 食料品製造業
10 飲料・たばこ・飼料製造業
11 繊維工業
12 木材・木製品製造業（家具を除く）
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
19 ゴム製品製造業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
24 金属製品製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
32 その他の製造業
33 電気業

34 ガス業
35 熱供給業
36 水道業
37 通信業
38 放送業
39 情報サービス業
40 インターネット附随サービス業
41 映像・音声・文字情報制作業
42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）
50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業
62 銀行業
63 協同組織金融業
64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業，商品先物取引業
66 補助的金融業等
67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

68 不動産取引業
69 不動産賃貸業・管理業
70 物品賃貸業
71 学術・開発研究機関
72 専門サービス業（他に分類されないもの）
73 広告業
74 技術サービス業（他に分類されないもの）
75 宿泊業
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業
78 洗濯・理容・美容・浴場業
79 その他の生活関連サービス業
80 娯楽業
81 学校教育
82 その他の教育，学習支援業
83 医療業
84 保健衛生
85 社会保険・社会福祉・介護事業
86 郵便局
87 協同組合（他に分類されないもの）
88 廃棄物処理業
89 自動車整備業
90 機械等修理業（別掲を除く）
91 職業紹介・労働者派遣業
92 その他の事業サービス業
93 政治・経済・文化団体
94 宗教
95 その他のサービス業
96 外国公務
97 国家公務
98 地方公務
99 分類不能の産業

ターゲティング WelcomeScreen

• 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 ：150KB以内
• ファイル形式 ：gif、jpg、png（※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 ：5営業日前

▼掲載イメージ

Welcome Screen
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共通広告【MONOist / EE Times Japan / EDN Japan 】

記事面サイドバナー
EETimes Japan・EDN Japan 記事面サイドバナーは、EETimes JapanとEDN Japanの記事ページの左右面に表示されます。
エレクトロニクス業界のコアなエンジニア向けに製品やインパクトをあたえる訴求が可能です。

記
事
面
サ
イ
ド
バ
ナ
ー

記
事
面
サ
イ
ド
バ
ナ
ー

掲載面 枠数 掲載期間 掲載量 料金

EE Times Japan
・

EDN Japan
3 1ヶ月間 100,000 imp 保証

（ imp 単価＠¥5.0） ￥500,000

• 原稿サイズ ：左右1280pixel×天地600pixel
• 容量 ：200KB
• ファイル形式 ：gif、jpg、png
• アニメーション ：不可
• 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
•

※ 1枚絵でご入稿ください
※ 表示領域は、画像両脇の左右135ピクセルになります。
※ 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。
※ 第三者配信の広告掲載はできません。

▼注意点

左右1280x天地600pixの白地のJPEG/GIF ファイルをご用意いただき、
ページの両端の左右135pixずつに画像をいれてご入稿ください。

このエリアは画像を入れず、
白地のままにしてください。

このエリア左右にバナー画像を
いれてください。135

pix

1280 pix

600
pix

135
pix

▼仕様

▼掲載イメージ ▼料金



EE Times Japan / EDN Japan セカンドレクタングル

EE Times Japan EDN Japan
記事ページトップページ

①,③

②,④

①,③

②,④

①,③

②,④

①,③

②,④

記事ページトップページ

MONOist / EE Times Japan / EDN Japan 共通テキスト広告

MONOist EE Times Japan EDN Japan

トップページ
フォーラム

トップページ

ａ

ｂ

ａ

記事ページ トップページ 記事ページ

ｂ ａ

トップページ 記事ページ

ａ ｂ

共通広告【MONOist / EE Times Japan / EDN Japan 】

商品名 掲載面 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル形式 サイズ(W×H)

a ミドルテキスト MONOist TOP、全フォーラムTOP、
EE Times Japan TOP、EDN Japan TOP 2週間 隔週月曜 190,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内

b プレミアムテキスト MONOist 全記事、
EE Times Japan 全記事、EDN Japan 全記事 2週間 隔週月曜 1,290,000 想定 1 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内

セカンドレクタングルのカテゴリは、「アナログ」「ロジック」「プロセッサ」「メモリ」「ソフトウェア/設計環境」「組み込み」
「電源」「電子部品/個別部品」「計測/検査装置」「通信機器」の中から指定下さい。

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H) 容量

① セカンドレクタングル EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 1カ月間 imp 保証 ¥1.5 gif、jpg、

png
300×300,
300×250 150KB未満

② Wセカンドレクタングル EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 1カ月間 imp 保証 ¥2.5 gif、jpg、

png 300×600 150KB未満

③ セカンドレクタングル
（カテゴリ指定あり）

EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 1カ月間 imp 保証 ¥2.0 gif、jpg、

png
300×300,
300×250 150KB未満

④ Wセカンドレクタングル
（カテゴリ指定あり）

EE Times Japan 全ページ、
EDN Japan 全ページ 1カ月間 imp 保証 ¥3.0 gif、jpg、

png 300×600 150KB未満
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TechTargetジャパン

トップページ掲載イメージ 記事ページ掲載イメージ

①

④

③

②

②④

https://techtarget.itmedia.co.jp/

約42万名

会員数IT製品・サービスの導入・購買を支援する会員制メディア

企業内の情報システムに関与するキーパーソンを対象に、IT製品／サービスの導入・購買を支援する情報を提供しています。IT業界の特定ト
ピックごとに16の専門メディアを設け、企業が抱えている課題を解決するために役立つIT製品／サービスの比較記事や事例記事、技術解説記
事を提供。IT導入や運用管理に関する技術資料（ホワイトペーパー）のダウンロードも可能です。

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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 SubTOP、記事ペー
ジ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② レクタングル ALL 任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

セカンドレクタングル（ITインフラ）

仮想化、クラウド、
サーバ＆ストレージ、
ネットワーク
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 140,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

セカンドレクタングル（スマートモバ
イル）

スマートモバイル
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 11,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

セカンドレクタングル（経営とIT）

経営とIT、中堅・中
小企業とIT、ERP
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 45,000 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

セカンドレクタングル（システム開
発／運用管理）

システム開発、シス
テム運用管理
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 92,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

セカンドレクタングル（セキュリ
ティ）

セキュリティ
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 42,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

セカンドレクタングル（情報系シ
ステム）

データ分析、情報
系システム、CRM
＆SFA
専門メディアTOP、
記事面

1カ月間 47,000 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

⑤ テキスト ALL 1カ月間 460,000 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -

④
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https://www.keyman.or.jp/
キーマンズネット

トップページ掲載イメージ

①

②

③

記事ページ掲載イメージ

④

①

②

③ ⑤

約33万名

会員数ITに関する製品や企業の情報総合サイト

企業向けIT製品の総合サイト「キーマンズネット」では、製品スペックや導入事例・価格情報・技術文書などの充実したIT製品情報に加え、
製品の選び方を分かりやすく解説した特集記事によって企業のIT製品選びをサポートします。製品情報と特集記事に加え、ITセミナー・企業
向けIT製品ニュースも毎日更新しています。

ITキャパチャージ 掲載イメージ

商品名 掲載面 掲載期間 想定IMP 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、記
事ページ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×90 150KB未満

② レクタングル TOP、SubTop、記
事ページ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

③ セカンドレクタングル TOP、SubTop、記
事ページ

任意
(1週間以上)

imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満

④ テキスト 記事ページ 1カ月間 170,000 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 -

ITキャパチャージ レクタングル
（ベーシック）

ITキャパチャージ
ベーシックコース記
事ページ

1カ月間 290,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満

ITキャパチャージ レクタングル
（データベース）

ITキャパチャージ
データベースコース記
事ページ

1カ月間 140,000 想定 1 ¥300,000 - 300×300,300×250,300×600 150KB未満

ITキャパチャージ レクタングル（IT
コーディネータ）

ITキャパチャージ IT
コーディネータコース
記事ページ

1カ月間 150,000 想定 1 ¥300,000 - 300×300,300×250,300×600 150KB未満

ITキャパチャージ レクタングル
（Security＋）

ITキャパチャージ
Security+コース記
事ページ

1カ月間 130,000 想定 1 ¥250,000 - 300×300,300×250,300×600 150KB未満

⑤

gif、jpg、png
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メールマガジン広告
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メールマガジン 一覧

ITmedia Mobile、ITmedia PC USER の編集部が、各ジャンルの最新
ニュースやトレンドを日替わりでお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 月水金 約 15,000 通 ※HTML形式
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 13,000 通

ITmedia デバイス＆サービス通信

ITmedia エンタープライズに掲載された企業のIT活用に関する最
新情報の中から編集部が選んだ注目記事を、曜日ごとに異なるテー
マでお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 140,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 117,000 通

中小企業におけるIT化に役立つ導入事例や担当者インタビュー、日
々の業務を効率化するツールやサービスの紹介

ITmedia エンタープライズ中小企業通信

＊ 通常版 ：毎週 月 約 46,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 37,000 通

人気記事の紹介や、今注目のキーワード解説など、モノづくり
に携わる全ての方に向けた情報メールマガジンです

モノづくり総合版メールマガジン

＊ 通常版 ：毎週 木 約 168,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 144,000 通

TechFactoryに掲載された最新の編集記事や、
新着ホワイトペーパーの情報をお届けします。

モノづくり総合版 TechFactory通信

＊ 通常版 ：毎週 月・水 約 168,000 通

電動化・電子化が進む自動車の設計／開発に関する技術情報を集約
・解説した記事をピックアップ。次世代自動車を開発する技術者の
ためのメールマガジン

オートモーティブメールマガジン

＊ 通常版 ：隔週 水 約 51,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 44,000 通

実践的な機械設計技術やCAD/CAEなどITツールの活用情報を
中心に、モノづくりの現場で働くスペシャリストに役立つ最新
情報が詰まったメールマガジン

メカ設計 メールマガジン

＊ 通常版 ：隔週 火 約 31,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 27,000 通

エレクトロニクス技術に関する先端情報、電子機器を設計/開発す
るための技術情報、組み込みシステム開発の各種情報などを集約し
たメールマガジン

電子機器設計/組み込み開発メールマガジン

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 104,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 89,000 通

ITを活用した製造システムの管理手法や経営論、収益性を強く
意識した次世代の製造業マネジメント層に役立つ記事をピック
アップ

＊ 通常版 ：隔週 火 約 49,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 41,000 通

FA／産業機器／制御機器分野のニュースや次世代生産システム実
現に向けた最新情報・解説記事をピックアップ

FA メールマガジン

＊ Special版 ：毎週 月～金 約 22,000 通

トレンド・ニュースや革新的な医療機器を開発するための最新
情報、医療分野へ新規参入にあたってのノウハウや解説記事な
どをピックアップ

医療機器 メールマガジン

＊ Special版 ：毎週 月～金 約 11,000 通

製造マネジメントメールマガジン

※Special版メール・・・・・・各メールマガジンにおいて、オプトインの許諾を得ている読者に対して、号外版として配信を買い切る形で全文メッセージを送付する１社独占型のメールサービスです。

ITmedia エンタープライズメールマガジン

ITmedia NEWS編集部が選んだ「注目ニュース」に加え、取材のこ
ぼれ話や裏話、身近なITトレンド、編集部視点でのニュースの“深読
み”など、ここでしか読めないコラムもお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 月水金 約 26,000通 ※HTML形式
＊ Special版 ：毎週 火木 約 21,000通

ITmedia NEWS アンカーデスクマガジン

ITmedia エグゼクティブに掲載されている記事の中から、
編集部が選んだ注目記事を一覧でお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 月木 約 6,000 通
＊ Special版 ：毎週 火水 約 6,000 通

ITmedia エグゼクティブメールマガジン

編集部が選ぶおすすめ記事や人気記事ランキング、
本誌では読めない、編集部のオリジナルコラム。取材こぼれ話、
おすすめ書籍の紹介などの情報をお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 水 約 100,000 通 ※HTML形式
＊ Special版 ：毎週 月火木金 約 85,000 通

ITmedia ビジネスオンライン通信

マーケティング・テクノロジーおよび業界トレンドの解説記事や、「
マーケター通信」の人気コラムなど、マーケティングの最新情報をコ
ンパクトにまとめてお届けします。

＊ 通常版 ：毎週 月・木 約 91,000 通
＊ Special版 ：毎週 月・水・木 約 79,000 通

ITmedia マーケティング通信

TechTargetジャパンに掲載された最新の編集記事や新着ホワイトペー
パーの情報を毎日お知らせします。毎朝、わずか10分でIT製品の最新
情報をキャッチアップできます。

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 361,000 通 ※ HTML形式

TechTargetジャパン新着情報

TechTargetジャパンの各専門メディアにおいて掲載された
編集記事や新着ホワイトペーパーなどの各種コンテンツ情報を
各専門メディアの内容にそってアーカイブしてお届けします

＊ 通常版 ：毎週 月～金 ※ 通数は別ページ参照
※ HTML形式

TechTarget サイト別メールマガジン

各フォーラムの新着記事・ニュース速報が毎朝まとめて届きます。
これを読めば＠ITの記事を見逃すことはありません。

＠IT新着速報

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 101,000 通

毎週水曜日配信。編集部おすすめ記事を毎号テーマ別に紹介。
＠IT編集部を含む社員全員が毎号執筆するコラムも必見です。

＠IT通信

＊ 通常版 ：毎週 水 約 325,000 通 ※HTML形式
＊ Special版 ：毎週 火木 ※ 通数は別ページ参照

＠IT自分戦略研究所の新着記事、ITトレメのおすすめ、転職支援情
報、スキルアップ、キャリアアップなどの情報

＠IT自分戦略研究所Weekly

＊ 通常版 ：毎週 木 約 94,000 通
＊ Special版 ：毎週 火 約 88,000 通

建設業界における課題を、ITやロボットなどの最新テクノロジーで解
決するための技術情報を、1週間分まとめてお届けする建設系メルマガ

＊ Special版 ：毎週 月～金 約 11,700 通

BUILT ウィーク

節電・蓄電・発電に取り組む企業・工場・店舗や、
自治体・教育機関の皆様に役立つ最新情報を、
コンパクトにまとめてお知らせします

＊ 通常版 ：毎週 月～金 約 29,000 通
＊ Special版 ：毎週 月～金 約 25,000 通

日刊スマートジャパン
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メールマガジン 広告料金・仕様一覧（１）

