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ビジネス・業務のデジタル化と課題解決を指南する広告特集企画

『DSD2021』とは？

新型コロナウイルスの感染拡大により、ビジネスや業務のデジタル化の加速が企

業が喫緊の課題となっています。

特集企画「Digital Business ＆SaaS Days」では、職種×Techの4つのカテゴリ

テーマを中心に、読者の視座を高める編集書き下ろし記事や、スポンサードコン

テンツによるサービス・製品情報を読者へ提供。ビジネス・業務のデジタル化の

課題解決を支援します。

ITmedia 4メディアの合同オンライン特集による広いリーチや見込み客リードの

獲得、オンラインイベントでの来場者のエンゲージメント獲得など、貴社プロ

モーションにぜひご活用下さい。

 職種×Techの4つのテーマでカテゴライズ

総務×Tech 人事×Tech
財務経理

×Tech

マーケ・セー

ルス×Tech

Digital Business ＆SaaS Days
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企画概要
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名称 DSD2021～Digital Business ＆SaaS Days～ Season2

会期 2021年5月24日（月）～8月31日（火）

企画

形式
常設広告特集との連動型のオンラインプロモーション
記事広告、リードジェン、送客保証、製品DB など

テーマ 総務×Tech、人事×Tech、財務経理×Tech、マーケ・セールス×Tech

対象
経営・経営企画・人事・総務・財務経理・営業・マーケにおいて、
自業務におけるTech導入を検討している方、業務改革を推進したい方
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4つのカテゴリー
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総務×Tech

• 業務代行

• オフィス環境改善

• 出張業務サポート

• 社内インフラ

• ワークフロー

• 電子契約など

人事×Tech

• 勤怠管理

• 労務管理

• 採用テック

• 人事評価

• Web面接

• 人材育成/eラーニング

• 健康経営など

財務経理×Tech ﾏｰｹ・ｾｰﾙｽ×Tech

• 会計ソフト

• 経費精算

• 見積書・請求書発行

• 債権管理

• フィンテックなど

• SFA
• CRM
• 名刺管理
• オンライン商談
• 営業分析
• インサイドセールス代行

など

• MAツール
• イベントTech
• 動画マーケティング
• アクセス解析
• アプリ活用
• BIツールなど

●対象読者

・経営者
・総務
・労務・法務部門のリー
ダーなど

●対象読者

・経営者
・人事
・労務
・法務部門のリーダーなど

●対象読者

・経営者
・経理
・財務
・経営管理
・総務・管理部門のリー
ダーなど

●対象読者

・経営者および営業責任者
をはじめ、経営企画
・営業推進
・CS部門のリーダー

・マーケティング責任者
・担当者、企画
・宣伝/広報
・販促部門のリーダーなど

本サイトでは4つのカテゴリーで対象読者に訴求。課題啓発からソリューション選定までの情報を網羅的に提供していきます
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全体概要

ITmedia ＋ 外部メディアでの情報告知 特集連動プロモーションの展開

・職種特集連動記事
・会員限定記事

●関心層リード
1カテゴリーにつき

200件（想定）
※上記内訳は目安となります。前後する場合があります

DSD特設サイト

ITmediaからの読者誘導

職種特集との連動

※会員限定記事閲覧者のリード情報を
協賛社共通のシェアリードとしてご提供

スポンサーコンテンツ

・タイアップ記事広告
・製品DBサービスなど

編集コンテンツ
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●行動履歴ターゲティング
タイアップ

5,000PV保証

●LOBリードジェン

特設サイト全体で月間約1万PV想定
（特集期間中）

本サイトの関連コンテンツは
ITmedia ビジネスオンラインの
職種特集、テレワーク特集と連動

●送客保証
1,250Click保証

●WP制作リードジェン

●タイアップ記事制作
リードジェン
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DSD特設サイト構成
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Top Stories
職種別特集連動記事（会員限定）

特集記事
編集部作成記事コンテンツ

Special
タイアップ記事コンテンツ

おすすめのソリューション情報
製品DB

関連情報
協賛社任意のリンク

協賛社
協賛社ロゴ
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プロモーションプランの構成
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製品DB

