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ITmedia 総力特集

ITmedia DX 経営に価値あるDX視点を
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ITmedia DXとは

ITmediaのビジネス・テクノロジー領域5メディアが、経営・LOB・ITエンジニアといったDXの各プレイヤーに向け横断的に情報発信

事業計画に即したIT戦略策定やテクノロ
ジーによる事業開発をミッションとする
DX実務リーダーに向け、実践的な考え方
や手段を発信

ITとテクノロジーに関連する多彩な
ニュースや事例を企業内イノベーターに
向けスピーディにお届け

経営企画、人事・総務、財務、マーケティングなど職種
別に特化したコンテンツで職種×DXの課題解決ヒントを
提供

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を提供

DXを実現するテクノロジー基盤や開発サイクル
の構築に向けたロードマップと技術情報をITエ
キスパートに展開

ITmedia NEWS 月間約2127万PV

＠IT 月間約1129万PV

※メディアPVは2021年6月実績

ITビジネスオンライン 月間約2713万PV

ITエンタープライズ 月間約213万PV

ITエグゼクティブ 会員約7000人
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企画展開

ITmedia DXで生成された読者の行動データは、各メディアで展開する広告施策で活用可能。広告記事には専用の読者誘導枠を提供します

5メディアからITmedia DXへ読者誘導

• 5メディアTOP面や記事ページにある専用
の誘導枠から、ITmedia DXへ読者誘導

• 5メディアから各編集部が選定したDX関連
記事をITmedia DXヘ提供掲載

• DX関心層の、メディア上での行動データを
各種プロモーションに活用

• 協賛企業には、ITmedia DXの読者傾向を示した
月次レポートを提供（無償特典）

• ITmedia DXに設置された企業ロゴや広告枠、
広告記事への専用誘導枠でアウェアネスを獲得

ITmedia DXから広告への読者誘導・データ活用 各メディアでの広告施策へ読者誘導

• 読者の行動データをもとにDX関心層のみ
へターゲティングし、広告記事へ誘導する
行動履歴ターゲティングタイアップによる
アウェアネス向上

• 四半期ごとに実施するデジタルイベント
「ITmedia DX Summit」への協賛、DX
関心者のリード獲得
など 各種広告施策と連動
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メディア概要

PV/UB キーワード

• ビジネスプロセスのデジタル化
• 業務システムのクラウド化
• データ活用
• AI活用
• 事業創出
• 組織変革

https://www.itmedia.co.jp/topics/dx.html

月間平均
約51万PV/約23.4万UB

よく
読まれた
記事

• 経営者はITエンジニアの「あのクラウドは使いたくない」の声に耳を傾けるべきなのか

• DXとは「すっ飛ばす」こと DXが進まない企業に欠けている視点

• DX時代、文系職種がAI、ディープラーニングを学ぶべき理由

• 富士通「年収3500万円」の衝撃 ソニー、NECも戦々恐々の「グローバル採用競争」

• 「年1万時間の業務削減」自社AIで成し遂げたオープンハウス カギは住宅チラシの自
動作成 キーパーソンに聞く舞台裏

• おじいちゃんIT人材が爆誕!? AI分野で、どんな業務を任せているのか

ITmedia
DX読者※ 経営・経営企画職層

＋2.8ポイント
課長職以上

＋4.2ポイント

※ITmedia NEWS、ITmedia ビジネスオンライン、ITmedia エンタープライズ、＠IT読者と比較 2021年7月実績

メディアコンセプト通り、DX投資を決める経営・事業リーダー層に情報を発信
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読者傾向
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クラス
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ステム