【注意事項】
・ヘッダ・ミドル・フッタ 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。

メディア スペース 枠数 配信数 料金

　ヘッダー 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
 Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥300,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 117,000通 毎週 月～金 朝 ¥600,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥50,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 37,000通 毎週 月～金 朝 ¥300,000

　ヘッダー 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   1行 約 100,000通 毎週 月～金 夜 ¥100,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 85,000通 毎週 月～金 昼 ¥400,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥300,000
　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥200,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 6,000通 毎週 火･水 夜 ¥600,000

　ヘッダー 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   1行 ¥100,000
　フッター 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   1行 ¥100,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 21,000通 毎週 火・木 朝 ¥400,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
　Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥300,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 79,000通 毎週 月･水･木 昼 ¥600,000

　ヘッダー 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   1行 ¥100,000
　フッター 3 全角38文字(半角76文字)以内 x   1行 ¥150,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 13,000通 毎週 月～金 朝 ¥200,000

ITmedia

約 91,000通

配信日

毎週 月･木 朝

毎週 月・水・金 朝

×2回

毎週 月 朝

毎週 月･木 夜

原稿仕様

約 140,000通

約 6,000通

約 46,000通

ITmedia デバイス＆サービス通信

メールマガジン

ITmedia エンタープライズ メールマガジン

ITmedia エグゼクティブメール

ITmedia ビジネスオンライン通信

ITmedia マーケティング通信

ITmedia エンタープライズ 中小企業通信

朝毎週 月～金

毎週 月・水・金 朝

ITmedia NEWS アンカーデスクマガジン
約 26,000通 ×2回

約 15,000通 ×2回
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メールマガジン 広告料金・仕様一覧（２）

【注意事項】
・ヘッダ・ミドル・フッタ 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。

メディア スペース 枠数 配信数 料金

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
 Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥300,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 約 101,000通 ¥150,000

　ヘッダー 2 テキスト:
アイコン:

全角38文字(半角76文字)以内
80x60 (gif/jpg/png、60Kb未満)

x   1行
※アイコン省略可 ¥150,000

　フッター 2 テキスト:
アイコン:

全角38文字(半角76文字)以内
80x60 (gif/jpg/png、60Kb未満)

x   1行
※アイコン省略可 約 325,000通 ×2回 ¥150,000

　Special版メール
　　　- IT戦略 約 192,000通
　　　- 運用管理／構築 約 166,000通
　　　- システム開発 約 169,000通
　　　- セキュリティ 約 156,000通
　　　- キャリア／スキルアップ 約 124,000通

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
 Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥300,000
　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000
 Wミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  10行 ¥200,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 88,000通 毎週 火 朝 ¥650,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥50,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥40,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 27,000通 毎週 月～金 朝 ¥200,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥80,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 41,000通 毎週 月～金 朝 ¥300,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥80,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 44,000通 毎週 月～金 朝 ¥300,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 22,000通 毎週 月～金 朝 ¥200,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 11,000通 毎週 月～金 朝 ¥100,000

MONOist

FA　メールマガジン

＠IT

メカ設計 メールマガジン

製造マネジメント メールマガジン

約 51,000通

医療機器　メールマガジン

毎週 火･木

朝

オートモーティブ メールマガジン

¥1,000,000

昼

朝隔週 水

毎週 水

隔週 火

隔週 火 朝

朝

昼

朝

約 101,000通

メールマガジン 原稿仕様

＠IT自分戦略研究所 Weekly 

＠IT通信 

＠IT新着速報

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内

約 31,000通

約 49,000通

1 表題:
本文:

約 94,000通 ×2回

約 325,000通 ×2回

毎週 木

配信日

×2回 毎週 月～金
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メールマガジン 広告料金・仕様一覧（３）

【注意事項】
・ヘッダ・ミドル・フッタ 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。

メディア スペース 枠数 配信数 料金

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥120,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 89,000通 毎週 月～金 朝 ¥600,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥120,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 144,000通 毎週 月～金 昼 ¥800,000

　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
　フッター 1 全角38文字(半角76文字)以内 x  20行以内 ¥120,000
　ヘッダー 2 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000
　Wヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   10行 ¥200,000

　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 25,000通 毎週 月～金 朝 ¥300,000

BUILT 　Special版メール 1 表題:
本文:

全角30文字(半角60文字)以内
全角38文字(半角76文字)以内

x   1行
x 100行以内 約 11,000通 ×2回 毎週 月～金 朝 ¥100,000

　ヘッダー 1 テキスト:
アイコン:

全角38文字(半角76文字)以内
80x60 (gif/jpg/png、60Kb未満)

x   1行
※アイコン省略可 約 361,000通 毎週 月～金 朝 ¥150,000

セキュリティ 約 168,000通 隔週 月
スマートモバイル 約 141,000通 隔週 月
仮想化 約 182,000通 隔週 火
システム開発 約 117,000通 隔週 火
データ分析 約 132,000通 隔週 火
中堅・中小企業とIT 約 184,000通 隔週 火
情報系システム 約 110,000通 隔週 水
CRM＆SFA 約 48,000通 隔週 水
クラウド 約 182,000通 隔週 水
医療IT 約 34,000通 隔週 水
システム運用管理 約 190,000通 隔週 木
サーバ＆ストレージ 約 138,000通 隔週 木
ネットワーク 約 118,000通 隔週 木
教育IT 約 115,000通 隔週 木
経営とIT 約 158,000通 隔週 金
ERP 約 67,000通 隔週 金

　ヘッダー 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥150,000
　ミドル 1 全角38文字(半角76文字)以内 x   5行 ¥100,000

¥150,000テキスト:
アイコン:

全角38文字(半角76文字)以内
80x60 (gif/jpg/png、60Kb未満)

x   1行
※アイコン省略可1

 専門メディア別
 メールマガジン 昼

約 16,000通

毎週 木 朝

約 104,000通

モノづくり総合版 メールマガジン
約 168,000通

朝

電子機器設計 / 組み込み開発
メールマガジンMONOist

・
EE Times Japan

・
EDN Japan

・
TechFactory

約 29,000通 毎週 火・木 朝

Computer Weekly新着情報 朝毎週 木

配信日メールマガジン

毎週 月～金 朝

約 168,000通モノづくり総合版 TechFactory通信 毎週 月・水

　ヘッダー

原稿仕様

スマートジャパン

TechTarget 新着情報

BUILT　メールマガジン

スマートジャパン メールマガジン

TechTargetジャパン
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ターゲティングメール
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ITmedia エンタープライズ ターゲティングメール

費目 料金 備考

基本料金 50,000円
テキスト
メール形式

メール配信料金 80円＠1通

セグメント
フィールド利用料

・3フィールド以内は無料
・4フィールド以上から1項目追加につき＋2万円

■ 原稿規定 （※入稿方法、使用禁止文字などは入稿基準をご覧ください）
・ 件名 ：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
・ 入稿締切日 ：3営業日前 18時まで
・ クリックカウントの取得：あり 、URLリンク数：20本まで（※）

価格 ：130,000円～／1回 （税別）
配信数限定 ：1日1社
配信可能日 ：平日 ※配信時間の指定はできません
最大配信可能数 ：約141,000通

＜セグメントフィールド＞

「ITmedia エンタープライズ ターゲティングメール」は、ITmedia エンタープライズ読者の中からオプトインの許諾を得ている
ユーザー(約14万名)に対して、業種や職種・役職・ 勤務地などの会員属性を指定してターゲティングできる1社独占のメール
サービスです。

※リンクURLは配信時にクリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください。

■職種
・経営・経営企画職
・環境対策・環境推進職
・情報システム関連職
社内情報システム（CIO・マネージャ）
社内情報システム（企画・計画・調達）
社内情報システム（開発・運用管理）
社内情報システム（その他）
ITコンサルタント
ITアーキテクト
プロジェクトマネージャ
システム分析・設計
プログラミング・テスト
保守・運用管理
その他情報システム関連職
・モノづくり（研究・開発/設計/生産・製造技術）関連職
製品企画
研究
開発
論理・回路設計（アナログ）
論理・回路設計（デジタル）
機構・筐体などのメカ設計
その他の設計
解析・シミュレーション
組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト）
組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング）
組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理）
製造・生産技術
生産管理・工程管理
品質管理
その他モノづくり関連職

・総務・人事・教育職
総務・庶務
人事・教育職
法務・知財・渉外
・財務・会計・経理職
財務
会計・経理
・資材・購買職
・広報・宣伝・マーケティング職
宣伝・マーケティング
広報・IR
・デザイン・クリエイティブ職
・営業・販売・サービス職
・その他専門職
・その他一般職
・主婦・主夫
・学生
・無職

■役職
・経営者・役員クラス
・事業部長／工場長クラス
・部長クラス
・課長クラス
・係長・主任クラス
・一般社員・職員クラス
・契約・嘱託・派遣
・パート・アルバイト
・無職
・その他

■勤務地
・47都道府県

■業種
・農林水産業・鉱業
・建設業
・商社
・製造業
コンピュータ関連機器製造業
コンピュータ関連ソフトウェア製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機器製造業
自動車・輸送用機器製造業
産業用・事務用機器製造業
食品・化学・薬品製造業
素材・エネルギー関連製造業
その他の製造業
・情報サービス業
パッケージソフトウェア業
SI（システムインテグレータ）
受託開発・情報処理
組み込みソフトウェア業
ITコンサルティング業
その他情報処理・情報サービス業
・通信サービス業
通信事業者
ISP・iDC・SaaS・クラウド事業者
その他通信サービス業
・卸売業・小売業
コンピュータ関連製品販売業・リセラー
その他卸売業・小売業

・電気・ガス・熱供給・水道業
・運輸業・郵便業
・金融業・保険業
・不動産業・物品賃貸業
・宿泊業・飲食サービス業
・生活関連サービス業・娯楽業
・専門・技術サービス業
・新聞・出版・放送・メディア・広告業
・教育・学習支援業
・医療・福祉
医師（開業医）
医師（勤務医）
歯科医
看護師
医療事務員
介護職／ホームヘルパー
そのほか（作業療法士、理学療法士など）
・その他のサービス業
・政府／官公庁／団体
・その他の業種
・自由業
・主婦・主夫
・学生
・無職

■従業員
・1～9名
・10～49名
・50～99名
・100～299名
・300～499名
・500～999名
・1000～1999名
・2000～4999名
・5000～9999名
・10000名以上
・非会社組織
・あてはまらない

■年商規模
・5000万円未満
・5000万円～1億円未満
・1億円～10億円未満
・10億円～50億円未満
・50億円～100億円未満
・100億円～500億円未満
・500億円～1000億円未満
・1000億円～1兆円未満
・1兆円以上

■興味のあるジャンル
・IT戦略（情報系システム、システム設計、データ分析など）
・運用管理／構築（仮想化、クラウド、ネットワークなど）
・システム開発（アプリ開発／テスト、開発言語／ツールなど）
・セキュリティ
・キャリア／スキルアップ
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ITmedia ビジネスオンライン通信 ターゲティングメール

■ 原稿規定 （※入稿方法、使用禁止文字などは入稿基準をご覧ください）
・ 件名 ：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
・ 入稿締切日 ：3営業日前 18時まで
・ クリックカウントの取得：あり 、URLリンク数：20本まで（※）

＜セグメントフィールド＞

「ITmedia ビジネスオンライン通信 ターゲティングメール」は、 ITmedia ビジネスオンライン通信のメールマガジンを熱心に購
読し、オプトインの許諾を得ているユーザー（約9.8万人）に対して、業種や職種、役職、さらに性別や年収などの会員属性を指定
してターゲティングできる1社独占のメールサービスです。

※リンクURLは配信時にクリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください。

価格 ：130,000円～／1回 （税別）
配信数限定 ：1日1社
配信可能日 ：平日 ※配信時間の指定はできません
最大配信可能数 ：約 98,000通

■業種
・農林水産業・鉱業
・建設業
・商社
・製造業
・情報サービス業
・通信サービス業
・卸売業・小売業
・電気ガス熱供給水道業
・運輸業・郵便業
・金融業・保険業
・不動産業・物品賃貸業
・宿泊業・飲食サービス業
・生活関連サービス業・娯楽業
・専門・技術サービス業
・新聞・出版・放送・メディア・広
告業
・教育・学習支援業
・医療・福祉
・その他のサービス業
・政府／官公庁／団体
・その他の業種
・自由業
・主婦・主夫
・学生
・無職

■職種
・経営・経営企画職
・環境対策・環境推進職
・情報システム関連職

社内情報システム（CIO・マネージャ）
社内情報システム（企画・計画・調達）
社内情報システム（開発・運用管理）
社内情報システム（その他）
ITコンサルタント
ITアーキテクト
プロジェクトマネージャ
システム分析・設計
プログラミング・テスト
保守・運用管理
その他情報システム関連職

・モノづくり（研究開発／設計／生産製造技術）関連職
製品企画
研究
開発
論理・回路設計（アナログ）
論理・回路設計（デジタル）
機構・筐体などのメカ設計
その他の設計
解析・シミュレーション
組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト）
組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング）
組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理）
製造・生産技術
生産管理・工程管理
品質管理
その他モノづくり関連職