製品DBのコンテンツは、アイティメ
ディアの専門記事を読みにきている
読者や、IT製品のカタログ資料を探
して検索している情報収集者の目に
届きます。

６ヶ月間のご掲載期間中、記事面へ
の露出、読者向けメールへの掲載を
行い、情報収集が活発化したタイミ
ングを逃さずキャッチします。

貴社製品のカタログ情報と事例情報
を掲載し、リードを獲得します。

各種プロモーションプラン

貴社商材やプロモーションの目的に合わ
せスポンサープランをお選びいただけま
す

認知拡大
●記事広告プラン

見込み顧客のリード獲得
●リード獲得プラン

LP集客、自社イベント集客
●送客保証プラン

基本プラン 選べるプロモーションプラン

++

・各カテゴリーごとに書き分けたオリジナルコンテンツで獲得するプロファイルを、シェアリードとしてご提供
・DSD特設サイトでも、スポンサード頂いたカテゴリーごとに貴社コンテンツ（製品DB、記事広告など）を格納します

協賛社共通 関心層リード

本企画のために書き下ろした、各カテゴ
リーごとのオリジナルコンテンツを閲覧
した読者のプロファイル情報を、協賛社
共通の関心層リードとしてご提供します。
メディアでの情報収集意欲の高い読者の
情報をお渡しすることができます。

＜掲載予定コンテンツ＞
総務×Tech
人事×Tech
財務・経理×Tech
マーケ・セールス×Tech

関心層リード提供数
⇒各カテゴリー200件（想定）
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協賛社共通 関心層リードとは？
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本特集のカテゴリーに紐づいた編集部制作のオリジナル記事を読みに来た読者のリードを
協賛社共通の「関心層リード」としてご提供いたします。

＜ポイント＞
○通常の弊社リードジェンプランにおける最低リード獲得単価（4,000円）を大きく下回る価格にて提供いたします

○本企画では、下記カテゴリーごとのご協賛・リードの提供が可能です
総務×Tech  ／ 人事×Tech ／ 財務経理×Tech ／ マーケ・セールス×Tech
※各カテゴリーの関心層リード提供数は200件を想定

☑貴社のマーケティング施策におけるデータベースを拡充

☑貴社製品紹介やセミナーのご案内など、ナーチャリング施策にもご活用いただけます

＜関心層リード獲得用記事コンテンツ例＞
・総務×Tech 法改正でさらなる効率化も 2021年にコーポレート部門の業務改革を進めるには
https://www.keyman.or.jp/kn/articles/2101/25/news005.html

・人事×Tech 在宅勤務で「従業員エンゲージメント」が課題に 人事部門が果たすべき役割は？
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2102/01/news008.html

・財務経理×Tech 財務会計をデジタル化しなければ企業に未来はない
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2101/25/news006.html

・マーケ・セールス×Tech コロナ禍で営業活動にも逆風 ビジネスを止めないためにITをどう生かすべきか
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2101/25/news007.html

※上記に加え、各カテゴリで２本ずつ同様のコンテンツを使用し、合計３本でリードを獲得します

https://www.keyman.or.jp/kn/articles/2101/25/news005.html
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2102/01/news008.html
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2101/25/news006.html
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2101/25/news007.html
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スポンサーシップ
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★選べるシェアリードカテゴリー

