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掲載開始 

広告特集企画 イベント企画 

テーマ 掲載面 テーマ 形式 

2016 
4月         

5月  春のイベント・展示会アフターレポート特集 企業IT ＆テクノロジー     

6月  中小向けマイナンバー特集 企業IT/マイナンバー     

7月      人事担当者向けセミナー（大阪） 3社協賛セミナー形式 

8月  財務会計特集 企業IT/業務システム     

9月      セキュリティセミナー（東京） ３社協賛セミナー形式 

10月  マーケティングソリューション総覧特集 企業IT/ マーケティング     

11月  秋のイベント・展示会アフターレポート特集 企業IT ＆テクノロジー     

12月  サーバ/ストレージ特集 企業IT/情報システム  データ活用フォーラム（東京） ８社協賛フォーラム形式  

2017 
1月         

2月  セキュリティ特集 企業IT/セキュリティ  テーマ未定/セミナー開催予定 ３社協賛セミナー形式  

3月         

マイナビニュース／ビジネスジャンルでは、下記の通り、集合型の広告企画／イベント企画を予定しております。 
該当商材をお持ちの企業様はぜひご検討いただけますと幸いでございます。 

※タイトルはあくまで仮題となります。 

※ 企画内容／スケジュールについて、変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

※詳細については、弊社営業担当までお問い合わせください。 （お問い合わせ先：webmedia@mynavi.jp） 

mailto:webmedia@mynavi.jp
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 ●特集企画のメリット● 
   □キャンペーンサイト化により、注目度が高まり、より一層のブランディングが可能！ 
   □テーマに沿った誘導枠の設置により、記事への質の高い送客が可能！  
 

①全文が読める記事広告型施策 
認知拡大・理解促進を目的とした施策にオススメです。 
 
＜実施内容＞ 
・記事コンテンツ作成・掲載（1,500～2,500文字程度） 
・レポーティング（掲載期間終了後） 
 
⇒詳細はP.5をご参照ください。 

②序文のみ公開のWPダウンロード型施策 
リード獲得を目的とした施策にオススメです。 
 
＜実施内容＞ 
・WP作成・序文の掲載（WP4C2P想定） 
・リード納品（50件保証/一部セグメント条件付き） 
 
⇒詳細はP.6をご参照ください。 
 

キャンペーンページを設け、8週間、各広告企画に誘導を行います。 
ご希望に応じて、【①記事広告型施策、②WPダウンロード型施策】の２パターンのよりお選びいただくことが可能です。 
※個別の企画の詳細は、各営業担当までお尋ねください。 

 

特集タイトル看板バナー設置 

スポンサー企業様 
誘導枠 
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マイナビニュースにて、取材をさせていただき、その内容をもとに記事化いたします。 
記事全文を公開することで情報を探しに来た読者に向けて、訴求商材の理解促進が狙えます。 
 
                    【コンテンツの内容について】 
                     貴社商材や訴求内容に応じて、営業より個別にご提案させ 
                     て頂きます。 
 

                     例：  
                     ○ご担当者様へのインタビュー記事 
                     ○レポート調記事 
                     ○導入事例記事     など 
                    
                    【掲載レポートについて】 
                     当該期間終了後に、PVやUUなどを掲載レポートにまとめて 
                     ご提出いたします。 
            

掲載レポートサンプル 

【オプション】ホワイトペーパーの制作 
 作成したコンテンツをホワイトペーパーでご納品することも 

 可能です。二次利用権をお渡しいたしますので、 
  

 ・展示会での配布資料として 

 ・営業用資料として 

 ・HPでの掲載用資料として 
 

 など、幅広くご利用いただくことが可能です。 

 （※詳細は営業担当までご相談ください。） 

タイアップ企画 

定価： ¥800,000-（グロス・税抜） 
掲載料60万＋制作費（ネット）20万 

特別企画枠（ビジネス）２週間込み 

広告特集企画について（２） 
①記事広告型施策 
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記事ページ 
 

  序文のみ掲載。 

①オンライン上での獲得 

②テレマーケティングでの獲得 

【興味の有無の確認】 
記事概要をご説明した上で、関心の有
る方には個人情報のパーミッションを
読み上げます。 

※料金内で下記のリードセグメント 
 が可能です。 
（上記以外のリードはカウントいたし 
 ません。） 

●従業員規模 
 （～500名未満 or 500～1,000 
  名未満 or 1,000名以上） 
●ユーザー企業 or SI・販社企業、 
 メーカー・ベンダー企業 