・総務・人事・教育職
総務・庶務
人事・教育職
法務・知財・渉外

・財務・会計・経理職
財務
会計・経理

・資材購買職
・広報・宣伝・マーケティング職

宣伝・マーケティング
広報・IR

・デザイン・クリエイティブ職
・営業・販売・サービス職
・その他専門職
・その他一般職
・主婦・主夫
・学生
・無職

■役職
・経営者・役員クラス
・事業部長／工場長クラ
ス
・部長クラス
・課長クラス
・係長・主任クラス
・一般社員・職員クラス
・契約・嘱託・派遣

■勤務地
・都道府県別

■従業員数
・1～9名
・10～49名
・50～99名
・100～299名
・300～499名
・500～999名
・1000～1999名
・2000～4999名
・5000～9999名
・10000名以上
・非会社組織
・あてはまらない

費目 料金 備考

基本料金 50,000円
テキスト
メール形式

メール配信料金 80円＠1通

セグメント
フィールド利用料

・3フィールド以内は無料
・4フィールド以上から1項目追加につき＋2万円
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最低配信数 定価料金(税別)

1,200通～

80円＠1通
（テキストメール、データ利用料
＋配信作業料込み)

【企業名指定】
200円＠1通
（テキストメール、データ利用料
＋配信作業料込み)

■ 原稿規定 （※入稿方法、使用禁止文字などは入稿基準をご覧ください）
・ 件名 ：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
・ 入稿締切日 ：3営業日前 18時まで
・ クリックカウントの取得：あり 、URLリンク数：20本まで（※）

＜セグメントフィールド＞

製造業界に約20万名の会員を持つ エンジニアリング・メディア。ターゲティングメールは会員の中から伝えたいターゲットだけを
抽出し、効果的にメッセージを配信することが可能です。「ホワイトペーパーへの誘導」「製品の告知」、「キャンペーンサイトへ
の誘導」、「セミナー集客」 などに、ぜひご利用ください。

※リンクURLは配信時にクリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください。

価格 ：96,000円～／1回 （税別）

配信可能日 ：火・木曜日 ※配信時間の指定はできません
最大配信可能数 ：約203,000通

※ セグメントフィールドは変更になる場合がございます。詳しくはお問合せください。

■業種
・農林水産業・鉱業
・建設業
・商社
・製造業
コンピュータ関連機器製造業
コンピュータ関連ソフトウェア製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機器製造業
自動車・輸送用機器製造業
産業用・事務用機器製造業
食品・化学・薬品製造業
素材・エネルギー関連製造業
その他の製造業

・情報サービス業
パッケージソフトウェア業
SI（システムインテグレータ）
受託開発・情報処理
組み込みソフトウェア業
ITコンサルティング業
その他情報処理・情報サービス業

・通信サービス業
通信事業者
ISP・iDC・SaaSクラウド事業者
その他通信サービス業

■職種
・経営・経営企画職
・環境対策・環境推進職
・建築・土木関連職
・情報システム関連職
社内情報システム（CIOマネージャ）
社内情報システム（企画計画調達）
社内情報システム（開発運用管理）
社内情報システム（その他）
ITコンサルタント
ITアーキテクト
プロジェクトマネージャ
システム分析・設計
プログラミング・テスト
保守・運用管理
その他情報システム関連職

・モノづくり（研究開発／設計／生産製造技術）関連職
製品企画
研究
開発
論理・回路設計（アナログ）
論理・回路設計（デジタル）
機構・筐体などのメカ設計
その他の設計
解析・シミュレーション
組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト）
組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング）
組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理）
製造・生産技術
生産管理・工程管理
品質管理
その他モノづくり関連職

■導入に関わる事項
・エレクトロニクス

デジタル半導体
アナログ半導体
計測／検査機器
EDAツール

電子部品／材料
電源
コンピュータ・周辺機器／通信機器
電子機器関連サービス
無線技術
LED
ディスプレイ
プログラマブルデバイス
センサー

・組み込み開発
組み込み開発ツール
組み込みボード
組み込みソフトウェア
ロボット
ソフトウェアテスト／デバッグ
車載ソフトウェア
組み込みセキュリティ
組み込みOS
FA／制御システム
国際標準規格対応

・メカ設計
CAD
CAE
CAM／工作機械
3Dプリンタ
3Dスキャナ
切削／成形
製品企画／デザイン

・卸売業・小売業
・電気ガス熱供給水道業
・運輸業・郵便業
・金融業・保険業
・不動産業・物品賃貸業
・宿泊業・飲食サービス業
・生活関連サービス業・娯楽業
・専門・技術サービス業
・新聞・出版・放送・メディア・広告
業
・教育・学習支援業
・医療福祉
・その他のサービス業
・政府／官公庁／団体
・その他の業種
・自由業
・主婦・主夫
・学生
・無職

・総務・人事・教育職
・財務・会計・経理職
・資材購買職
・広報・宣伝・マーケティング職
・デザイン・クリエイティブ職
・営業・販売・サービス職
・その他専門職
・その他一般職
・主婦・主夫
・学生
・無職

■役職
・経営者・役員クラス
・事業部長／工場長クラス
・部長クラス
・課長クラス
・係長・主任クラス
・一般社員・職員クラス
・契約・嘱託・派遣

■勤務地
・都道府県

■従業員数

■年商規模

・製造マネジメント
PDM／PLM
生産管理
製造業向けERP
製造業向けSCM
在庫管理
生産スケジューラ
BOM
図面管理／文書管理
製造業向けクラウド
その他ITソリューション
コンサルティングサービス

・節電・蓄電・発電
省エネ機器（LED照明含む）
発電システム（太陽光など）
蓄電システム
エネルギー管理システム／サービス
電気自動車関連（部品／材料含む）
電力供給サービス

・キャリア
キャリアアップ
スキルアップ
語学
エンジニア教育

・その他

エンジニアリング・メディア ターゲティングメール
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TechTargetジャパン／キーマンズネット ターゲティングメール

■ 原稿規定 （※入稿方法、使用禁止文字などは入稿基準をご覧ください）
・ 件名 ：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
・ 入稿締切日 ：3営業日前 18時まで
・ クリックカウントの取得：あり 、URLリンク数：20本まで（※）

＜セグメントフィールド＞

会員の登録情報、行動履歴をもとにターゲットをセグメントし、リーチできる1通独占型メール配信サービス
TechTargetジャパン、キーマンズネット会員の登録情報、行動履歴情報をもとに、対象を指定して配信できる1通独占型のメール配
信サービスです。キャンペーンサイトへの誘導などにご利用下さい。

※リンクURLは配信時にクリックカウント用URLに変更されますので予めご了承ください。

価格 : 30万円～／1回(最低配信数 2,000件)

配信可能日 : 平日 9時、10時、11時、12時、13時、15時、16時
最大配信可能数 ：約545,000通

費目 料金

基本料金 100,000円

メール配信料金 その他への誘導 ＠100円
企業名指定 ＠200円

リマインドメール
配信 ＋5万円／回（最大2回まで）

■業種 ■職種 ■勤務地 ■年商規模
農林水産業・鉱業 卸売業・小売業 経営・経営企画職 建築・土木関連職 47都道府県 5000万円未満
建設業 コンピュータ関連製品販売業・リセラー 環境対策・環境推進職 調査・計画 5000万円～1億円未満

建設コンサルタント その他卸売業・小売業 情報システム関連職 建築設計 ■役職クラス 1億円～10億円未満
住宅会社 電気・ガス・熱供給・水道業 社内情報システム（CIO・マネージャ） 土木設計 経営者・役員クラス 10億円～50億円未満
リフォーム専業 運輸業・郵便業 社内情報システム（企画・計画・調達） 構造設計 事業部長／工場長クラス 50億円～100億円未満
建築（意匠）設計事務所 金融業・保険業 社内情報システム（開発・運用管理） 設備設計 部長クラス 100億円～500億円未満
構造設計事務所 不動産業・物品賃貸業 社内情報システム（その他） インテリア・デザイン 課長クラス 500億円～1000億円未満
設備設計事務所 不動産（売買、賃貸）仲介 ITコンサルタント 積算・見積 係長・主任クラス 1000億円～1兆円未満
ゼネコン（総合建設業） 不動産管理 ITアーキテクト 施工管理 一般社員・職員クラス 1兆円以上
サブコン（専門建設業） デベロッパー（総合不動産業） プロジェクトマネージャ 技能工 契約・嘱託・派遣
工務店 その他不動産業 システム分析・設計 ビルメンテナンス パート・アルバイト
鉄道関連 宿泊業・飲食サービス業 プログラミング・テスト 研究・技術開発 無職
その他建設業 生活関連サービス業・娯楽業 保守・運用管理 不動産売買・開発 その他

商社 専門・技術サービス業 その他情報システム関連職 アセットマネジメント／プロパティマネジメント
製造業 新聞・出版・放送・メディア・広告業 モノづくり（研究・開発／設計／生産・製造技術）関連職 仲介（売買、テナント） ■従業員規模

コンピュータ関連機器製造業 教育・学習支援業 製品企画 その他建築・土木・不動産関連 1～9名
コンピュータ関連ソフトウェア製造業 医療・福祉 研究 総務・人事・教育職 10～49名
電子部品・デバイス・電子回路製造業 医師（開業医） 開発 総務・庶務 50～99名
電気機器製造業 医師（勤務医） 論理・回路設計（アナログ） 人事・教育職 100～299名
自動車・輸送用機器製造業 歯科医 論理・回路設計（デジタル） 法務・知財・渉外 300～499名
産業用・事務用機器製造業 看護師 機構・筐体などのメカ設計 財務・会計・経理職 500～999名
食品・化学・薬品製造業 医療事務員 その他の設計 財務 1000～1999名
素材・エネルギー関連製造業 介護職／ホームヘルパー 解析・シミュレーション 会計・経理 2000～4999名
その他の製造業 そのほか（作業療法士、理学療法士など） 組み込みソフトウェア開発（PM／アーキテクト） 資材・購買職 5000～9999名

情報サービス業 その他のサービス業 組み込みソフトウェア開発（設計／プログラミング） 広報・宣伝・マーケティング職 10000名以上

■関心事項
150以上のキーワードから選択できます

パッケージソフトウェア業 政府／官公庁／団体 組み込みソフトウェア開発（テスト／品質管理） 宣伝・マーケティング 非就業の方
SI（独立系、または、外販主体） その他の業種 製造・生産技術 広報・IR
SI（主に系列企業を対象とする） 自由業 生産管理・工程管理 デザイン・クリエイティブ職
受託開発・情報処理 主婦・主夫 品質管理 営業・販売・サービス職
組み込みソフトウェア業 学生 その他モノづくり関連職 その他専門職
ITコンサルティング業 無職 その他一般職
その他情報処理・情報サービス業 主婦・主夫

通信サービス業 学生
通信事業者 無職
ISP・iDC・SaaS・クラウド事業者
その他通信サービス業
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セミナー集客専用ターゲティングメール

TechTargetジャパン、キーマンズネット会員に配信する一通独占型セミナー集客メール広告
TechTargetジャパン／キーマンズネットのターゲティングメールを利用した集客支援サービスです。セミナー／イベントの開催時期や予算に応じて、
メール配信日や送信対象、送信件数を柔軟に指定していただくことが可能です。

メール配信料金 ：50円／通
※基本料金として10万円かかります。
※最低ご実施料金は、30万円（4,000通配信）となります。

■ご提供内容
メール配信（未クリック者への2次PUSHメール付き）

■原稿仕様
・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
・レポート ：クリックカウント（配信日より7日間）
・入稿締切 ：配信日の3営業日前の18時

■オプション
・3次PUSHメール：10万円（2次PUSH未クリック者へのリマインド配信）
・集客ページ制作：10万円

■備考
・メール原稿は貴社にて作成ください。

TechTargetジャパン、キー
マンズネット会員に配信さ
れるメールを1通独占するこ
とができます。

セミナーの見どころやプロ
グラムの詳細情報などを記
載下さい。
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記事企画「Special」
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アイティメディアの記事企画「Special」とは、貴社の商材やサービスを専門の編集スタッフが編集記事風に仕上げる記事体広告／タイアップ企画
の総称です。タイアップ専用の誘導枠を中心に、アイティメディアが有する数多くのサイト特性を活かして各種バナーやテキストアド、メールマガ
ジンなどを組み合わせた誘導メニューを策定し、効率よく読者を記事企画ページに誘導することができます。また、記事企画ページから貴社サイト
へ誘導したり、アンケートページを設置してユーザー調査を行ったりといった、インターネットならではの機能を活かしたアプローチも可能です。

＊貴社指定サイトへ誘導
ご希望に応じて、貴社指定のサイトへ誘導リンクを
設定することができます。企画ページの本文または
右カラムのスペースを使って、読者をスムーズに誘
導します。

●誘導メニュー
（タイアップ専用誘導枠）

●記事企画ページ

※誘導枠の仕様はサイトによって異なります。 ※記事企画ページのデザインや仕様は、掲載するサイトに
よって異なります。また、企画ページ内には、「PR」「提
供（広告主名）」「掲載内容有効期限」が入ります。

