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ITmedia エグゼクティブとは

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ー

「ビジネスのデジタル化」を最重要テーマに位置づけ、
オフラインでの活動を中心にビジネスに役立つさまざまな情報を発信

ITmedia エグゼクティブは、2007年にスタート。上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象とした約

7,600人が参加し（※）、ITを核に企業のさまざまな変革を議論する「日本最大級のエグゼクティブ・コミュ

ニティー」です

（※入会条件：上場企業および上場相当企業の課長職以上）。

今日ITは企業のビジネスに欠かせない要素となっているだけでなく、競争力の源泉をITが生み出す時代に変わ

りつつあります。いまや経営戦略からITを構想し、ビジネスプロセスを改革するリーダーが求められています。

ITmedia エグゼクティブでは、日本企業の競争力底上げを支援するため、

ITを核にしたビジネス変革を議論していきます。
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メディア方針

デジタル変革と新常態、日本企業はどう戦えばいいのか

新型コロナウイルスのパンデミックは、デジタルテクノロジーを活用した新興の創造的破壊者、いわゆる「ディス
ラプター」の勢いに拍車を掛けるとともに、既存の伝統的な企業の「デジタル変革」（DX）も後押ししています。
感染の拡大を防ぐ「非対面」「非接触」へのニーズの高まりは、どちらかというと保守的だった日本企業の働き方
や日本人の消費行動をも一変させ、DXの成否が新常態における競争優位を大きく左右しかねないからです。

DXの目指すところは、個社による製品中心のビジネスから抜け出し、デジタルテクノロジーによってヒトもモノも
つなぎ、顧客に寄り添う新しい商品やサービスによって優れた顧客体験を提供することです。それこそが伝統的な
企業の経営にもスピードをもたらし、さらに競争力や企業価値を高めてくれる、デジタルテクノロジーによるビジ
ネスの変革なのです。

こうした新たなテクノロジーの活用にはさまざまなリスクが伴いますが、商品やサービスに「安全」「安心」とい
う付加価値をもたらすサイバーセキュリティの確保・維持もまた、経営が当然のごとく克服すべき最重要課題です。
競争力の源泉としてのサイバーセキュリティ品質を考えてゆく必要があるのです。

ITmedia エグゼクティブでは、日本企業における経営部門、IT部門責任者、サイバーセキュリティ責任者とともに、
日本に競争優位をもたらす「DX」への取り組みや必要なプロセスについて、ビジネス視点、テクノロジー視点の両
軸で議論してゆきます。

アイティメディア株式会社
エグゼクティブ プロデューサー

浅井 英二
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メディア概要

「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。経営を担うビジネスリーダーに向けて、
複合的な情報共有コミュニティーを提供

媒体
スペック

会員数7,612名
※2021年3月実績

会員 上場企業および上場相当企業の課長職以上を対象

59%
従業員数1000人

以上企業
に所属

59%
ユーザー企業比率

45%
年商規模1000億円

以上の企業
に所属

https://mag.executive.itmedia.co.jp/
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会員プロフィール「基本属性」

会員属性ダイジェスト

会 員 数：7,612人（2021年3月現在）

年齢層 ボリュームゾーン：40・50代

最多勤務所在地：東京（64％）

ユーザー企業比率：59％（うち製造業は44％）

役職：部長クラス以上50％、課長クラス以上93％

従業員規模：従業員数1000人以上60％、300人以上80％

年商：1000億以上45％、50億以上82％
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会員プロフィール -主な所属企業-

イトーキ（株）
グリコ乳業（株）
キヤノン（株）
京セラ（株）
川崎重工業（株）
コニカミノルタ（株）
（株）小松製作所
（株）神戸製鋼所
シチズン時計（株）
スズキ（株）
ソニー（株）
ダイキン工業（株）
東レ（株）
トヨタ自動車（株）
日産自動車（株）
パナソニック（株）
三菱重工業（株）
ライオン（株）
味の素（株）

東京海上日動火災保険（株）
プルデンシャル生命保険（株）
日本銀行
（株）三菱東京UFJ銀行
ソニー銀行（株）
ゴールドマン・サックス証券（株）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）
オリックス（株）
（株）ジェーシービー

日本調剤（株）
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）
ノボノルディスクファーマ（株）
ノバルティスファーマ（株）

医療業・福祉業

運輸・倉庫業

教育

金融業・保険業・証券業

建築業

出版・放送・メディア

製造業電気・ガス・水道業

不動産業

流通業(卸売・小売)

東日本旅客鉄道（株）
小田急電鉄（株）
日本通運（株）
全日本空輸（株）
（株）ニチレイロジグループ本社
リコーロジスティクス（株）
森本倉庫（株）

経済産業省
金融庁
宇宙航空研究開発機構
京都府庁
奈良県庁
横浜市役所

官公庁・自治体

東京電力（株）
大阪ガス（株）
関西電力（株）
東北電力（株）
中部電力（株）
電源開発（株）
（株）ミツウロコ

オーケー（株）
（株）ケーズホールディングス
国分（株）
（株）サイゼリヤ
住友商事（株）
（株）ドン・キホーテ
三井物産（株）
（株）ユナイテッドアローズ
フィリップ・モリス・ジャパン（株）

