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マイナビニュース テクノロジー 広告特集 - 概要

マイナビニュース テクノロジーでは、ほぼ毎月、特定の展示会に焦点を当てた編集部特集を実施。
同特集と連動した集合型 広告企画を実施しています。本資料では年間スケジュールを
ご案内するとともに、広告特集の座組みについて紹介いたします。

 毎月右記の展示会について、マイナビニュース編集部が取材記事
を集中投下。その記事を集約した「編集特集ページ」を公開しま
す。

 同タイミングで、協賛企業様の広告記事・リード獲得記事を集約
した広告特集も実施。編集特集企画と連動して広告特集ページへ
の集客を図ることで、読者の注目度の最大化を図ります。

 強力なブランディング(認知施策)、有効なリード獲得(リード施策)
を実現しますので、該当する商品をお持ちの企業様はぜひともご
検討をお願いします。

Point Schedule
開催月 特集対象

2018.01 第10回 オートモーティブワールド (併催：スマート工場EXPO 2018)
2018.02 nanotech 2018
2018.03 スマートエネルギーWeek
2018.04 テクノフロンティアTECHNO-FRONTIER 2018
2018.05 ESEC・IoT/M2M展 、 人とくるまのテクノロジー展2018 横浜
2018.06 日本ものづくりワールド（DMS）
2018.07 生産システム見える化展
2018.08 -
2018.09 JASIS 2018
2018.10 CEATEC JAPAN 2018
2018.11 JIMTOF 2018 、 ET/IoT Technology 2018
2018.12 SEMICON Japan 2018

特集の対象ユーザー（フェーズ）

イベント参加前 イベント/セミナーの情報を認識し、参加を検討するAttention - 注意

Interest – 興味

Search – 検索

Action – 検討購買

Share – 共有

イベント参加中 イベント/セミナーに参加し、興味のあるブースに立ち寄る

イベント終了後1

イベント終了後2

イベント終了後3

・イベントで気になった製品/ソリューションをインターネットで検索。具体的
かつ客観的な情報を調査する

・インターネットで収集した情報を元に適切な製品を選定し、資料請求・見積
り請求を行い、検討段階に入る

・検討した製品を評価し、導入。導入の結果は、社内/社外に製品のイメージと
して共有される
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媒体紹介
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購入／導入には関与しない
その他

機械装置類
アウトソーシングサービス

材料、素材
製造業向けパッケージ・ソフトウェア

機構系CAD、CAEツール
電気、電子系CAD、CAEツール、EDAツール

各種ボード製品
組み込み開発関連製品

計測、試験、検査、分析機器および関連ソフトウェア
アナログIC

個別電子部品
デジタルIC

購入／導入に関与する製品、サービス

10.8%

20.6%

20.6%

全く

関与しない

48.0％

購買
裁量権
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マイナビニュース テクノロジーについて

287,955 
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0 100,000 200,000 300,000

ものづくり
サイエンス

組み込み/IoT
半導体デバイス

医療/バイオ
宇宙・航空

カーエレクトロニクス
スパコン/HPC

産業機器/ロボット
次世代半導体技術

エネルギー
計測機器

カテゴリ毎のアクセス数（2017年4月PV） 製品・サービス導入の
決定権がある

製品・サービス導入の
選定権がある

製品・サービス導入の
推奨権がある

全体の半数以上が
製品選定に関与

計測機器やICなど、開発現場にて選定される
製品の関与層がボリュームゾーンとなっており、
現場エンジニアの読者割合が高いと推測されます。

一方で、材料・素材といった医療分野に従事して
いる読者や、機械装置といったインダストリーに
従事している読者も一定数が属しております。
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google や yahoo! などの検索流入に強み

マイナビニュースはSEOに強く、各種検索サイトからの流入が多いのが特徴です。
貴社製品の関連ワードなどを考察し、検索での強みを発揮することも期待できます。
特集の主ターゲットの1つである検索ユーザーの記事閲覧が期待できます。

メルマガ、ブックマーク、SNS等の固定ユーザーの存在

マイナビニュース テクノロジーは当誌の中でも特にリピート読者が多いサイトです。
各種メールマガジンやSNSなどのタッチポイントからも固定読者がアクセスします。
確実なターゲットと推測される当誌のコア読者への訴求を実現できます。

イベント終了後の施策効果を最大化する、3つの特徴

記事を閲覧した企業の特定が可能。その後のセールス活動の対象候補に

次のページで紹介のとおり、マイナビニュースのタイアップ記事広告は、記事のアクセ
スのみでなく、閲覧ユーザーの業種・従業員規模を報告し、また閲覧したユーザーの組
織名称も納品。施策の効果を可視化すると同時に、営業活動も支援いたします。

2
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効果を可視化し、営業活動も支援するソリューションが付帯