●ミニアンケート／資料請求
（オプション）

「Special」記事企画内からリンクしたアンケート／
資料請求フォーム（弊社専用フォーム利用）

※設問数は、合計10問まで（資料請求の場合、個人
情報提供への同意項目＋名刺情報を含めて合計15問
まで）。設問内容はお客様からテキストで支給いた
だきます。

※誘導は「Special」記事企画ページ内から行います
（個別の告知／誘導は設定致しません）。

記事企画 「Special」

●記事企画コンテンツは企画打ち合わせ後に弊社にて制作いたします。掲載前に校正作業をお願いいたします。
●制作期間は最初のお打ち合わせから掲載までおよそ1ヶ月程度です。また、誘導枠で使用するアイコンおよび

テキストは、弊社で制作いたします。

●制作したコンテンツは、お申し出のない限り、掲載期間終了後もバックナンバーとして掲載いたします。
●アイティメディア記事企画「Special」は、ご契約いただく誘導枠の掲載終了日までがサービスの提供期間となります。

関連
リンク

誘導枠
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ITmedia NEWS Special （記事企画）

国内外のITとビジネスの最新情報を圧倒的なボリュームでスピーディーに提供する総合ニュースサイト「 ITmedia NEWS  」
の特性を活かした切り口で、貴社プロモーションの目的に応じたコンテンツを制作いたします。

誘導枠掲載位置

●ITmedia NEWSトップページ ●ITmedia NEWS 記事ページ

誘
導
枠

誘導枠

サイドリンク

記事下リンク

●ITmedia TOP

誘
導
枠

誘導枠

トップリンク

サイドリンク

誘
導
枠

サイドリンク

10,000PV 保証プラン ￥1,900,000-
●コンテンツ：
・タイアップ記事1本（1html）制作

(コンテンツ掲載費含)

●実施期間
・最短1週間～最長2ヶ月
（保証PVを達成次第終了）

●保証PV：
・10,000PV

※PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される企画広告の全ページとなります。
※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。
※タイアップ記事の抜き刷りも納品可能です（オプション）。詳細はお問い合わせください。
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ITmedia ビジネスオンライン PV保証タイアップ

明日の事業成長を目指す次世代ビジネスリーダー向け、企業戦略に特化したビジネス誌
「 ITmedia ビジネスオンライン 」。各媒体の特性を活かした切り口で、
貴社プロモーションの目的に応じたコンテンツを制作いたします。

10,000PV 保証プラン ￥1,400,000-

●トップページ

誘
導
枠

●記事ページ

ITmedia ビジネスオンライン
サイドリンク

誘導枠

ITmedia ビジネスオンライン
記事下リンク

誘
導
枠

誘導枠

ITmedia ビジネスオンライン
トップリンク

ITmedia ビジネスオンライン
サイドリンク

誘導枠掲載位置

●コンテンツ：
・タイアップ記事1本（1html）制作

(コンテンツ掲載費含)

●実施期間
・最短1週間～最長2ヶ月
（保証PVを達成次第終了）

●保証PV：
・10,000PV

※PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される企画広告の全ページとなります。
※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。
※タイアップ記事の抜き刷りも納品可能です（オプション）。詳細はお問い合わせください。



48 48

ビジネス視点のIT情報専門メディア「ITmedia エンタープライズ」とITによる企業変革をテーマに企業の上級職
の方々にコミュニティを提供する会員制メディア「ITmedia エグゼクティブ」のタイアップ記事プランです。
あらゆる立場でITに携わるマネージャー以上の方々に対して、効率的にアプローチすることが可能です。

ITmedia エンタープライズ／ITmedia エグゼクティブ Special （記事企画）

誘導枠掲載位置

ITmedia エンタープライズ ITmedia エグゼクティブ

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)

●誘導枠：
・ITmedia エグゼクティブ サイドリンク（1ヶ月間）
・ITmedia エグゼクティブ 記事下リンク（1ヶ月間）
・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ヶ月間

スタンダードプラン：￥1,500,000-
●コンテンツ：
・タイアップ記事1本(コンテンツ掲載費含)

●誘導枠：
・ITmedia エンタープライズ トップリンク（1ヶ月間）
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（1ヶ月間）
・ITmedia エンタープライズ 記事下リンク（2週間）
・＠IT サイドリンク（2週間）
●実施期間：

1ヶ月間

ITmedia エグゼクティブITmedia エンタープライズ

トップページ 記事ページ

誘導枠

トップリンク

誘
導
枠

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

誘
導
枠

サイドリンク

トップページ 記事ページ

誘
導
枠

トップリンク

誘
導
枠

誘導枠

記事下リンク

サイドリンク
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＠IT/ITmedia エンタープライズ Special（記事企画）【PV保証】

編集部が編集・ディレクションするというコンテンツ制作体制は従来のまま、閲覧数を保証する記事体広告です。
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。

タイアップ掲載イメージ

＠ITまたはITmedia エンタープライズ Special(PV保証型）

【ご注意事項】
・PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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、誘導を停止致しますが、最低1週間は掲載を保証致します。(最大2か月間誘導）
・記事のボリュームは通常のSpecialタイアップ記事と同様、約4,000字程度です。
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

3,000PV保証
￥1,500,000

（税別/グロス）

4,000PV保証
￥1,700,000

（税別/グロス）

【＠ITの場合】 【ITmedia エンタープライズの場合】

5,000PV保証
￥2,100,000

（税別/グロス）
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ITmedia Mobile Special（記事企画）

スマートフォンをはじめとする携帯端末や通信サ
ービス、周辺機器、アプリに至るまで、ケータイ
に関するさまざまな製品・サービスを、感度の高
い目利き読者にプロモーションいたします。

ITmedia Mobile トップページ ITmedia Mobile  記事ページ

ITmedia PC USER Special（記事企画）

最新のPCや新機能に敏感でいち早く詳しい情報
を求めるハイエンド・ユーザーや、中小企業
/SOHOで活用できるOA機器の情報を求めるビジ
ネス・ユーザーに対して製品・サービス・ソリ
ューションのプロモーションが可能です。

ITmedia PC USER トップページ ITmedia PC USER 記事ページ

誘導枠掲載位置誘導枠掲載位置

誘導枠

スマートフォン

記事ページ

デジタルメディア
ユニット

スマホリンク

誘導枠

スマートフォン
記事ページ

デジタルメディア
ユニット

スマホリンク

スタンダードプラン ：￥1,500,000-
●コンテンツ：タイアップ記事1本制作（コンテンツ掲載費含）

●誘導枠：ITmedia Mobile スマートフォンビューデジタルメディアユニット
・トップリンク（1ヶ月間） ・スマホリンク（1週間）
・サイドリンク（1ヶ月間）
・記事下リンク（2週間）

●実施期間：1ヶ月間

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

誘導枠

サイドリンク

スタンダードプラン ：￥1,500,000-
●コンテンツ：タイアップ記事1本制作（コンテンツ掲載費含）

●誘導枠：ITmedia PC USER スマートフォンビューデジタルメディアユニット
・トップリンク（1ヶ月間） ・スマホリンク（1週間）
・サイドリンク（1ヶ月間）
・記事下リンク（2週間）

●実施期間：1ヶ月間
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ITmediaのコンシューマー向けメディアにて、安心してご出稿いただける“PV保証型”記事広告のPV単価を大幅刷新！広告主
様のご予算、ニーズにあわせて、保証PVは1PV単位でカスタマイズ可能です。

ITmedia Mobile & ITmedia PC USER PV保証タイアップ

保証PV PV単価 料金 最低保証
誘導期間 誘導広告枠・内容 制作期間 校正回数 レポート

50,000～ ￥70 ¥3,500,000～ 1週間 当社におまかせ 1ヶ月間 3回まで

・PV
・UB
・平均滞在時間
・外部リンク クリック数

Excel（PDF）ベース

30,000～ ￥80 ￥2,400,000～ 1週間 当社におまかせ 1ヶ月間 3回まで

10,000～ ￥90 ¥900,000～ 1週間 当社におまかせ 1ヶ月間 3回まで

対応媒体は
コチラ

 例：10,000PV保証の場合
PV単価

¥90

保証PV

10,000PV

料金

￥900,000

 例：20,000PV保証の場合
PV単価

¥90

保証PV

20,000PV

料金

￥1,800,000

・上記料金は全て税別、グロス金額です。
・10,000PV保証以上にて承ります。PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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、掲載を停止致しますが、最低1週間は掲載を保証致します。
・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、御見積致します。
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＠IT編集部が編集・ディレクションし、読者にわかりやすく伝えることができる記事体広告です。
技術的な内容の製品・サービス紹介や事例紹介、インタビューなど、 ITリーダー層に向けたプロモーション展開に最適です。

＠IT Special（記事企画）

￥1,500,000-（グロス税別）
●コンテンツ ：記事1本（1html）約4,000字。図版1～2点程度（掲載費含）
●誘導枠 ：＠IT トップリンク （1カ月間）

＠IT サイドリンク （1カ月間）
＠IT 記事下リンク （2週間）

●実施期間 ：1カ月間

＠IT 記事ページ＠IT トップページ

誘導枠掲載位置

￥1,500,000-（グロス税別）
●コンテンツ ：記事1本（1html）約4,000字。図版1～2点程度（掲載費含）

●誘導枠 ：＠IT自分戦略研究所 トップリンク（1カ月間）

＠IT自分戦略研究所 記事下リンク（1カ月間）

＠IT トップリンク（1カ月間） / ＠IT サイドリンク（2週間）

/＠IT 記事下リンク（2週間）

●実施期間 ：1カ月間

＠IT自分戦略研究所フォーラムトップページ ＠IT自分戦略研究所フォーラム記事ページ

誘導枠掲載位置

＠IT Special ＠IT自分戦略研究所 Special

誘導枠

＠IT トップリンク

誘導枠

誘導枠
＠IT 記事下リンク

＠IT サイドリンク
誘導枠

＠IT自分戦略研究所
トップリンク

誘導枠
＠IT自分戦略研究所

記事下リンク

誘導枠

＠IT サイドリンク
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＠IT/ITmedia エンタープライズ Special（記事企画）【PV保証】

編集部が編集・ディレクションするというコンテンツ制作体制は従来のまま、閲覧数を保証する記事体広告です。
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。

タイアップ掲載イメージ

【ご注意事項】
・PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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、誘導を停止致しますが、最低1週間は掲載を保証致します。(最大2か月間誘導）
・記事のボリュームは通常のSpecialタイアップ記事と同様、約4,000字程度です。
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

【＠IT】 【ITmedia エンタープライズ】

＠ITまたはITmedia エンタープライズ Special(PV保証型）

5,000PV保証
￥2,100,000

（税別/グロス）

4,000PV保証
￥1,700,000

（税別/グロス）

3,000PV保証
￥1,500,000

（税別/グロス）
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自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

MONOist Special（記事企画）

誘導枠掲載位置
トップページ フォーラムトップページ 記事ページ

誘
導
枠

誘
導
枠

誘
導
枠

MONOist
トップリンク

誘導枠

EM ALL
サイドリンク

EM ALL
サイドリンク

EM ALL
サイドリンク

スタンダードプラン(4,000字) ￥1,200,000-
Lite プラン(2,000字) ￥1,000,000-

●コンテンツ：タイアップ記事1本（1html）制作(コンテンツ掲載費含)

●実施期間：1カ月間

●誘導枠 ※共通
EM ALL サイドリンク(1カ月間）
MONOist トップリンク(1カ月間）
MONOist 記事下リンク(1カ月間）
EM スマートフォンビュー スマホリンク(1カ月間）

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・掲載いたします。トップインタビュー/
導入事例/展示会レポート/製品紹介など、プロモーション目的に応じたコンテンツ制作が可能です。組
み込み開発、メカ設計、エレクトロニクス、ロボット、医療機器など製造業界向けのプロモーション展
開に最適です。

誘導枠

MONOist
記事下リンク
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“PV数”（閲覧数）を保証するプランです

誘導枠例 ※保証ではございません※

※利用する誘導枠は、保証PV達成のために弊社任意で選定いたします。

【2,000PV保証】

¥1,300,000 -

ご提供価格

【注意事項】
・掲載に内容によってはPVを保証いたしかねます。事前に掲載内容の審査が必要となっており
ますのでご容赦願います。
・PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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。

(最大2カ月間誘導）
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

※税別・グロス価格です。
※上記はスタンダードプラン（4000文字） ×PV数保証
の価格となっております。Liteプラン（2000文字）
×PV数保証の場合は¥1,100,000にてご提供いたします。

トップページ

誘
導
枠

MONOist
トップリンク

誘導枠

EM ALL
サイドリンク

誘
導
枠

EM ALL
サイドリンク

誘導枠

記事ページ

MONOist
記事下リンク

自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

記事の体裁などは
期間保証・PV保証

共通です

MONOist Special（記事企画）【PV保証】
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誘導枠掲載位置

トップページ 記事ページ

誘
導
枠 誘

導
枠

トップリンク

誘導枠

EM ALL
サイドリンク

EM ALL
サイドリンク

スタンダードプラン(4,000字) ￥1,200,000-
Lite プラン(2,000字) ￥1,000,000-

●コンテンツ：タイアップ記事1本（1html）制作(コンテンツ掲載費含)

●実施期間：1カ月間

●誘導枠 ※共通
EM ALL サイドリンク(1カ月間）
EE Times Japan トップリンク または EDN Japan トップリンク(1カ月間）
EE Times Japan / EDN Japan 記事下リンク(1カ月間）
EM スマートフォンビュー スマホリンク(1カ月間）

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・掲載いたします。トップインタビュー/
導入事例/展示会レポート/製品紹介など、プロモーション目的に応じたコンテンツ制作が可能です。
エレクトロニクス業界向けのプロモーション展開に最適です。

誘導枠

自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

EE Times Japan / EDN Japan Special（記事企画）
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自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