住友不動産販売（株）
（株）大京
東急リバブル（株）
三菱地所（株）
大東建託（株）
（株）レオパレス２１

鹿島建設（株）
大成建設（株）
東急建設（株）
住友林業（株）
（株）大林組
（株）熊谷組
佐藤工業（株）
清水建設（株）
大和ハウス工業（株）
東亜建設工業（株）

（株）朝日新聞社
（株）TBSテレビ
（株）フジテレビジョン
大日本印刷（株）
凸版印刷（株）
日本放送協会
（株）リクルート

サービス業

（株）アサツーディ・ケイ
近畿日本ツーリスト（株）
（株）JTB
（株）電通
（株）乃村工藝社
（株）パソナ
（株）インテリジェンス
クックパッド（株）
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業種

最多は製造業。金融や通信、流通業からの会員登録も

5.4%

5.0%

2.2%

14.3%

5.4%

4.0%

26.2%

1.4%

0.4%

1.4%

1.0%

1.5%

4.5%

2.3%

2.8%

4.4%

0.9%

0.1%

0.8%

5.9%

6.9%

3.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

IT関連ソフトウェア製造業

IT関連ハードウェア製造業

IT関連製品販売業・リセラー

SI（システムインテグレーター）

その他IT関連業

ソフトウェア受託開発業・情報処理

製造業

医療業・福祉業

飲食業・宿泊業

運輸・倉庫業

官公庁・自治体

教育業

金融業・保険業・証券業

建築業

出版・放送・その他メディア

通信サービス業・ISP

電気・ガス・熱供給・水道業

農林水産業

不動産業

流通業（卸売・小売）

その他サービス業

その他の業種

IT関連業

41%

製造業

26%

流通小売その他

7%

その他

26%
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職種

経営・CIOが12％、業務部門が61%

10.7%

0.9%

22.0%

16.3%

12.1%

13.8%

5.8%

1.6%

0.7%

1.3%

3.1%

0.1%

6.2%

5.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

経営・社業全般

CIO

情報システム

技術

企画・調査

営業・販売・サービス

広報・宣伝・マーケティング

生産・製造

購買・資材

財務・会計・経理

総務・人事・教育

労務

専門職

その他
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役職

部長クラス以上約50％、課長クラス以上は93％

会長

0.2%

社長

3.0%

役員クラス

8.8%

部長クラス

37.3%

課長クラス

43.5%

係長・主任クラス

3.4%
その他

3.9%
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年商規模

年商規模1000億円以上が約45%

5000万円未満

1.9%

5000万円～1

億円未満

0.9%

1億円～10億円未満

4.8%

10億円～50億円未満

10.0%

50億円～500億円未満

27.5%

500億円～

1000億円未満

9.8%

1000億円～1兆円未満

26.6%

1兆円以上

18.5%
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広告メニュー
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企画広告 - Special（タイアップ記事）

– 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

– 本企画にて制作した記事広告は、
改変がなければ無償で二次利用いただけます
（Web上での利用に限定、要出典表記）

– 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、担当営業までお問い合わせください

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む）

●誘導枠： ・ITmedia エグゼクティブ サイドリンク（1カ月間）
・ITmedia エグゼクティブ 記事下リンク（1カ月間）
・ITmedia エンタープライズ トップリンク（1カ月間）
・ITmedia エンタープライズ サイドリンク（2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カ月間