必要性は理解しているが、効果が不明瞭なので投資しづらい

多くアクセスがあっても、ターゲットへリーチできてないと意味がない

営業への結びつきがわからないため、組織や本国へ報告できない BtoBマーケティングにおける
タイアップ記事広告の課題

施策効果を可視化
閲覧ユーザーの業種分布、従業員規模分布が、
レポート資料に標準で付帯しています。

活用ポイント
• アクセスだけでなく、規模や業種にまでブレイクダウンしたレポー

ト資料により、お取り組みの効果を可視化することが可能です

• 製品が刺さる潜在的な市場のサルベージを兼ねてお取り組みをいた
だく企業様も多数いらっしゃいます

活用ポイント

• お客様がお持ちの既存ハウスリストと連携することで、営業活動の
優先度を定めるスコアリングなどで活用いただけます

• 顧客獲得に際し、組織名一覧を用いて新規アプローチリストを作
成。営業支援に活用することで、ビジネス化までを可視化できます

×
マイナビニュースのタイアップ記事広告は、記事のアクセスのみでなく、閲覧ユー
ザーの業種・従業員規模を報告し、また閲覧したユーザーの組織名称も納品。
施策の効果を可視化すると同時に、営業活動も支援いたします。

製品に関心のある組織を特定
レポート資料とは別途、お取り組みの記事をご
覧になったユーザーの組織名一覧を納品しま
す。
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広告メニュー紹介



©Mynavi Corporation 8

広告特集ページ

タイアップ
記事広告

特別企画枠
アイコンとテキストの誘導枠を掲載。誘導
期間は広告ページ等以外のTOPページ、
テクノロジーの前ページにランダム表示。

テクノロジーチャンネルTOP、カテゴリTOP
の新着枠に表示されます。
（新着記事発生毎に掲載順が下がります。）

新着記事枠

出展社様のブース取材記事広告を集約した広
告特集ページに、場所固定で表示されます。
（掲載順に上から配置していきます）

特集誘導枠

通常のタイアップ記事広告と同料金で、特集ページの誘導が付帯
マイナビニュース テクノロジーでタイアップ記事広告を掲載する場合と同料金で、広告特集ページからの誘導が付帯いたします。

特集ページへは8週間誘導を実施。広告効果を持続し、最大化する
通常のタイアップ記事広告の広告誘導(2週間)と比較し、施策効果の持続とその効果の最大化が期待できます。

特集 - ご提供内容
・タイアップ記事広告(2週間)のご提供
・広告特集ページからタイアップ記事広告へのリンク設置

ご提供内容
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タイアップ記事広告 - 概要

今回のプランで提供する記事体広告です。
貴社の展示ブースを取材・撮影し、その模様をマイナビニュースがリコメンドします。

展示会・イベントレポート 過去実績

新たな販売シナジーを発揮!「サイン＆ディスプレイショウ2017」で存在感を増すOKIデータ・インフォテック
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/09/26/002/index.html

ものづくりの「困りごと」を解決するNACHI不二越 - MECT2017注目ブース
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/09/19/001/index.html

ロボコン・プロコンが日本のエンジニア教育に最適なワケ- Robotics Education Day 2017
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/09/04/002/index.html

最新版「Solid Edge ST10」とともに流熱解析や音響解析もアピール - DMS2017・シーメンスブース
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/06/23/002/index.html

タイアップ
ページ

メニュー 誘導枠 掲載面 想定PV

広告タイアップ記事広告
（2週間）

特別企画枠（2週間）
＋
広告特集ページからの送客

テクノロジー
1,500PV
＋
特集ページによるアクセス

注意事項
• 1,500～2,000文字程度の記事2ページ～、2週間～の掲載となります。記事の追加、掲載期間の延長は、有償となります。
• 記事は6ヶ月間アーカイブされます。
• 記事内にレクタングルを掲載されたい場合は、原稿をご入稿下さい。原稿を有償にて作成することもできます。
• 事前校正は原則２回までとさせて頂きます。
• 文末に下記広告表記を記載させていただきます。「[PR]提供：（出稿主体者）」



©Mynavi Corporation 10

特集へのお申込みについて

マイナビ ニュースメディア事業部 BtoBユニット 営業部
電話番号： 03-6267-4335
メールアドレス：webmedia@mynavi.jp

注意事項
• お申込後、オリエン日程調整等を経て、詳しいスケジュールをお伝えします。
• 競合排除は行いません。ご了承ください。
• 遠方への取材は別途交通費が発生いたします。
• ご参画社数が3社未満の場合は、掲載方法・形式等が変更される場合もございます。

予めご了承ください。

掲載期間 8週間

お申込み締め切り 別途ご案内いたします。

実施料金 ¥600,000 (税抜き)
※内訳※ 制作費(Net)￥200,000 + 掲載費(Gross)￥400,000

お申し込み
在庫状況を確認後、E-mailにてお申し込書を送付ください。内容確認後、営業担当より受領メールを返信致します。