13.3%
その他情報

システム関

連

36.1%

専門職

20.7%

その他職種

7.5%

職種

製造業 情報・通信 サービス業 文教

オムロン株式会社 ブラザー工業株式会社 株式会社東芝 株式会社NTTドコモ アクセンチュア株式会社 東京大学

カシオ計算機株式会社 ヤマハ株式会社 株式会社日立製作所 KDDI株式会社

キヤノン株式会社 リコージャパン株式会社 京セラ株式会社 Zホールディングス株式会社

コニカミノルタ株式会社 ルネサスエレクトロニクス株式会社 三菱電機株式会社

シャープ株式会社 株式会社JVCケンウッド 住友電気工業株式会社

セイコーエプソン株式会社 株式会社デンソー 大日本印刷株式会社

ソニー株式会社 株式会社ニコン 凸版印刷株式会社

トヨタ自動車株式会社 株式会社村田製作所

パナソニック株式会社 株式会社島津製作所

属性

閲覧UB数
上位企業
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メディア方針

人間は、不確実性を嫌います。経営者からすると、決まった期間に、いくら投資し、どれだけ成果を上げられるか「分かっている」に越し

たことはありません。それゆえ変化を恐れ、挑戦をためらうケースもあったでしょう。しかし状況は一変しました。この先、デジタルへの投

資を怠り、試行錯誤しない企業は、市場退出を余儀なくされるでしょう。

だからといって、不確実性が増す世の中で、やみくもにデジタル化を進めるわけにもいきません。水先案内人が必要です。その昔、まだ見

ぬ世界を目指した航海士たちは、夜空の星々を頼りに帆を進めたといいます。ITmedia DXは、先行企業の事例、トレンド解説などを発信し、

皆さまの道筋を照らします。

ご期待ください。
ITmedia DX特命編集長
ITmedia ビジネスオンライン編集長 片渕陽平

「デジタルの力でできること」が飛躍的に増え、社会、ビジネスの在り方が根本から問い直されています。興味深いのは、技術面と同等かそ

れ以上に制度、プロセス、文化といった側面が注目され、混乱の原因にもなっていることでしょう。ITは分断されたものではなく組織・戦略に

埋め込まれるもの。それがようやく認識され、身体感覚も通じてわがごと化されつつあるのです。

人力前提の仕組みからデジタル前提の新しい仕組みへ。そこに手順書はない以上、混乱が生じるのは当然です。ある種の“選別”も進むことで

しょう。では貴社の場合、どうすればレジリエンスを確保できるのでしょうか。ITmediaDXは、この“企業生命がかかった問い”を皆さまと共に

考えていきます。

ITmedia DX編集委員
＠IT/ITmediaエンタープライズ/ITmediaエグゼクティブ統括編集長 内野宏信
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企業を取り巻く課題とITmedia DXのミッション

社会状況の変化により、あらゆる企業がDXの重要性を

再認識しつつある。だが「取り組めていない」「一部

の試行にとどまっている」という声は依然として多

い。その背景には、投資を決断する経営・事業リー

ダー層における「DXで生み出す価値」のイメージ欠如

がある。

ITmedia総力特集「ITmedia DX」では、経営・事業

リーダー層をターゲットに、業界別のDX事例や先行企

業のキーパーソンインタビューを紹介。

自社が取り組むべきDXの投資対効果を知り、正しく推

進するための道筋を示していく。

企業の
課題

経営者・事業リーダーが「DXの投資対効果を描けてい
ない」ために、必要な投資ができていない

メディア
ミッション

1位 経営者の方針（41.5%)

2位 取り組んでいない（32.6%)

3位 一部部門内の方針（16.8%）

4位 親会社の方針（14.5%）

5位 一部チームの方針（7.9%）

1位

2位

デジタルトランスフォーメーションに取り組むきっかけ

デジタルトランスフォーメーション推進上の妨げとなるもの

1位 投資コスト（66.0%)

2位
デジタルやテクノロジーに関するスキルや人材の不足
（42.8%)

3位 企業文化(31.9%)

4位 経営層の理解(31.4%)

5位 DXのビジョンや戦略の欠如（29.4%)

1位

2位

Techno Graphics 2020デジタルトランスフォーメーション編 調査期間：2020年1月14日～3月26日 回答数：891件
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ITmedia DXのプロモーション

ITmedia DXでは、様々なコンテンツ提供を通じ、企業のDX推進を支援するベンダーとメディア読者を繋ぎます。

✓ITmedia DX閲覧企業レポートの提供

✓読者の認知・理解促進のための記事広告企画と、見込み顧客のリード獲得サービスの連動施策

✓最新のDX実践事例やビジネストレンドを提供するデジタルイベント「DX Summit」の協賛

Insight

purchase 
intent data

Information 
gathering & learning

Awareness
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• ITmedia DX閲覧企業レポートの提供
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ITmedia DX閲覧企業レポート（協賛特典）