専門の編集スタッフが、貴社の商材やサービスを編集記事風に仕上げる記事体広告です。
ITで企業を変革するエグゼクティブ層への効率的なアプローチが可能です。

誘導枠掲載位置

ITmedia エンタープライズITmedia エグゼクティブ

トップページ 記事ページトップページ 記事ページ

サイドリンク

記事下リンク

サイドリンク

サイドリンク

記事下リンク

サイドリンク

トップリンク
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オーディエンスターゲティングバナー

オーディエンスターゲティングレクタングル

• 各メディアのファーストビューにレクタングルバナーを配信

• 最低実施10,000imp ～／imp単価3.0円／実施価格￥300,000 ～ imp消化期

間目安 1か月間 ～

• 入稿サイズ：左右 300pixel × 天地 250pixel（または天地 300pixel）150KB 

未満

オーディエンスターゲティングビルボード

• グローバルナビゲーション直下に大型サイズのバナーを表示

• 最低実施50,000imp ～／imp単価6.0円／実施価格￥300,000 ～ imp消化期

間目安 2週間 ～

• 入稿サイズ：左右 970pixel× 天地 250pixel 150KB 未満

オーディエンスターゲティングインリード

• 記事読了後の読者に自然な流れで違和感なく広告を表示させることが可能

• 最低実施50,000imp ～／imp単価6.0円／実施価格￥300,000 ～ imp消化期

間目安 2週間 ～

• 入稿サイズ：左右 640pixel× 天地 300pixel 150KB 未満

専門性の高いコンテンツの閲覧履歴から

特定される読者の関心事項と、アイティ

メディアIDの登録情報やIPアドレスに

紐付く企業情報を掛け合わせたターゲ

ティングバナー

ビルボード

レクタング
ル

インリード

掲載面

ITmedia TOP、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、

TechTarget、キーマンズネット、MONOist、EE Times Japan、EDN Japan、ス

マートジャパン、BUILT

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 等

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 等

※ご指定の条件で最低実施impに満たない場合は、条
件面や掲載期間についてご相談させていただきます。
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ITmedia エグゼクティブ メールマガジン（Special版）

読者に直接アプローチできる一社独占型のメール広告

セミナー集客やキャンペーンサイトへの誘導に効果的です

※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。

実施料金

広告仕様

配信数 約 6,000通

配信日 毎週 火・水曜

原稿仕様
表題 ：全角30文字以内

本文 ：全角38文字以内×100行以内

入稿締切日 ：3営業日前の18時まで

クリックカウント：あり

URLリンク数 ：20本まで

※入稿方法、使用禁止文字などは

入稿基準をご覧ください。

￥600,000
（税別、Gross）
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ITmedia エグゼクティブ バナー広告、メールマガジン広告

ITmedia エグゼクティブのその他バナー広告商品、メールマガジン広告
商品情報、広告仕様一覧、媒体規定・入稿基準につきましては
アイティメディア広告料金表を御覧ください。

https://go.itmedia.co.jp/l/291242/2019-03-27/3npslm

https://go.itmedia.co.jp/l/291242/2019-03-27/3npslm
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記事広告の想定スケジュール・ご注意事項

▼タイアップ記事

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

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。

※「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。

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。
・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。
・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
・再取材のご要望についてはご相談下さい。
※全て税別・グロス
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キャンセル規定

広告商品の発注書受領後、広告主様のご都合でキャンセルを行う場合は、下記の料率でキャンセル料を申し受けます。

商品 キャンセル料金 主な対象商品（下記以外の商品はお問合せ下さい）

ディスプレイ広告、メール広告
入稿締切期日まで：50％
入稿締切期日以降：100％

各種ディスプレイ広告、メール広告

記事企画 Special（タイアップ記事広告）
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％

期間保証型タイアップ
PV保証型タイアップ

リードジェン

件数保証型

リード獲得
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％

LeadGen. Basic / Segment

ITmedia リサーチ

制作オプション
初校提出前まで：広告料金（制作料金）の50％
初校提出以降：広告料金（制作料金）の100％

LG. Segment オプション 編集タイアップ制作
LG. Segment オプション ホワイトペーパー制作

その他オプション
キャンペーン開始前まで：広告料金（オプション料金）の50％
キャンペーン開始後：広告料金（オプション料金）の100％

LG. Segment オプション アンケートカスタマイズ
LG. Segment オプション テレマーケティング

期間保証型

ホワイトペーパー
キャンペーン開始前まで：広告料金の50％
キャンペーン開始後：広告料金の100％

TechFactory 期間保証型LGサービス

タイアップ
初校提出前まで：広告料金の50％
初校提出以降：広告料金の100％

TechFactory 期間保証型LGサービス

長期リード獲得サービス
申込み金額の半額費消まで：広告料金（リード料金）の50％
申込み金額の半額費消以降：なし

LeadGen. Segment 長期利用プラン

セミナー

集合型セミナー
開催日の41日前まで：広告料金の50％
開催日の40日以内：広告料金の100％

アイティメディア主催セミナー／VE スポンサープラン

受託セミナー

企画費、運営費
・開催日の41日前まで：広告料金の50％
・開催日の40日以内：広告料金の100％
その他、実費の発生するものは外部委託先のキャンセルポリシーに則り、実費分を請求
・会場費
・弊社運営委託費
・その他、ご提案をカスタマイズしたことにより発生する費用

受託セミナー

その他

ABMレポート
初回提供まで：広告料金の50％
初回提供以降：広告料金の100％

ABMレポート

カスタム記事パンフレット、抜き刷り
初校提出前まで：広告料金の50％
初校提出以降：広告料金の100％

カスタム記事パンフレット
抜き刷り

動画制作
収録2日前まで：広告料金の50％
収録前日以降：広告料金の100％

動画制作

カスタムリサーチ
回答収集開始前まで：広告料金の50％
回答収集開始後：広告料金の100％

カスタムリサーチ



アイティメディア株式会社
営業本部

・E-Mail : sales@ml.itmedia.co.jp

・Tel : 03-6893-2246/2247/2248

・Office : 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12

紀尾井町ビル 12F/13F（受付：13F）

・Web : https://corp.itmedia.co.jp

※本資料内の料金は全て税別・グロス表記です。

※ページデザインは変更になる場合がございます。