・総務×Tech 関心層リード
・人事×Tech 関心層リード

・財務経理×Tech 関心層リード
・マーケ・セールス×Tech 関心層リード

1カテゴリー ＠¥400,000
※最大4カテゴリー¥1,600,000

メニュー 提供内容 定価 特別価格

貴社単独
リード獲得

プラン

A

バックオフィス

リードジェン
55件保証

WP3本使用想定
¥440,000

（＠8,000） ¥400,000

B WP制作
65件保証
WP3本

＋新規WP1本使用

¥720,000
（＠8,000） ¥700,000

C 編集タイアップ記事制作
75件保証
WP3本

＋新規記事1本使用

¥1,100,000
（＠8,000） ¥1,000,000

D

セールス
＆マーケ

リードジェン
90件保証

WP3本使用想定
¥720,000

（＠8,000） ¥700,000

E WP制作
105件保証

WP3本
＋新規WP1本使用

¥1,040,000
（＠8,000） ¥1,000,000

F 編集タイアップ記事制作
120件保証

WP3本
＋新規記事1本使用

¥1,460,000
（＠8,000） ¥1,400,000

ブランディング
プラン G 行動履歴ターゲティングタイアップ 5000PV保証 ¥1,900,000 ¥1,500,000

送客保証
プラン H

CPC保証（ノンセグメント）
※送客可否は事前にご確認ください

1250クリック保証 ¥500,000 ¥500,000

【基本協賛プラン】 【オプションメニュー】

+
ロゴ掲載

製品DB（キーマンズネット）¥240,000

定価 ¥640,000

特別価格⇒ ¥600,000
※2カテゴリー協賛 ￥1,000,000

3カテゴリー協賛 ￥1,400,000
4カテゴリー協賛 ￥1,800,000

※1カテゴリー協賛+ロゴ掲載のみ
をご希望の場合¥400,000となります

＜料金例＞
基本協賛プランのみ 1カテゴリー協賛 ⇒ご提供価格：￥600,000
1カテゴリー協賛（￥600,000） +メニューA（￥400,000） ⇒ご提供価格：￥1,000,000
4カテゴリー協賛（￥1,800,000） +メニューG（￥1,500,000） ⇒ご提供価格：￥3,300,000
※価格はすべてグロス表記です

【基本協賛プラン】と【オプションメニュー】の組み合わせでスポンサーシップを選択ください
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タイアップ記事メニューについて
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行動履歴ターゲティング
タイアップ

読者の行動データ（記事閲覧履歴）を基
に「興味・関心」を特定し、「興味・関
心」の高い人を貴社タイアップ記事へ誘
導します。読者の行動データを外部サー
ビスへ連携。拡張配信を行うことで、ア
イティメディアに訪れたことのない、同
じ「興味・関心を持つ人」を捕捉するこ
とが可能に。読者のリーチが広がります

保証PV 5,000PV

掲載期間 最短1週間～最長2ヶ月
（保証PVを達成次第終了）

仕様 3000～4000文字、図版2～3点

実施メニュー

タイアップ記事 1本制作

（コンテンツ掲載費含む）

読者行動データを基にした、タイアッ
プ記事への誘導広告

閲覧レポート（PV,UB,閲覧企業等）

キーワード
選定による

関心層

5,000
PV保証

選択可能なキーワード

以下7つの興味・関心事項からリーチしたい対象を選択ください。

「リモートワーク」関連記事に興味のある人1

「コラボレーション」関連記事に興味のある人2

「経営とIT戦略」関連記事に興味のある人3

「総務」関連記事に興味のある人4

「人事・人材育成」関連記事に興味のある人5

「マーケティング・販促支援」関連記事に興味のある人6

「財務経理」関連記事に興味のある人7

※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。外部メディアの利用先はアイティメディアが内容に応じて、最適な配信先を選択します（指定出来ません）
※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。
※行動履歴ターゲティングタイアップのキーワードは自由に選定可能ですが、弊社内でのUB数が10万UBを下回る場合、調整をお願いする場合がございます。（※4つのカテゴリーに紐づくよう調整中）

※本サービスは、オーディエンスの拡張配信及び、外部メディアを利用したプランとなります。
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タイアップ記事制作について
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▼PV保証タイアップ・編集特集協賛プラン

お申込み
・

取材調整

取材 制作～校正 掲載開始 レポーティング

掲載1ヶ月半前 掲載1ヶ月前 掲載1ヶ月前～3営業日前 掲載終了1～2週間後

※取材無しが前提のタイアップとなります。（お戻し等のやりとり含め1週間期間をいただきます）
※「ファクトチェック」では事実と異なる内容以外の大幅な構成の修正等については承れませんので、予めご了承ください。

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

▼簡易タイアップ（フレッシュサマリ）

ｃ
お申込み

・
情報提供

ｃ原稿提出 ｃ ｃｃファクトチェック
（広告主様対応）

公開準備
⇒掲載開始

レポーティング

情報提供の3営業日後
（掲載3営業日前）

掲載1営業日前～当日掲載2営業日前 掲載終了1～2週間後

ご注意事項

・制作した記事広告の著作権は、当社および制作スタッフ（ライター、カメラマンなど）に帰属します。
・印刷物でのご利用は二次利用費が発生いたしますので、利用をご希望される場合は、担当営業までお問合わせ下さい。
・お申し込み後、広告主様の都合で合意いただいた内容から大きく変更を行う場合、以下の追加費用が発生する場合がございますのでご了承ください。

・初校の出し直し：¥300,000
・念校以降の修正：¥100,000 ※全て税別・グロス

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



Copyright © 2018 ITmedia Inc.Copyright © ITmedia Inc.