“PV数”（閲覧数）を保証するプランです

誘導枠例 ※保証ではございません※

※利用する誘導枠は、保証PV達成のために弊社任意で選定いたします。

【2,000PV保証】

¥1,300,000 -

ご提供価格

【注意事項】
・掲載に内容によってはPVを保証いたしかねます。事前に掲載内容の審査が必要となっており
ますのでご容赦願います。
・PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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。

(最大2カ月間誘導）
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

※税別・グロス価格です。
※上記はスタンダードプラン（4000文字） ×PV数保証
の価格となっております。Liteプラン（2000文字）
×PV数保証の場合は¥1,100,000にてご提供いたします。

記事の体裁などは
期間保証・PV保証

共通です

トップページ 記事ページ

誘
導
枠

誘
導
枠トップリンク

誘導枠

EM ALL
サイドリンク EM ALL

サイドリンク

誘導枠

記事下リンク

EE Times Japan / EDN Japan Special（記事企画） 【PV保証】
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誘導枠掲載位置
スマートジャパン

TOPページ
スマートジャパン
SUB TOPページ

スマートジャパン
記事ページ

スタンダードプラン(4,000字) ￥1,000,000-
Lite プラン(2,000字) ￥800,000-

●コンテンツ：タイアップ記事1本（1html）制作(コンテンツ掲載費含)

●実施期間：1カ月間

●誘導枠
スマートジャパン サイドリンク（1カ月間）
スマートジャパン トップリンク（1カ月間）
スマートジャパン 記事下リンク（1カ月間）
スマートジャパン スマホリンク（1カ月間）

スマートジャパン Special（記事企画）

誘
導
枠

誘
導
枠

スマートジャパン
サイドリンク

スマートジャパン
サイドリンク スマートジャパン

サイドリンク
誘
導
枠

誘導枠 誘導枠 誘導枠

スマートジャパン
スーパーバナー

スマートジャパン
スーパーバナースマートジャパン

スーパーバナー

自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

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・掲載いたします。トップインタビュー/
導入事例/展示会レポート/製品紹介など、プロモーション目的に応じたコンテンツ制作が可能です。業
界向けのプロモーション展開に最適です。
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自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

“PV数”（閲覧数）を保証するプランです
記事の体裁などは
期間保証・PV保証

共通です
誘導枠例 ※保証ではございません※

※利用する誘導枠は、保証PV達成のために弊社任意で選定いたします。

【2,000PV保証】

¥1,100,000 -

ご提供価格

【注意事項】
・掲載に内容によってはPVを保証いたしかねます。事前に掲載内容の審査が必要となっており
ますのでご容赦願います。
・PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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。

(最大2カ月間誘導）
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

※税別・グロス価格です。
※上記はスタンダードプラン（4000文字） ×PV数保証
の価格となっております。Liteプラン（2000文字）
×PV数保証の場合は、¥900,000にてご提供いたします。

スマートジャパン
TOPページ

誘
導
枠

スマートジャパン
サイドリンク

誘導枠

スマートジャパン
スーパーバナー

スマートジャパン
記事ページ

スマートジャパン
サイドリンク

誘
導
枠

誘導枠

スマートジャパン
スーパーバナー

スマートジャパン Special（記事企画）【PV保証】
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BUILT Special（記事企画）

自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

スタンダードプラン(4,000字) ￥1,000,000-
Lite プラン(2,000字) ￥800,000-

●コンテンツ：タイアップ記事1本（1html）制作(コンテンツ掲載費含)

●実施期間：1カ月間

●誘導枠 ※共通
BUILT サイドリンク（1カ月間）
スマートジャパン／BUILT トップリンク（1カ月間）
スマートジャパン／BUILT 記事下リンク（1カ月間）
スマートジャパン スマホリンク（1カ月間） ※BUILTにも掲載されます

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・掲載いたします。トップインタビュー/
導入事例/展示会レポート/製品紹介など、プロモーション目的に応じたコンテンツ制作が可能です。業
界向けのプロモーション展開に最適です。

誘導枠掲載位置

BUILT
TOPページ

スマートジャパン
TOPページ

スマートジャパン
記事ページ

スマートジャパン
サイドリンク

誘
導
枠

誘導枠

BUILT 
トップリンク

掲載期間を保証するプランです

誘
導
枠

BUILT
サイドリンク

誘導枠

スマートジャパン
トップリンク

誘
導
枠

スマートジャパン
サイドリンク

BUILT
記事ページ

BUILT
TOPページ

誘
導
枠

BUILT
サイドリンク

誘導枠

BUILT 
記事下リンク

誘導枠

スマートジャパン
記事下リンク
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BUILT Special（記事企画）【PV保証】

自由に掲載
可能

自由に
掲載
可能

“PV数”（閲覧数）を保証するプランです
記事の体裁などは
期間保証・PV保証

共通です
誘導枠例 ※保証ではございません※

※利用する誘導枠は、保証PV達成のために弊社任意で選定いたします。

【2,000PV保証】

¥1,100,000 -

ご提供価格

【注意事項】
・掲載内容によってはPVを保証いたしかねます。事前に掲載内容の審査が必要となっておりま
すのでご容赦願います。
・PVの集計範囲はPCおよびスマートフォンに掲載される全記事ページとなります。
・誘導広告のスペースや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。

(最大2カ月間誘導）
・PV保証可能数と価格についてはお問い合わせください。

※税別・グロス価格です。
※上記はスタンダードプラン（4000文字） ×PV数保証
の価格となっております。Liteプラン（2000文字）×
PV数保証の場合は、¥900,000にてご提供いたします。

BUILT
記事ページ

誘
導
枠

BUILT
サイドリンク

誘導枠

BUILT 
記事下リンク

BUILT
TOPページ

誘導枠

BUILT 
トップリンク

誘
導
枠

BUILT
サイドリンク
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記事企画「Special」誘導枠 料金・仕様一覧（１）

※ユーザーのPC環境によっては意図されているレイアウトとは異なって表示されることもございます。予めご了承ください。

テキスト アイコン 容量

トップボックス Top 左カラム 固定 1週間 約36万 4 ¥750,000 テキスト：全角36文字以内 120×90 60KB未満

1ヶ月 約158万 ¥1,300,000

2週間 約79万 ¥700,000

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約20万 30 ¥400,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

サイドリンク Top、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約510万 15 ¥800,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約240万 8 ¥600,000 テキスト：全角36文字以内 150×113 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約17万 8 ¥400,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約410万 30 ¥800,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約189万 8 ¥600,000 テキスト：全角36文字以内 150×113 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約5.2万 8 ¥200,000 テキスト：全角28文字以内 80×60 60KB未満

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約133万 30 ¥500,000 テキスト：全角28文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約62万 8 ¥250,000 テキスト：全角28文字以内 150×113 60KB未満

サイドリンク Top、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約11万 30 ¥200,000 テキスト：全角28文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約11万 8 ¥200,000 テキスト：全角28文字以内 150×113 60KB未満

トップボックス Top 左カラム ローテーション 1ヶ月 約1.9万 2 ¥100,000 テキスト：全角36文字以内 120×90 60KB未満

ITmedia マーケティング サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約39万 10 ¥400,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約20万 10 ¥450,000 テキスト：全角36文字以内 150×113 60KB未満

トップボックス Top 左カラム 固定 月～水
木～日

約3.3万 1 ¥750,000 テキスト：全角36文字以内 240x180 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約12万 8 ¥250,000 テキスト：全角36文字以内 120×90 60KB未満

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 2週間 約95万 15 ¥500,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事上リンク 記事 記事上 固定 2週間 約85万 2 ¥250,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約85万 5 ¥500,000 テキスト：全角36文字以内 150×113 60KB未満

トップボックス Top 左カラム 固定 月～水
木～日

約2.6万 1 ¥750,000 テキスト：全角36文字以内 240x180 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 2週間 約2.6万 8 ¥250,000 テキスト：全角36文字以内 120×90 60KB未満

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 2週間 約73万 15 ¥500,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事上リンク 記事 記事上 固定 2週間 約61万 2 ¥250,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 2週間 約61万 5 ¥500,000 テキスト：全角36文字以内 150×113 60KB未満

ITmedia PC USER

掲載期間商品

ITmedia TOP

掲載面

Top

表示方法

右カラムサイドリンク

掲載位置

固定

メディア

60KB未満テキスト：全角36文字以内 80×60

仕様（左右×天地）
想定imp 料金枠数

10

ITmedia エグゼクティブ

ITmedia NEWS

ITmedia Mobile

ITmedia ビジネスオンライン

ITmedia エンタープライズ
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記事企画「Special」誘導枠 料金・仕様一覧（２）

※ユーザーのPC環境によっては意図されているレイアウトとは異なって表示されることもございます。予めご了承ください。

テキスト アイコン 容量

1ヶ月 約14万 ¥600,000

2週間 約7.3万 ¥300,000

1ヶ月 約760万 ¥600,000

2週間 約380万 ¥300,000

1ヶ月 約580万 ¥600,000

2週間 約290万 ¥300,000

トップページコーナーリン
ク

Top 右カラム 固定 1ヶ月 約14万 6 ¥400,000 - 300×50 60KB未満

フォーラムトップリンク 全フォーラム Top 左カラム 固定 1ヶ月 お問い合わせ下さい 2 ¥200,000 テキスト：全角28文字以内 80×60 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約6.5万 2 ¥300,000 テキスト：全角28文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 固定 1ヶ月 約70万 5 ¥300,000 テキスト：全角28文字以内 150×113 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約8.5万 30 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

MONOist フォーラムトップリンク 各フォーラム Top 左カラム 固定 1ヶ月 お問い合わせ下さい 各2 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 ローテーション 1ヶ月 約160万 30 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 150✕113 60KB未満

EE Times Japan トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約10万 30 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

EDN Japan トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約2.6万 30 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

MONOist/EE Times Japan/EDN
Japan

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約230万 30 ¥500,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

EE Times Japan/EDN Japan 記事下リンク 記事 記事下 ローテーション 1ヶ月 約113万 30 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 150✕113 60KB未満

トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約2.7万 10 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

サイドリンク Top、SubTOP、記事 右カラム ローテーション 1ヶ月 約28万 10 ¥400,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

記事下リンク 記事 記事下 ローテーション 1ヶ月 約25万 30 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 150✕113 60KB未満

 BUILT トップリンク Top 左カラム 固定 1ヶ月 約1.2万 10 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

スマートジャパン

枠数

記事

記事

Top 左カラム

サイドリンク

＠IT

メディア 商品 掲載面 想定imp

固定

記事下

トップリンク

記事下リンク

掲載位置 表示方法

右カラム ローテーション

掲載期間

ローテーション テキスト：全角28文字以内12

30 80×60

60KB未満テキスト：全角28文字以内 80×6015

料金
仕様（左右×天地）

60KB未満

60KB未満150×113

テキスト：全角28文字以内

＠IT自分戦略研究所
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記事企画「Special」誘導枠 料金・仕様一覧（３）

※ユーザーのPC環境によっては意図されているレイアウトとは異なって表示されることもございます。予めご了承ください。

テキスト アイコン 容量

1週間 約68万 ¥400,000

1ヶ月 約270万 ¥1,000,000

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 月～水
木～金

約13万 1 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

1週間 約210万 ¥400,000

1ヶ月 約850万 ¥1,600,000

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 1週間 約10万 1 ¥200,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

1週間 約270万 ¥350,000

1ヶ月 約1080万 ¥1,400,000

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 1週間 約1.1万 1 ¥100,000 テキスト：全角36文字以内 80×60 60KB未満

スマホリンク Top、記事 スマートフォンビュー 固定 1ヶ月 約260万 5 ¥500,000 タイトル：全角15文字以内
テキスト：全角36文字以内

80×60 60KB未満

トップボックス Top スマートフォンビュー 固定 1週間 約1.0万 1 ¥100,000 タイトル：全角15文字以内
テキスト：全角36文字以内

80×60 60KB未満

　エンジニアリングメディアユニット
　　・MONOist
　　・EE Times Japan
　　・EDN Japan

スマホリンク Top、記事 スマートフォンビュー 固定 1ヶ月 約87万 5 ¥200,000 タイトル：全角15文字以内
テキスト：全角36文字以内

80×60 60KB未満

　スマートジャパンメディアユニット
　　・スマートジャパン
　　・BUILT

スマホリンク Top、記事 スマートフォンビュー 固定 1ヶ月 約20万 5 ¥100,000 タイトル：全角15文字以内
テキスト：全角36文字以内

80×60 60KB未満

メディアユニット

　デバイス&サービスメディアユニット
　　・ITmedia Mobile
　　・ITmedia PC USER

スマホリンク Top、記事 スマートフォンビュー 固定

スマホリンク
Top、記事
※ITmedia Top除く 固定

　エンタープライズITメディアユニット
　　・＠IT
　　・ITmedia エンタープライズ
　　・ITmedia エグゼクティブ

スマートフォンビュー

　ビジネスメディアユニット
　　・ITmedia ビジネスオンライン

　ニュースメディアユニット
　　・ITmedia TOP
　　・ITmedia NEWS

スマートフォンビュー 固定

表示方法

テキスト：全角36文字以内

テキスト：全角36文字以内

テキスト：全角36文字以内5

想定imp 枠数

スマホリンク Top、記事

掲載面

5

仕様（左右×天地）
掲載位置

80×60 60KB未満

80×60 60KB未満

80×60 60KB未満

料金

5

商品 掲載期間
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記事企画「Special」制作料金・仕様一覧
サイト 分量 内容 料金