DX関連記事の閲覧動向を、企業ドメインごとに閲覧上位100社についてレポーティング
どういった情報が読者に求められているのか、どういった企業がDXに関心を寄せているのか可視化

レポート対象
ITmedia NEWS、ITmedia ビジネスオンライン、
ITmedia エンタープライズ、＠IT のDX関連記事閲覧読者

レポート項目
• 企業TOP100（PV順、IP判別）
• ITmedia DXでよく読まれた記事TOP10
• 業種（総アクセス中ITmedia ID会員）
• 職種（総アクセス中ITmedia ID会員）
• 役職（総アクセス中ITmedia ID会員）等

更新頻度
・月1 ※スポンサード期間中毎月上旬に前月分レポート

→ → →

記事閲覧 行動ログを分析 プロモーションレポート

SAMPLE
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• 読者の認知・理解促進のための記事広告企画と、見込み顧客のリード獲得サービスの連動施策
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記事広告の特徴

日々メディアで配信しているニュース記事を

執筆・編集しているメディア編集者がその知

見を活かし、読者の理解を促しエンゲージメ

ントを高めるコンテンツをご提案。制作作業

に最後まで携わります。

掲載期間終了後には閲覧レポートをご提供しますの

で、キャンペーンを適正に評価し、次回施策への活

用が可能です。

アイティメディアが有する数多くのサイト特性を生か

した広告や、

「ITmedia DMP」に蓄積されている読者の行動デー

タを活用したオーディエンス拡張配信などを組み合わ

せ、効率的な読者の閲覧を獲得します。

PV数を保証するメニューをご用意。キャン

ペーンの数値目標にコミットします。また、

一度掲載期間が終了したタイアップ記事に読

者誘導を再開することも可能です。

読者のことを最もよく知る編集者

による企画・編集

PVの保証

効果的な読者導線

詳細なレポーティング
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特集連動タイアッププランのポイント

Point
#1

Point
#2

Point
#3

特集×ITmedia DMPで関心の高い読者にリーチ

編集特集の実施によって、特集テーマに関心が高い読者を効率的に把握することが可能になります。
そして、行動履歴ターゲティングタイアップによって、特集テーマに関心が高い読者に対して貴社タイアップを届けるこ
とができます。

関心者の”顔”を把握した上でのコンテンツ制作

オーディエンスデータの分析によって、特集テーマに関心がある読者の属性情報や興味・関心内容を事前に把握すること
が可能になります。さらに、編集記事も手掛けている編集者が貴社のタイアップを制作・監修しますので、「データ×編
集者の知見」によるコンテンツを制作することができます。

プロモーションの多様性

編集記事も手掛けている編集者が貴社のタイアップを制作・監修することで、貴社のプロモーションを
より読者に伝わりやすい様々な手法でのコンテンツ化が可能です。
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『DX』関心者訴求パッケージ