リードジェン/送客保証について
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リードジェンプラン 送客保証プラン

上記価格は各メニューの定価を表記しています。料金体系はスポンサーシップをご参照ください。
また、送客保証プランについては、保証送客数に応じてカスタムいたします。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

Webサイトへの読者誘導について

CPCおよびクリック数を保証。
専門メディアのオーディエンスデータを

活用して広告配信します。

メディアの閲覧履歴を使ってセグメント化することで
「興味がある人」に対して広告配信できます。

オーディエンスデータを外部ネットワークへ拡張配信
した際も、基となるデータの質が違うため、高いパ
フォーマンスを維持できます。

貴社独自のコンテンツを使って、貴社専用の
リードを獲得します。

ターゲット職種をお選びいただき、該当の職種
に絞ってプロモーションを行います。

リードジェンプラン

保証件数：55件～

プラン料金：40万円（税別・グロス）

ターゲット：

「バックオフィス職種」もしくは

「セールス・マーケティング職種」

貴社コンテンツを３本ご支給ください

•キャンペーン期間は３カ月を目安とさせていただきます。
•リード獲得状況により、キャンペーン期間中に追加コンテ
ンツのご提供などをご相談させていただく場合がございます。

•コンテンツのタイトルや概要文は、掲載開始後、誘導やコ
ンバージョンの効果次第で変更させていただく場合がござい
ます。

•上記条件以外でのリード獲得をご希望の場合はお問い合わ
せ下さい。なお、条件によっては実施不可とさせていただく
場合がございます。

※クリック数は弊社アドサーバでのカウントを基準とします
※実施状況は営業担当へお問合せください

※バックオフィス職種
• 経営・経営企画職
• 総務・人事・教育職
• 財務・会計・経理職

※セールスマーケティング職
• 経営・経営企画職
• 営業・販売・サービス
• 広報・宣伝・マーケティ

ング

基本プラン CPC 400円保証
最低実施金額 50万円（1250クリック保証）～

ご実施料金 保証クリック数 期間（目安） CPC

¥500,000 1,250

4週間

¥400

¥1,000,000 2,500

¥2,000,000 5,000

¥3,000,000 7,500 8週間

行動履歴ターゲティングプラン
CPC 500円保証
最低実施金額 50万円（1000クリック保証）～

ご実施料金 保証クリック数 期間（目安） CPC

¥500,000 1,000

4週間

¥500

¥1,000,000 2,000

¥2,000,000 4,000

¥3,000,000 6,000 8週間
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製品DBサービスについて
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獲得したリードは専用の管理サ
イトでダウンロードすることが
できます。