2本目以降
追加料金

備考

コンテンツ制作費
記事1本あたり約4,000字、図版3～5点程度
（MAXページ数：3P）

コンテンツ内容はお打ち合わせをもとに企画構成案を
決定し、約1ヶ月間の制作期間で掲載開始となります。

¥600,000 ¥400,000

コンテンツ掲載費 -
ITmediaサーバー上にコンテンツを掲載する費用です。
※企画本数ごとに、費用が発生します

¥200,000 -

企画用INDEXページ制作費 （オプション） 1html
企画記事の本数が複数にわたる場合に、
記事一覧として集約可能なINDEXページの制作料金です。

¥600,000 ¥100,000

コンテンツ制作費
記事1本（1html）あたり約4,000字、
図版3点程度

コンテンツ内容はお打ち合わせをもとに企画構成案を決定し、
約1カ月の制作期間で掲載開始となります。

¥500,000 ¥300,000

コンテンツ掲載費 -
ITmedia、＠ITサーバー上にコンテンツを掲載する費用です。
※企画本数ごとに、費用が発生します

¥200,000 -

企画用INDEXページ制作費 （オプション） 1html
企画記事の本数が複数にわたる場合に、
記事一覧として集約可能なINDEXページの制作料金です。

¥500,000 ¥100,000
※2ヶ月目以降の追加料金は維持メ
ンテナンス費となります。

EE Times Japan 電子版転載 （オプション）
企画記事として制作したコンテンツをEE Times Japan 電子版に
転載する制作料金です（掲載費別）。

¥100,000 -

※コンテンツ制作費には、誘導用バナーの作成、遠方への出張取材、モデルなどを起用した撮影、イラストやFlashを用いた動画などの特殊なコンテンツの制作費は含まれていません。別途制作費を頂戴いたします。

ITmedia Mobile
ITmedia PC USER

費目

ITmedia NEWS
ITmedia ビジネスオンライン
ITmedia エンタープライズ
ITmedia エグゼクティブ
ITmedia マーケティング
＠IT
＠IT自分戦略研究所
MONOist
EE Times Japan
EDN Japan
スマートジャパン
BUILT
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ウェビナー・バーチャルイベント・WEBキャスト
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イベント・サービスのご案内
年間100件を超える豊富なイベント実績を元に「企画・告知・集客・運営」を

編集部および、アイティメディア・イベントチームがサポートします

LIVE Web
セミナー

貴社主催のセミナーをオンラインで開催
貴社主催セミナーをオンラインで開催。リーズナブルな価格（ 90分／55万円～）にて実施可能で、集客協力や企画協力のサービ
スもございます。

バーチャル
イベント

貴社主催の「展示会」をオンライン開催
インターネット上に会員制の資料＆動画サイトを構築、貴社主催の「展示会」をオンラインで開催します。会場設営、ブース造作
・装飾、展示コンテンツ制作、事務局運営など来場者サポートまで当社が対応します。

ウェビナー
プラットフォーム

ウェビナー（Webセミナー）プラットフォームご提供
登録から告知、セミナー配信、レポート、アーカイブ配信まで、オンラインセミナーを行うために必要な機能を全て備えたウェビ
ナー配信プラットフォームである米ON24「Webcast Elite」をご提供。

集客サービス
貴社主催イベントへの集客をサポートします
貴社主催イベントへの集客もご相談ください。メールによる参加呼びかけから集客ページ設置の代行、貴社申込みページへの誘導
数を保証するプランなど、さまざまな手段で貴社イベントの集客を支援します。

新型コロナウイルス感染拡大により、現在アイティメディア各編集部主催のリアル（オフライン、フィジカル）イベントは提供しておりません。

ONLINE

ONLINE

ONLINE

ONLINE

受託型
セミナー

ご客様のご要望をすべて叶える、自由度の高いタイプ
貴社主催セミナーをオンライン・オフライン問わず、ご要望に応じ、企画や講演者のアサイン、集客、当日運営までをサポートし
ます。5～10名の小規模イベントから1000名を超える大規模イベントまで、さまざまなタイプのイベントをサポートします。

ON/OFFLINE
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LIVE Webセミナー

料金表：

※プロフェッショナル機材利用費には、カメラ、配信サポ
ート、スタジオ利用費が含まれます。

※ウェビナーは実施日から1年間、オンデマンド利用可能で
す。

※同時視聴者数を超えた場合、視聴者は視聴画面にアクセ
スすることができなくなります。

※180分を超える配信や、同時視聴者数が1,000名を超える
ウェブセミナーも可能です（追加料金が発生します）。

※集客協力や企画協力のサービスもございます。詳細は担
当営業までお問い合わせください。

リアルなセミナーの代替として利用可能
当社では2009年からセミナーや展示会のようなイベントの開催をオンラインで実現するソリューションを提供してきており、同分野で
はトップクラスの実績を持っています。現環境下で少しでも事業活動継続のお力になれるよう、「LIVE Webセミナープラン」をご用
意しました。セミナー開催にお悩みの企業様の一助となりますと幸いです。

1回配信の料金
同時視聴者数 プロフェッショナル

機材利用費100名以内 1,000名以内

配信
時間

90分以内 ￥550,000 ￥650,000 +￥300,000

120分以内 ￥655,000 ￥755,000 +￥350,000

180分以内 ￥865,000 ￥965,000 +￥400,000
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セルフ型Webcast『Elite』

※ 詳細情報についてはお問い合わせください
※こちらの内容は変更になる場合がございます

～バーチャルイベント、Webcastを提供する米「ON24」～
ON24社は全世界で800社以上、年間10万本以上のオンラインセミナーを配信するバーチャルイベントのマーケットリーダーです。
世界8カ国に支社があり、日本ではITmediaが販売、運営をサポートしています。

Webcast Eliteは、約18万円/月よりお試し頂けます。

登録から告知、セミナー配信、レポート、アーカイブ配信まで、オンラインセ
ミナーを行うために必要な機能を備えたウェビナー配信プラットフォームです。

Elite 100

価格 2,000,000円/年間

配信回数 10回

視聴人数 100名同時視聴

配信時間 90分/回

オンデマンド配信期間 契約終了まで
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広告仕様一覧
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広告仕様一覧 / ITmedia TOP、ITmedia NEWS

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

1週間 毎週月曜 120,000 想定 ¥500,000
1カ月間 毎月1日 480,000 想定 ¥1,600,000
1週間 毎週月曜 120,000 想定 ¥800,000

1カ月間 毎月1日 480,000 想定 ¥2,600,000

② プッシュダウンスーパーバナー TOP ローテーション 1週間 毎週月曜 120,000 想定 ¥1,200,000 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

3回 1本 不可

1週間 毎週月曜 120,000 想定 ¥750,000
1カ月間 毎月1日 480,000 想定 ¥2,500,000
1週間 毎週月曜 350,000 想定 ¥500,000

1カ月間 毎月1日 1,400,000 想定 ¥1,300,000

⑥ テキスト TOP 固定 1週間 毎週月曜 350,000 想定 3 ¥450,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

⑦ ブランドテキスト TOP 固定 1週間 毎週月曜 350,000 想定 5 ¥400,000 テキスト 全角45文字以内 - - 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.4 ゲートパック TOP 約1/3回 1週間 毎週月曜 130,000 想定 3 ¥2,500,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 220,000 想定 2 ¥700,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1週間 毎週月曜 950,000 想定 2 ¥250,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑩ ランキングPRテキスト ALL ローテーション 1週間 毎週月曜 300,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

④ PR-Features TOP、SubTOP 固定 2週間 隔週月曜 180,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg、png
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(流込)

60KB未満 不可 3本 1回

⑤ ローテーションスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

⑥ ローテーションWスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

⑦ ローテーションレクタングル 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

⑨ 記事下レクタングル 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 32,000 想定 2 ¥1,350,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 20,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - - ¥6.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

3本

1回3回

gif、jpg、png

300×300,300×250,300×600

150KB未満

150KB未満

3回

ITmedia
NEWS

ITmedia
TOP

ローテーション① スーパーバナー TOP

⑤ セカンドレクタングル TOP

② Wスーパーバナー TOP

固定

ローテーション 3 728×180

300×300,300×250

gif、jpg、png 150KB未満 3回

-

4本

1回

3本 1回

gif、jpg、png3

-

3回150KB未満 3本728×90 1回gif、jpg、png

-③ レクタングル TOP

1

ローテーション
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広告仕様一覧 / ITmedia エンタープライズ、 ITmedia エグゼクティブ

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 59,000 想定 ¥230,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

⑤ テキスト ALL 固定 2週間 隔週月曜 730,000 想定 2 ¥320,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ ローテーションスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

⑦ ローテーションWスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

⑧ ローテーションレクタングル 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

⑩ 記事下レクタングル 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 6,700 想定 2 ¥260,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 7,700 想定 1 ¥190,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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
50KB以内

不可・30秒以内 1本 不可

P.6 ビルボード（静止画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満 不可 3本 1回

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - - ¥6.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 55,000 想定 2 ¥330,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 55,000 想定 2 ¥440,000 - gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 54,000 想定 2 ¥430,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

⑤ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 100,000 想定 2 ¥150,000 - テキスト 全角28文字以内 150KB未満 - 3本 1回

⑥ 記事下レクタングル 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 93,000 想定 1 ¥270,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック ALL 約1/2回 1週間 毎週月曜 11,000 想定 2 ¥550,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1カ月間 毎月1日 6,200 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

ITmedia
エンタープライズ

ITmedia
エグゼクティブ

2
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広告仕様一覧 / ITmedia ビジネスオンライン、ITmedia マーケティング

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 150,000 想定 ¥500,000 - gif、jpg、png 728×90 30KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 200,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 50KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 290,000 想定 2 ¥300,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

④ 記事下レクタングル ALL 固定 1カ月間 毎月1日 150,000 想定 1 ¥700,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 50KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック ALL 約1/2回 1週間 毎週月曜 0 想定 2 ¥1,800,000 - gif、jpg、png

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

100KB未満
200KB未満
50KB未満
30KB未満

不可
不可
3回
3回

1本 不可

ITmedia
マーケティング

2

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① ビルボード（静止画広告） ALL ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB以内 不可 3本 1回

② レクタングル TOP 固定 1カ月間 毎月1日 175,000 想定 1 ¥350,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

④ 記事下レクタングル 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

⑤ テキスト 記事ページ 固定 1週間 毎週月曜 1,050,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

⑥ ローテーションスーパーバナー SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

⑦ ローテーションWスーパーバナー SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

⑧ ローテーションレクタングル SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

⑩ ランキングPRテキスト ALL ローテーション 1週間 毎週月曜 322,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト 全角38文字以内 - - 3本 1回

P.4 ゲートパック TOP 固定 1週間 毎週月曜 40,000 想定 1 ¥1,000,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 13,000 想定 2 ¥450,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - - ¥6.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

ITmedia
ビジネスオンライン
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広告仕様一覧 / ITmedia Mobile 、ITmedia PC USER

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 145,000 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回
② Wスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 145,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回
③ レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 145,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回
④ Wレクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 145,000 想定 2 ¥750,000 - gif、jpg、png 300×600 150KB未満 3回 3本 1回
⑤ テキスト TOP、SubTOP 固定 1週間 毎週月曜 68,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ PR-Features TOP 固定 1週間 毎週月曜 60,000 想定 1 ¥100,000 -
gif、jpg、png + テキス
ト

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(流込)

60KB未満 不可 3本 1回

⑦ セカンドレクタングル ALL 固定 1週間 毎週月曜 340,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回
⑧ ローテーションスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥0.8 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回
⑨ ローテーションWスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥1.2 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回
⑩ ローテーションレクタングル 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥1.2 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回
⑪ ローテーションWレクタングル 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥1.6 gif、jpg、png 300×600 150KB未満 3回 3本 1回
⑫ 記事下レクタングル 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 imp 保証 - - ¥0.8 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 33,000 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 23,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 view 保証 - - ¥6.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

① スーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 120,000 想定 2 ¥350,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回
② Wスーパーバナー TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 120,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回
③ レクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 120,000 想定 2 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回
④ Wレクタングル TOP、SubTOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 120,000 想定 2 ¥750,000 - gif、jpg、png 300×600 150KB未満 3回 3本 1回
⑤ テキスト TOP、SubTOP 固定 1週間 毎週月曜 60,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ PR-Features TOP 固定 1週間 毎週月曜 51,000 想定 1 ¥100,000 - gif、jpg、png
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(流込)

60KB未満 不可 3本 1回

⑦ セカンドレクタングル ALL 固定 1週間 毎週月曜 310,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回
⑧ ローテーションスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥0.8 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回
⑨ ローテーションWスーパーバナー 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥1.2 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回
⑩ ローテーションレクタングル 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥1.2 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回
⑪ ローテーションWレクタングル 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 20万imp～ 保証 - - ¥1.6 gif、jpg、png 300×600 150KB未満 3回 3本 1回
⑫ 記事下レクタングル 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 imp 保証 - - ¥0.8 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

1週間 毎週月曜 680,000 想定 ¥500,000

1カ月間 毎月1日 2,720,000 想定 ¥1,500,000

1週間 毎週月曜 500,000 想定 ¥500,000
1カ月間 毎月1日 2,000,000 想定 ¥1,500,000
1週間 毎週月曜 600,000 想定 7 ¥250,000

1カ月間 毎月1日 2,400,000 想定 7 ¥750,000

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 26,000 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 29,000 想定 1 ¥750,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 view 保証 - - ¥6.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

⑮ クロスチャンネルテキスト Mobile、PC USER 全ページ 固定 - テキスト 全角21文字以内×2行 - - 3本 1回

- - 3本 1回

-

- テキスト 全角28文字以内

3本-テキスト - 2回

ITmedia
Mobile

ITmedia
PC USER

⑭ プレミアムテキスト Mobile、PC USER 記事ページ 固定 2

全角21文字以内×2行15⑬ オススメPC情報テキスト 固定Mobile、PC USER 全ページ
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広告仕様一覧 / ＠IT 