 リード獲得とアウェアネス向上施策をワンパッケージにした、

『DX』に関心のある読者への訴求に最適な施策

 特典として『ITmedia DX』からの読者誘導枠、企業ロゴ掲載、レクタングルバナー

掲載（各1か月）提供

実施料金

提供メニュー① LeadGen. Segmentサービス

定価 基本料10万円＋リード料40万円（税別）

保証リード数・属性 50件 属性保証：エンドユーザー（IT関連業除く）

掲載期間 想定2ヶ月（保証リード数を達成次第終了）

入稿期間 約2週間～1カ月

必要コンテンツ数 ホワイトペーパー2本以上

提供メニュー②
ITmedia ビジネスオンライン 5000PV保証行動履歴子ターゲティン
グタイアップ記事 「DX」関連コンテンツ関心者

定価 170万円（税別）

保証PV数 5,000PV

掲載期間 最短1週間～想定2ヶ月（保証PVを達成次第終了）

メニュー

タイアップ記事 1本制作

約3000～4000字、図版2,3点‘（取材あり）

閲覧レポート（PV,UB,閲覧企業等）

（特典）マーケティング・シンカ論 INDEXTOPリンク（1か月間）

制作期間 約1か月～1.5か月

提供メニュー③ DMPターゲティングメール

定価 行動履歴データ利用単価50円×4,000通 定価20万円（税別）

配信数 4,000通保証

配信対象 貴社タイアップ記事やホワイトペーパーなど、DX関連コンテンツ閲覧者

メニュー

240万円 → 200万円（グロス税別）※本パッケージ特別価格

記事広告行動履歴ターゲティ
ングタイアップ記事

「興味・関心」の高い人

「興味・関心」の低い人

誘導広告を表示
記事へ誘導

誘導広告を
表示しない

リード獲得

ホワイトペーパーを閲覧

PDFダウンロード時にアン
ケート回答と個人情報提
供の許諾を取得

利用例：
記事閲覧者と
DX関心者へ
プッシュメール配信

DMPターゲティング
メール

特集掲載

興味関心事項は上記に限らず任意で設定可能です。
訴求ポイントに最適なターゲティング条件をご提案いたします
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タイアップ記事事例（提供：日本マイクロソフト株式会社）

提供：日本マイクロソフト株式会社

月額わずか数万円、3カ月の超スピードでアプリをリリース。ガス会社の事例に学ぶ
『クラウド時代の新規事業のやり方』とは

コロナ禍においてビジネス環境が大きく変わる中、顧客視点の非対面コミュニケーションを見直す
「外向きのDX」と、距離を越えた企業間コラボレーションを経て開発プロジェクトを進める「内向き
のDX」の両方を成功させた企業がある。

自社サービスの「お客さまポータル」（ウチ住まるごとナビ）の新規リリースをわずか3カ月という
極めて短期間で実現した東北・茨城地区を拠点とする東部ガスと、同社のシステム開発を請け負って
遠隔での開発を推進した九州を拠点とする西部ガス情報システム、そして同ポータルのUI・UXデザイ
ンを手掛けたgazの3社だ。

Azure Static Web Apps、Azure Light-up Programの導入事例としてユーザー

の東部ガスと開発パートナーの西部ガス情報システム、gaz社への各社インタ

ビューを1記事の中で展開。各社の視点でプロジェクトをどう進めたかを掲載

し、「外向きのDX」「内向きのDX」の実現までをケースとして紹介。
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タイアップ記事事例（提供：広島県）

提供：広島県

DX先進県・広島県の湯崎知事に聞く いま、本当にDXのために必要なもの

「デジタルトランスフォーメーション（DX）」が一種のバズワードとして広がりを見せ、アフターコ
ロナを見据えた競争力維持のために、今やあらゆる業種業界の垣根を超え、避けて通れないものと
なっている。
いま、DXのために必要なものとは何だろうか。自治体として早くからデジタル活用・DX推進に取り
組み、10月にはオープンデータなどを提供する「データカタログサイト」をオープンした広島県の湯
崎英彦知事にインタビューした。

広島県の湯崎（※崎は「たつざき」）英彦知事に、広島県のこれまでの取り組み

や、DXを進める上で必要なものについてインタビュー。企業戦略に特化したビジ

ネス情報サイトITmedia ビジネスオンラインにて掲載し、自治体DXの好事例とし

て読者からも高い関心を集めた。
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タイアップ記事事例（提供：サイボウズ株式会社）

提供：サイボウズ株式会社

DXのカギを握る、ノーコード／ローコード開発ツールの使い処と「伴走型SIer」の
見つけ方

DXに取り組みたいものの「何から始めればよいのか分からない」「アプローチの方法が分からない」
といった悩みが随所で聞かれる。日本企業のDXが進まない理由とその解決策を専門家に聞いた。

カギは「伴走型SIer」というパートナーの存在と、ノーコード／ローコード開発ツールの使い方にあ
る。

従来型のシステム開発がDXにそぐわない理由について、企業のDXの現状を知るサ

イボウズの相馬理人氏（事業戦略室kintoneビジネスプロダクトマネージャー）に

話を伺い、DXの取り組みが進まない企業の実態を整理。DXを推進するデジタル

リーダーにむけたメディアであるITmedia エンタープライズ読者に向け、DXの

パートナーとなる「伴走型SIer」との連携をサイボウズがどう支援できるか、解説

した。
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