また、3カ月に一度、潜在的な
導入検討者を把握するための
マーケティングレポートをご提
供します

日次
更新

キーマンズネット　製品トレンドレポート 集計期間： 作成日： 2019/1/15

キャンペーン概要

キャンペーン名 アイティメディア 製品DBサービス

キャンペーン期間 2018/09/14　～　2018/12/13

掲載コンテンツ

タイトル 大カテゴリ 小カテゴリ タイプ 掲載開始日 獲得数

アイティメディア 製品DBサービス 運用管理 サーバー管理 カタログ型 2018/9/14 10

キャンペーンデータ

貴社キャンペーン 備考

累計リード数 10 ・レポート全体の集計期間に獲得したリード数、PV数、UB数となります

掲載キャンペーンのPV数 31

掲載キャンペーンのUB数 25

全体平均

カテゴリ内の平均リード獲得数 5 ・カテゴリは大カテゴリで集計しています

カテゴリ内の平均PV数 10 ・２月以降のレポートから、ランキングを公開予定です

ランキング ・ランキングの集計期間はレポート全体の集計期間に準じます

掲載カテゴリGoogle検索順位 1 ・Google検索順位は「小カテゴリ名 比較」で検索した際の結果です

資料ダウンロードアンケート集計結果　　※資料ダウンロードアンケートは、11月5日以降に獲得したリードを集計しています

Q1. 製品／サービスについての立場 Q3. 製品／サービスの自社または顧客への導入予定時期

自社の導入を決定する立場 20% 3ヶ月以内 5%

自社の導入を検討する立場 30% 6ヶ月以内 15%

グループ企業に提案・販売する立場 0% 1年以内 10%

その他顧客に提案・販売する立場 10% 1年以上先 0%

導入や提案・販売には関与しない 40% 時期は未定だが、導入を検討中 30%

情報収集／調査段階 40%

Q2. コンテンツの閲覧目的 Q4. 製品／サービスの導入予算

新規の製品／サービス導入の検討・比較のため 40% すでに導入予算を計上済み 5%

導入済み製品／サービスの改変・運用効率化のため 10% これから導入予算を申請 20%

技術、製品情報の収集 50% 未定 75%

2018/10/01　～　2018/12/31

・全体平均の集計期間はレポート全体の集計期間に準じます

キーマンズネット　閲覧企業レポート

閲覧企業リスト

アクセス時間 流入元URL（直前） 企業名 業種大分類 従業員数 売上規模 上場区分 所在地

2018/11/5 11:50 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/（株）リコー 製造業 5千人以上～1万人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/5 14:50 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）シーイーシー 情報通信業 1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/5 20:27 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）日立製作所 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/6 9:52 http://keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc日本ユニシス（株） 不動産業，物品賃貸業 2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/8 10:49 http://search.goo.ne.jp （株）日立製作所 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/8 14:45 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）富士通エフサス サービス業（他に分類されないもの）2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/11/8 16:40 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product （株）インターネットイニシアティブ情報通信業 1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/12 9:51 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/伊藤忠テクノソリューションズ（株）情報通信業 2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/12 14:29 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/大日本印刷（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/13 15:12 http://google.co.jp/url ベニックソリューション（株） 情報通信業 100人以上～300人未満 5,000億円以上～1兆円未満 非上場 兵庫県

2018/11/13 18:22 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%ef%bc%95%ef%bc%8e%ef%bc%97%e3%80%80%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab/パナソニックインフォメーションシステムズ（株）卸売業，小売業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 非上場 大阪府

2018/11/13 18:47 http://google.co.jp/url （株）たけびし 卸売業，小売業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 東証一部 京都府

2018/11/15 13:30 http://google.co.jp 伊藤忠インタラクティブ（株） サービス業（他に分類されないもの）100人以上～300人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 東京都

2018/11/22 13:31 http://google.com 三菱電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/27 15:46 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product （株）アドウイック 卸売業，小売業 50人以上～100人未満 30億円以上～50億円未満 非上場 北海道

2018/11/28 13:51 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product （株）アドウイック 卸売業，小売業 50人以上～100人未満 30億円以上～50億円未満 非上場 北海道

2018/11/28 17:40 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product ＴＩＳ（株） 情報通信業 5千人以上～1万人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/3 12:28 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/3 17:14 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product クボタシステムズ（株） 情報通信業 300人以上～1千人未満 不明～ 非上場 大阪府

2018/12/4 10:11 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product 菱洋エレクトロ（株） 卸売業，小売業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/5 17:39 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）第一興商 不動産業，物品賃貸業 1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/6 23:18 http://google.co.jp/url アルファテック・ソリューションズ（株）卸売業，小売業 100人以上～300人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 東京都

2018/12/13 17:03 http://google.co.jp/url スタンレー電気（株） 製造業 2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/19 13:34 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）富士通エフサス サービス業（他に分類されないもの）2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/20 17:24 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product 三井不動産ビルマネジメント（株） サービス業（他に分類されないもの）1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 非上場 東京都

2018/12/25 11:24 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%e3%80%80%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc/ＮＲＩシステムテクノ（株） 情報通信業 300人以上～1千人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 神奈川県

2018/12/26 16:39 http://www.keyman.or.jp/analysis/product 日本テレコム（株） 卸売業，小売業 5人以上～10人未満 1億円以上～5億円未満 非上場 鳥取県

2018/12/27 9:13 http://www.keyman.or.jp/ 京セラ（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 京都府

2018/12/28 7:57 協同油脂（株） 製造業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/29 15:25 http://google.co.jp/url 富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/28 17:40 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product ＴＩＳ（株） 情報通信業 5千人以上～1万人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/3 12:28 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/3 17:14 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product クボタシステムズ（株） 情報通信業 300人以上～1千人未満 不明～ 非上場 大阪府

2018/12/4 10:11 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product 菱洋エレクトロ（株） 卸売業，小売業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/5 17:39 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）第一興商 不動産業，物品賃貸業 1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/6 23:18 http://google.co.jp/url アルファテック・ソリューションズ（株）卸売業，小売業 100人以上～300人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 東京都

2018/12/13 17:03 http://google.co.jp/url スタンレー電気（株） 製造業 2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/19 13:34 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）富士通エフサス サービス業（他に分類されないもの）2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/20 17:24 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product 三井不動産ビルマネジメント（株） サービス業（他に分類されないもの）1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 非上場 東京都

2018/12/25 11:24 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%e3%80%80%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc/ＮＲＩシステムテクノ（株） 情報通信業 300人以上～1千人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 神奈川県