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 110,000 想定 2 ¥660,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② ミドルテキスト TOP 固定 1週間 毎週月曜 57,000 想定 3 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 不可

③ レクタングル TOP ローテーション 1カ月間 毎月1日 110,000 想定 2 ¥770,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 22,000 想定 2 ¥440,000 - gif、jpg、png
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

150KB未満
200KB未満
150KB未満

不可
不可
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen TOP 12時間に1回
/1UB

1週間 毎週月曜 23,500 想定 2 ¥400,000 - gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.6 ビルボード（静止画広告・オーディ
エンスターゲティング可）

TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - 最低実施金額
¥3,000,000

¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満 不可 3本 1回

P.7 インリード（動画広告） 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥6.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

① ジェネラルローテーション スーパーバ
ナー

SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② ジェネラルローテーション プッシュダ
ウンスーパーバナー

SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

3回 1本 不可

③ ジェネラルローテーション レクタング
ル

SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.4 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

④ サードレクタングル ALL ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥1.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

Windows Server Insider 2,600,000 想定 2 ¥930,000 -
Linux & OSS 760,000 想定 2 ¥270,000 -
Java Agile 170,000 想定 2 ¥100,000 -
Master of IP Network 230,000 想定 2 ¥100,000 -
Security & Trust 170,000 想定 2 ¥100,000 -
Database Expert 370,000 想定 2 ¥130,000 -
HTML5＋UX 210,000 想定 2 ¥100,000 -
Coding Edge 160,000 想定 2 ¥100,000 -
Server & Storage 430,000 想定 2 ¥150,000 -
Smart & Social 71,000 想定 2 ¥100,000 -
Test & Tools 70,000 想定 2 ¥100,000 -
System Design 100,000 想定 2 ¥100,000 -
ALL 1週間 毎週月曜 2,000,000 想定 2 ¥700,000 -
Windows Server Insider 2,600,000 想定 1 ¥1,300,000 -
Linux & OSS 760,000 想定 1 ¥380,000 -
Java Agile 170,000 想定 1 ¥100,000 -
Master of IP Network 230,000 想定 1 ¥110,000 -
Security & Trust 170,000 想定 1 ¥100,000 -
Database Expert 370,000 想定 1 ¥180,000 -
HTML5＋UX 210,000 想定 1 ¥100,000 -
Coding Edge 160,000 想定 1 ¥100,000 -
Server & Storage 430,000 想定 1 ¥210,000 -
Smart & Social 71,000 想定 1 ¥100,000 -
Test & Tools 70,000 想定 1 ¥100,000 -
System Design 100,000 想定 1 ¥100,000 -

3本

4本

-

1回300×300,300×250 150KB未満 3回

固定

記事下レクタングル 固定

フォーラムテキスト

⑥

＠IT

＠IT

1カ月間 毎月1日

毎月1日

1回テキスト タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内

-⑤

1カ月間 gif、jpg、png
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広告仕様一覧 / ＠IT 自分戦略研究所、 MONOist

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 290,000 想定 4 ¥600,000 - gif、jpg、png 728×90+ 150KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 290,000 想定 4 ¥700,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 750,000 想定 3 ¥300,000 - テキスト タイトル：全角19文字以内（太字）
テキスト：全角38文字以内

- - 3本 1回

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

スーパーバナー TOP 110,000 想定 ¥600,000 - gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー TOP 110,000 想定 ¥800,000 - gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル TOP 110,000 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 3本 1回

組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA
組み込み開発
メカ設計
製造マネジメント
オートモーティブ
FA

FA 固定 1カ月間 毎月1日 170,000 想定 1 ¥300,000 -

組み込み開発 350,000 想定
メカ設計 300,000 想定
製造マネジメント 240,000 想定
オートモーティブ 240,000 想定
FA 180,000 想定

⑦ 記事下レクタングル 記事ページ（※キーワード指定可） ローテーション 1カ月間 毎月1日 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 固定 1週間 毎週月曜 0 想定 1 ¥1,000,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回
/1UB

任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

¥3.0
¥4.0
¥5.0

gif、jpg、png
3本
3本
1本

1回
1回
1回

3回

3回
3回
3回

-

150KB未満

テキスト 3本

4本

3本

4本

全角21文字以内×3行(1行目太字)

gif、jpg、png

300×300,300×250,300×600

不可

1回

1回

¥4.0

300×300,300×250

150KB未満

150KB未満

¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250

ＭONOist

¥100,000

＠IT自分戦略研究
所

1カ月間 毎月1日

ローテーション -

-

1

ローテーション -

固定

保証

③

-保証ビルボード（静止画広告）

毎月1日

5,000imp～

imp

1カ月間 毎月1日 imp

①

フォーラム スーパーバナー
フォーラム Wスーパーバナー
フォーラム プッシュダウン スーパーバ
ナー

-

保証 -

3

728×90
728×180
リマインダー：728×90
プッシュダウン：728×300

1回

1回

固定 -

⑤

フォーラム
レクタングル

フォーラム
セカンドレクタングル

ローテーション - 3回

フォーラムテキスト

④ gif、jpg、png

150KB未満
150KB未満
150KB未満
150KB未満

1カ月間

⑥ 1カ月間 毎月1日

任意
(1週間以上) 任意
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広告仕様一覧 / EE Times Japan、EDN Japan

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥5.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

3回 1本 不可

ビルボード（静止画広告） ALL ローテーション 任意(1週間以上) 任意 5,000imp～ 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満 不可 3本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 920,000 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) - - 3本 1回

④ 記事下レクタングル 記事ページ（※キーワード指定可） ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 0 想定 1 ¥800,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回
/1UB

任意(1週間以上) 任意 imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥5.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 imp 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

3回 1本 不可

ビルボード（静止画広告） ALL ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 5,000imp～ 保証 - - ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満 不可 3本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 毎月1日 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 430,000 想定 3 ¥100,000 - テキスト 全角21文字以内×3行(1行目太字) - - 3本 1回

④ 記事下レクタングル 記事ページ（※キーワード指定可） ローテーション 1カ月間 毎月1日 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.4 ゲートパック TOP 約1/2回 1週間 毎週月曜 0 想定 1 ¥400,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回
/1UB

任意(1週間以上) 任意 imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意(1週間以上) 任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

EDN Japan

EE Times Japan

①

①
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広告仕様一覧 / スマートジャパン、BUILT

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

スーパーバナー ALL ¥2.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

スーパーバナー（カテゴリー指定あ
り）

ALL ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー ALL ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

Wスーパーバナー（カテゴリー指定
あり）

ALL ¥5.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー ALL ¥6.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

3回 3本 1回

プッシュダウンスーパーバナー（カテ
ゴリー指定あり）

ALL ¥7.0 gif、jpg、png リマインダー：728×90
プッシュダウン：728x300

150KB未満
150KB未満

3回 3本 1回

ビルボード（静止画広告） ALL 任意
(1週間以上)

任意 5,000imp～ 保証 ¥6.0 gif、jpg、png 970ｘ250 150KB未満 不可 3本 1回

レクタングル ALL ¥3.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

レクタングル（カテゴリー指定あ
り）

ALL ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

③ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 310,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

記事下レクタングル 記事ページ ¥1.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

記事下レクタングル（カテゴリー指
定あり）

記事ページ ¥2.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

P.6 ビルボード（動画広告） TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 view 保証 - 最低実施金額
¥1,000,000

¥10.0 動画: mp4
静止画: gif､jpg､png

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

不可・30秒以内 1本 不可

P.5 WelcomeScreen ALL 12時間に1回
/1UB

任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥15.0 gif、jpg、png 640×480 150KB未満 不可・10秒以内 3本 1回

P.4 ゲートパック ALL 約1/5回 1週間 毎週月曜 0 想定 1 ¥1,000,000 - gif、jpg、png

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

不可
不可
3回
3回

1本 不可

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② Wスーパーバナー ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 728×180 150KB未満 3回 3本 1回

③ レクタングル ALL ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

⑤ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 120,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

⑥ 記事下レクタングル 記事ページ ローテーション 1カ月間 任意 imp 保証 - - ¥2.0 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

1カ月間

BUILT

スマートジャパン

①

②

④

1カ月間 毎月1日

1カ月間 毎月1日
-

imp 保証
-

毎月1日

ローテーション

ローテーション

ローテーション

imp 保証 - -

imp 保証 - -
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広告仕様一覧 / TechTargetジャパン、キーマンズネット

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー SubTOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル ALL ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（ITインフラ）
仮想化、クラウド、
サーバ＆ストレージ、ネットワーク
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 140,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（スマートモバ
イル）

スマートモバイル
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 11,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（経営とIT） 経営とIT、中堅・中小企業とIT、ERP
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 45,000 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（システム開
発／運用管理）

システム開発、システム運用管理
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 92,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（セキュリ
ティ）

セキュリティ
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 42,000 想定 1 ¥200,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

セカンドレクタングル（情報系シス
テム）

データ分析、情報系システム、CRM
＆SFA
専門メディアTOP、記事面

固定 1カ月間 毎月1日 47,000 想定 1 ¥150,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

⑤ テキスト ALL 固定 1カ月間 毎月1日 460,000 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スーパーバナー TOP、SubTop、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 728×90 150KB未満 3回 3本 1回

② レクタングル TOP、SubTop、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

③ セカンドレクタングル TOP、SubTop、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 imp 保証 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

④ テキスト 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 170,000 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

ITキャパチャージ レクタングル
（ベーシック）

ITキャパチャージ ベーシックコース記事
ページ

ローテーション 1カ月間 毎月1日 290,000 想定 2 ¥600,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

ITキャパチャージ レクタングル
（データベース）

ITキャパチャージ データベースコース記
事ページ

固定 1カ月間 毎月1日 140,000 想定 1 ¥300,000 - 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

ITキャパチャージ レクタングル（IT
コーディネータ）

ITキャパチャージ ITコーディネータコース
記事ページ

固定 1カ月間 毎月1日 150,000 想定 1 ¥300,000 - 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

ITキャパチャージ レクタングル
（Security＋）

ITキャパチャージ Security+コース記事
ページ

固定 1カ月間 毎月1日 130,000 想定 1 ¥250,000 - 300×300,300×250,300×600 150KB未満 3回 4本 1回

キーマンズネット

gif、jpg、png

TechTarget
ジャパン

④

⑤
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広告仕様一覧 / スマートフォンビュー

メディア 商品名 掲載面 表示方法 掲載期間 開始日 想定IMP 枠数 料金 単価 ファイル
形式

サイズ
(W×H)

容量 ループ 同時原稿
本数

差替

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

② スマートフォンバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥1.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満 3回 3本 1回

③ スマートフォンWバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×100 20KB未満 3回 3本 1回

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1週間 1週間 440,000 想定 2 ¥400,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥2.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

② スマートフォンバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥2.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満 3回 3本 1回

③ スマートフォンWバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満 3回 3本 1回

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1週間 1週間 1,050,000 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥1.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1週間 1週間 1,200,000 想定 2 ¥500,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

② スマートフォンバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満 3回 3本 1回

③ スマートフォンWバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満 3回 3本 1回

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 2,200,000 想定 2 ¥750,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 330,000 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

② スマートフォンバナー 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 320,000 想定 1 ¥300,000 - gif、jpg、png 300×50 10KB未満 3回 3本 1回
③ スマートフォンWバナー 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 320,000 想定 1 ¥500,000 - gif、jpg、png 300×100 20KB未満 3回 3本 1回
④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 330,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

② スマートフォンバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満 3回 3本 1回

③ スマートフォンWバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

任意 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満 3回 3本 1回

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 970,000 想定 2 ¥200,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

① スマートフォンレクタングル TOP、記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

毎月1日 - - ¥3.5 gif、jpg、png 300×300,300×250 150KB未満 3回 4本 1回

② スマートフォンバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

毎月1日 - - ¥3.0 gif、jpg、png 300×50 10KB未満 3回 3本 1回

③ スマートフォンWバナー 記事ページ ローテーション 任意
(1週間以上)

毎月1日 - - ¥4.0 gif、jpg、png 300×100 20KB未満 3回 3本 1回

④ スマートフォンテキスト 記事ページ 固定 1カ月間 毎月1日 170,000 想定 2 ¥100,000 - テキスト 全角28文字以内 - - 3本 1回

　　エンタープライズITメディアユニット
　　　・＠IT
　　　・ITmedia エンタープライズ
　　　・ITmedia エグゼクティブ

　　ターゲティングメディアユニット
　　　・TechTargetジャパン
　　　・ITmedia マーケティング

　　エンジニアリングメディアユニット
　　　・MONOist
　　　・EE Times Japan
　　　・EDN Japan

　　スマートジャパンメディアユニット
　　　・スマートジャパン

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

　デバイス&サービスメディアユニット
　　 ・ITmedia Mobile
　  　・ITmedia PC USER

　　ニュースメディアユニット
　　　・ITmedia TOP
　　　・ITmedia NEWS

　　ビジネス メディアユニット
　　　・ITmedia ビジネスオンライン

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）

imp　保証
(10万imp～）
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媒体規定・入稿基準
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広告の掲載につきまして
・広告の掲載可否（掲載中の掲載停止の可否を含みます）につきましては、アイティメディア株式会社が広告掲載基準に基づき判断し決定いたします。
・掲載された広告およびリンク先の内容についての一切の責任は、広告主が負うものとします。
・同ページに複数の広告が掲載される場合、同業種競合調整はいたしません。ご了承ください。