2018/12/26 16:39 http://www.keyman.or.jp/analysis/product 日本テレコム（株） 卸売業，小売業 5人以上～10人未満 1億円以上～5億円未満 非上場 鳥取県

2018/12/27 9:13 http://www.keyman.or.jp/ 京セラ（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 京都府

2018/12/28 7:57 協同油脂（株） 製造業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/29 15:25 http://google.co.jp/url 富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/27 9:13 http://www.keyman.or.jp/ 京セラ（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 京都府

2018/12/28 7:57 協同油脂（株） 製造業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/29 15:25 http://google.co.jp/url 富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/11/28 17:40 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product ＴＩＳ（株） 情報通信業 5千人以上～1万人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/3 12:28 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/3 17:14 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product クボタシステムズ（株） 情報通信業 300人以上～1千人未満 不明～ 非上場 大阪府

2018/12/4 10:11 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product 菱洋エレクトロ（株） 卸売業，小売業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/5 17:39 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）第一興商 不動産業，物品賃貸業 1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/6 23:18 http://google.co.jp/url アルファテック・ソリューションズ（株）卸売業，小売業 100人以上～300人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 東京都

2018/12/13 17:03 http://google.co.jp/url スタンレー電気（株） 製造業 2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 東証一部 東京都

2018/12/19 13:34 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc%e8%a1%a8/（株）富士通エフサス サービス業（他に分類されないもの）2千人以上～5千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/20 17:24 http://www.keyman.or.jp/analysis/bi/product 三井不動産ビルマネジメント（株） サービス業（他に分類されないもの）1千人以上～2千人未満 1兆円以上～ 非上場 東京都

2018/12/25 11:24 http://www.keyman.or.jp/kw/%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%94%ef%bd%89%ef%bd%8f%ef%bd%8e%e3%80%80%ef%bd%82%ef%bd%8f%ef%bd%81%ef%bd%92%ef%bd%84%e3%80%80%e4%be%a1%e6%a0%bc/ＮＲＩシステムテクノ（株） 情報通信業 300人以上～1千人未満 1,000億円以上～5,000億円未満 非上場 神奈川県

2018/12/26 16:39 http://www.keyman.or.jp/analysis/product 日本テレコム（株） 卸売業，小売業 5人以上～10人未満 1億円以上～5億円未満 非上場 鳥取県

2018/12/27 9:13 http://www.keyman.or.jp/ 京セラ（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 京都府

2018/12/28 7:57 協同油脂（株） 製造業 300人以上～1千人未満 1兆円以上～ 非上場 神奈川県

2018/12/29 15:25 http://google.co.jp/url 富士電機（株） 製造業 1万人以上～ 1兆円以上～ 東証一部 東京都

アンケート回答と
個人情報提供の
許諾を取得

専門媒体の記事ページへ誘導枠
を設置、潜在的な情報収集層へ
訴求します。

また、該当カテゴリに関心のあ
る読者へ向けて、メールでのコ
ンテンツ訴求も行います

貴社製品のカタログ情報と事例
情報を掲載し、リードを獲得し
ます。

メディアからの誘導 情報掲載／リード獲得 リード／レポート納品
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お申込み締切 2021年5月13日（木）

パーミッション情報提出締切
2021年5月19日（水）
※シェアリードの提供にはこの日までの情報ご提供が必須となります

行動履歴ターゲティングタイアップ
取材締切

2021年4月28日（水）※6月1日掲載開始想定
※最も遅い場合の制作スケジュールです
※制作内容によってスケジュールは都度ご相談させて頂きます

製品DB開始締切
2021年5月7日（金） ※6月1日掲載の場合 ～半年掲載
2021年6月8日（火） ※7月1日掲載の場合 ～半年掲載

DSD2021～Digital Business ＆SaaS Days～ Season2
会期：2021年5月24日（月）～8月31日（火）

●パーミッション情報としてご提出いただく情報
企業名 / 企業ロゴデータ / コーポレートサイトURL / プライバシーポリシー記載URL

商品 キャンセル料金

記事企画 Special（タイアップ記事広告）
お申込み～初校提出前まで：広告料金（制作費、掲載費、誘導費を含む一式）の50％
初校提出以降：広告料金（制作費、掲載費、誘導費を含む一式）の100％

リード獲得
お申込み～キャンペーン開始前まで：広告料金（基本料金＋リード料金）の50％
キャンペーン開始後：広告料金（基本料金＋リード料金）の100％

広告商品のお申込み後、広告主様のご都合でキャンセルを行う場合は、下記の料率でキャンセル料を申し受けます。