広告掲載基準
１．掲載に関する基本基準

（1） 弊社及び弊社の運営するサイトの信頼と品位を損なう表現・内容を含む広告は掲載しません。
（2） 法令、政令、省令、条例、条約、業界規制等に違反する表現、内容を含む広告は掲載しません。
（3） 虚偽、誇大、もしくは誤認、錯誤される恐れのある表現・内容を含む広告は掲載しません。
（4） 以下の類を含む、公序良俗に反する表現・内容を含む広告は掲載しません。

・人権を侵害する恐れのある表現・内容
・名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、誹謗中傷、その他不当な業務妨害となる恐れのある表現・内容
・非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える恐れのある表現・内容
・宗教信仰による布教活動を目的としている表現・内容
・暴力、賭博、麻薬、売春などの犯罪行為を肯定、美化した表現・内容
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与える表現・内容
・性的に露骨、わいせつ、セクハラに該当するおそれのある表現・内容
・風紀を乱し、犯罪を誘発するおそれのある表現・内容
・賭博行為および投機等、射幸心を著しく煽る恐れのある表現・内容

（５） 消費者を混乱させる恐れのある表現・内容を含む広告は掲載しない。
（６） 団体・個人の氏名、肖像、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用している恐れ、または権利侵害のある恐れのある表現・内容を含む広告は掲載しません。
（７） 広告内容及びリンク先に関し運営者が不明、または責任所在が明らかでない広告は掲載しません。
（８） その他、弊社が不適当と判断した表現・内容を含む広告は掲載しません。
（９） 個人サイトの広告は掲載しません。

２．掲載の停止
（１） 掲載開始後に以下の事由が生じた場合、アイティメディアは広告掲載を停止することがあります。なお、アイティメディアは、本項目に基づく掲載停止に関し、

広告主に対し何らの責めを負うものではありません。
① 広告に含まれるリンク先サイトが、アイティメディアの責によらない理由によりデッドリンクとなっているとき
② 広告に含まれるリンク先サイトがウイルスに侵された等、何らかの不具合が発生した場合
③ 掲載を継続することにより第三者もしくはアイティメディアに損害が生じる恐れがある、または第三者もしくはアイティメディアの信用を損なう恐れがあるとアイティメディアが判断したとき
④ 法令・業界規制等の改定、その他の掲載後に生じた事情の変更により、広告の内容が広告掲載基準に違反することとなったとアイティメディアが判断したとき
⑤ 広告掲載規準に違反すると、アイティメディアが判断したとき

（２） 前項目（１）に基づき掲載停止した期間における広告主の広告掲載料の支払い義務は、免除されないものとします。

３．掲載の中断
（１） 掲載開始後に以下の事由が生じた場合、アイティメディアは広告掲載を中断します。

① 火災、停電、天災地変、戦乱等の非常事態、インターネットトラフィックの過大等の不可抗力により広告配信サーバ又は広告配信システムが故障し、または機能不能となった場合
② 広告配信サーバ又は広告配信システムの定期または緊急の保守・点検を行う場合
③ 第三者によるハッキングやクラッキング、不正アクセス等、アイティメディアの責に帰すことのできない事由により広告配信サーバ又は広告配信システムに障害が生じた場合
④ その他アイティメディアが広告配信サーバまたは広告配信システムの一時的な中断が必要と判断した場合

（２） 前項目に基づく中断により、広告主の申込条件通りに広告掲載が不可能になった場合、または掲載された広告からリンク先への接続ができない場合等、広告掲載契約における当社の義務を
履行できない事象が生じた場合におけるアイティメディアの義務は、可能な限り、当該事象を治癒することに限定されるものとします。また、当該事象がアイティメディアの故意または
重大な過失によることが明らかである場合を除き、アイティメディアは当該事象に起因する広告主の損害について一切責任を負わないものとします。

媒体規定
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入稿基準 （１） 入稿方法

入稿形式 電子メールにてご入稿ください。

入稿先 宛にご入稿ください。
原稿内容確認の後、受領確認メールを送付いたします。
※万が一掲載開始前日までに届かない場合はお手数ですがお問い合わせください。

入稿情報 原稿入稿時には以下の内容をご記載ください。

入稿締切 Web広告
掲載開始日の３営業日前、18時まで
（但し、WelcomeScreen・ゲート広告は5営業日前、

動画広告・第三者配信は10営業日前）
Mail広告

配信開始日の３営業日前、18時まで

■ 入稿方法

※件名の MM/DD は、掲載開始日、または、差替反映日を記載してください。

入稿メールに
関するご注意

• バナー原稿のファイル名は半角英数字と、_（半角アンダーバー）のみ使
用可能です（20文字以内）

• 漢字、ひらがな、カタカナ、@などの全角文字や記号は使用できません。
• 長文メールを除くテキスト原稿は、電子メール本文中に直接記載して下さ

い。

• 件名の mm/ddは、掲載開始日または差替え日を記載してください。

• １メールに１商品（同一案件の複数商品を併記しない）にてご入稿下さい。

制限事項 • ブラウザの仕様(スクリプトの記述文字数制限)などにより、想定していた
とおりの動作ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

• ユーザーの環境設定によっては想定どおりの表示ができない場合がありま
す。あらかじめご了承ください。

備考 • 土日、祝日の掲載開始は不可となります。但し、1日掲載開始の月売商品
や月曜開始の週売商品など一部商品については土日、祝日の掲載開始が可
能です。

• 掲載開始は0時となります、リンク先URLは掲載開始日の０時までにオー
プンして頂くようお願いします。

• リンク先URLは必ず入稿メールの本文に直接記載してご入稿ください。

• リンク先URLがリダイレクトされる場合は、備考として最終表示先のURL
もご記載ください。

• リンク先URLにご利用いただけるプロトコルはhttp/httpsのみとなります。
ftp等はご利用になれません。

• 日本語をエンコードされたURLをご入稿いただいた場合、表示ブラウザの
環境により、意図した表示と異なる可能性があります。予めご了承くださ
い。

• １つの入稿メールにつき、ご入稿いただける広告商品は１つまでとなりま
す。（複数商品の一括入稿不可）

• １つの入稿メールにつき、掲載反映日の指定は１つまでとなります。新規
原稿分と差替原稿分は、別々のメールにてご入稿ください。

件名：＜媒体名_入稿"新規"or"差替"：MM/DD_広告主＞広告枠名

本文：
****************************************************************************
■申込み内容

クライアント名 ：
代理店名 ：
案件名 ：
広告枠名 ：
契約期間 ：YYYY/MM/DD－YYYY/MM/DD
掲載量 ："1枠" or "保証imp数"

****************************************************************************
■入稿原稿

----------------------------＜バナー広告の場合＞----------------------------

画像＃1(掲載開始)
ファイル ：
リンク先 ：
表示期間 ：YYYY/MM/DD－YYYY/MM/DD
リンク先更新予定日：YYYY/MM/DD

※ファイル名には半角英数字のみご使用するようお願いいたします。
---------------------------＜テキスト広告の場合＞---------------------------

画像＃1(掲載開始)
テキスト ：
リンク先 ：
表示期間 ：YYYY/MM/DD－YYYY/MM/DD
リンク先更新予定日：YYYY/MM/DD

※テキスト原稿はファイルを添付せず、メール本文内に直接ご記入ください。
---------------------------＜メルマガ広告の場合＞---------------------------

==PR------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------==

※5行・10行広告はファイルを添付せず、メール本文内に直接原稿をご記載ください
※100行広告はTXTファイルを添付の上、ファイル名をメール本文内にご記載ください
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入稿基準 （2） テキスト、メール原稿の入稿について

入稿素材 ・テキスト、メール原稿は、入稿メールの本文に直接記載してご入稿ください。

※テキストファイルを添付された場合、本文内に記載されたものと異なる場合が
あるため、原則、添付ファイルの確認は行いません。あらかじめご了承ください。

※但し、長文メールについては、テキストファイルを添付してご入稿ください。

仕様 • 文字数、行数等は各商品のレギュレーションを参照してください。

• 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。

• メール広告のURLは、リンク先として正しく機能させるため、必ず前後に半角
スペースを入れてください。

• メール広告原稿では、URLも1行としてカウントします。

備考 • テストメールの事前送付は行っておりません。

• テキスト原稿の校正、修正等はいたしません。

• テキスト原稿の作成は、メモ帳等のテキストエディタを利用し、等幅フォント
を用いて行ってください。

• スペースを多く利用されている場合、表示環境によっては意図されているレイ
アウトとは異なり、左右のズレが生じることがございます。

• ターゲティングメールSpecial版メールのリンク先URLについては、配信時ク
リックカウント用URLに置換されます。そのため意図されているレイアウとは
異なって左右のズレが生じることがございます。

広告で
使用できる
文字

【 半角 】

!? ,:;“#$%&‘()*+-=./0123456789@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|} 

【 全角 】
漢字・ひらがな・全角カタカナ・数字・アルファベット・ギリシャ文字・
ロシア文字など

【 以下の記号 （全角） 】

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆ー―‐
／＼…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－±
×÷＝≠≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄￠％＃＆＊＠
§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨
～￢⇒⇔∀∃∠⊥∥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬￡Å‰♯♭♪†‡¶
─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂

広告で使用で
きない文字

【行頭・行末の全角/半角スペース】
読者が誤認する恐れがあるため、行頭・行末の全角/半角スペースについて
使用を禁止します。 ※ただしメール広告は対象外となります。

【文中の連続する半角スペース】
読者が誤認する恐れがあるため、文中における半角スペースの連続使用を
禁止します。 ※ただしメール広告は対象外となります

【半角チルダ／波線記号 ~ 】
文字化けが発生する恐れがあるため、使用を禁止します。

【半角円マーク／円記号 ¥ 】
文字化けが発生する恐れがあるため、使用を禁止します。

【半角不等号記号 < > 】
HTMLタグとして扱われるため、使用を禁止します。

【TABスペース】
配信システムで正常に表示されないため、使用を禁止します。

【外字および特殊記号】
半角カタカナ・半角カギカッコ・半角句読点・半角中黒・丸数字・カッコつ

き文字・
トランプマーク・太い矢印などの使用を禁止します。

【機種依存文字】
文字コードの13区にある文字（Shift-JISコードNo.8540～889E）は
機種依存文字のため、使用を禁止します。

機種依存文字の例（WINDOWSの場合） ：

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ
㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡
〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻∮∑∟⊿

その他 【セミナー・イベント集客メールにおける問い合わせ先の明記について】

一社買い切り型の全文型メール広告（Specialメール・ターゲティングメール）の原稿内に
イベント・セミナーの開催情報を記載する場合は、読者の混乱を防ぐため原稿内もしくは
ランディングページ内に、イベントに関する問い合わせ先（電話番号・メールアドレスな
ど）の記載をお願いします。
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入稿素材 ・原稿のファイル名とリンク先は、必ず入稿メールの本文に直接記載してご入稿ください。

・gif/jpgバナーは原稿ファイルとリンク先URLをご入稿ください。

仕様 ・仕様、サイズ、容量、ループ回数は各商品のレギュレーションを参照ください。

備考 ・Altテキストの指定は出来ません。

・アニメーション秒数は「30秒以内」となります。
※但し、ウェルカムスクリーンは10秒以内

・ループ回数は「3回以内」となります。
※但し、ウェルカムスクリーンはループ不可

・当社コンテンツとの境界となる外枠線は必須となります。

・リンク先URLは１バナーにつき1箇所のみ指定できます。

・ファイル名は半角英数字と、 _ （半角アンダーバー）のみ使用可能です。
・漢字、ひらがな、カタカナ、@ などの全角文字や記号は使用できません。

・ファイル名に含まれる拡張子は、必ず小文字を使用いただくよう願いします。

・ファイルの圧縮形式は .zip のみ使用可能です。
※全てのファイルを一つのフォルダにいれて圧縮してください。（複数階層不可）
※圧縮ファイルの再圧縮は不可とさせていただきます。

■ バナー原稿の入稿について

入稿基準 （3） バナー原稿、第三者配信タグの入稿について、

■ 第三者配信タグの入稿について

入稿素材
・第三者配信サーバー（バイイングサイドアドサーバー）を利用する場合は、

以下の素材をご入稿ください。

1. 配信タグのtxtファイル
2. 確認用の原稿素材
3. 確認用のリンク先URL （ランディングページのリンク先URL）

・各入稿素材と確認用リンク先は、
必ず入稿メールの本文に直接記載してご入稿 ください。

・入稿締切は掲載開始の１０営業日前となります。

仕様 ・「バナー原稿の入稿について」に準じます。

・リンク先は同一ウィンドウ内に遷移するように設定ください。
但し、ウェルカムスクリーンについては別ウィンドウに遷移するようご設定くだ

さい。

備考 ・ 第三者配信タグは https 配信タグのみ掲載可能となります、
※ http 配信のタグは掲載できません。

・掲載実績の無い配信タグについては事前に掲載テストを行ったうえで、
掲載の可否を判断いたします。

・配信タグはクリエイティブ毎に発行をお願いいたします。

・原稿の差し替えを行う場合、配信タグごと切り替えをお願いいたします。
差し替え原稿の素材と配信タグを10営業日前にご入稿ください。

・スクリプトタグ <script>…</script> 内の記述では、
行の最後に ； （セミコロン）を挿入してください。

・コメントタグの使用は不可となります。



TEL: 03-6893-2247

※各メディアの広告メニューに記載されている料金は全て税抜金額です。消費税は別途お申し受けいたします。
※ 各配信数／インプレッション数は2020年08月～09月現在の数値です。
※ 広告に関する最新トピックスは以下のURLをご参照ください。

https://promotion.itmedia.co.jp/

〒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
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