パーミッションが取れた方に対して
は、メール添付の形でホワイトペー
パーを送付します。 

コンテンツの序文のみを掲載し、続きを
読むには会員情報の提供を求めます。 

個人情報の 
ご納品 

WPご入稿 セールスリードの獲得 

【オプション】 
弊誌にて取材⇒コンテンツ化する
ことも可能です。(4C2P想定） 
デザインはマイナビニュース
フォーマットもしくは貴社フォー
マットよりお選び頂けます。 
作成したコンテンツは二次利用権
もご納品させて頂きます。 
（詳細は、P.9ご参照） 

マイナビニュースにてコンテンツの制作からリードのご納品まで一括して実施いたします。 
テレマーケティングでのリード獲得も平行して実施することで、より一層質の高いリードのご提供を目指します。 

☆取得可能項目☆ 
●氏名●ふりがな●勤務先住所 
●勤務先電話番号、●メールアドレス 
●会社名●所属名●役職●業種 
●職種●従業員数 

広告特集企画について（３） 
②WPダウンロード型施策 

タイアップ企画 

定価： ¥800,000- 
       （グロス・税抜） 
リード獲得分：掲載料40万＋制作費（ネット）40万   

  
6 
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￥4,000-/件 
（うち制作費￥2,000-（ネット）） 

製造業 

流通・小売業 

商社 

教育機関（国立・私立大学、専門学校、学習塾） 

￥8,000-/件 
（うち制作費￥4,000-（ネット）） 

金融業 

官公庁 

●業種セグメント例 

●地域セグメント例 

￥4,000-/件 
（うち制作費￥2,000-（ネット）） 

 

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 
 

 

東海（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県） 
 

 

関西（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県） 
 

広告特集企画について（４） 
②WPダウンロード型施策（2） 

●部門セグメント例 

￥4,000-/件 
（うち制作費￥2,000-（ネット）） 

 

システム部門セグメント：情報システム部、運用開発など  
 

 

経営部門セグメント：経営、経営企画、マーケティングなど 
 

 

セールス部門セグメント：営業、営業企画など  
 

 

業務部門セグメント：経理、財務、法務、総務、人事、購買など 
 

:￥4,000-/件（うち制作費￥2,000-(ネット）） :￥6,500-/件（うち制作費￥3,000-（ネット）） 

※より詳細な職種セグメントも可能です。 
:￥12,000-/件（うち制作費￥6,000-（ネット）） 

 項目の組み合わせや下記以外のセグメント等も可能ですので、詳細は営業までお問い合わせください。 

オプションにて、より細かいセグメントをご指定いただくことも可能です。 
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 下記以外の設問等も可能ですので、詳細は営業までお問い合わせください。 

●コールログ 

■2015/XX/XX 
・XX部XXグループ→XX様 

→○○は検討しており予算を立てているとのこと 
【送付先】XX 

■2015/XX/XX 
・XX部→XX様 

→利用している○○は現在無く要望も把握はしていないが需要があれば検討するとのこと 
【送付先】XX 

 テレマーケティングの際の、どのようなお話をしたか、概要をまとめたものをご納品させて頂きます。 
 （フリーテキスト、約100～150字/件程度 ） 

コールログサンプル 

￥4,000-/件（うち制作費￥2,000-（ネット）） 

●追加設問 

  

右記設問より3問以内 
￥4,000-/件  

（うち制作費￥2,000-（ネット）） 

 

1.製品のニーズの有無 

1. 同ジャンルの製品/サービスの導入を検討している 

2. すぐの導入予定はないが、将来的に導入する可能性がある 

3. 導入予定はないが、後学のために電話やメールでの案内を希望 

2.商談希望有無 

可 

否 

保留 

3.業務遂行立場 

導入の際、決裁をする立場 

導入の際、起案をする立場 

情報収集 

他社に提案をする立場 

4.検討予定時期 ○月 

 獲得されたリードについて、現状のステータスをより詳しくヒアリングいたします。（下記より３問以内でお選びください。） 

 オプションにて、検討状況など、より詳細な情報をご納品することも可能です。 

広告特集企画について（５） 
②WPダウンロード型施策（3） 
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●ホワイトペーパー4C2Pの制作および版権のご提供 

          オプション料金： ¥300,000- 

●ホワイトペーパー4C4Pの制作および版権のご提供 

          オプション料金： ¥600,000- 

●ホワイトペーパー4C8Pの制作および版権のご提供 

          オプション料金： ¥900,000- 

制作費（ネット） 

制作費（ネット） 

制作費（ネット） 

 掲載するホワイトペーパーを取材(1時間程度)を通して作成させて頂きます。 
  取材から掲載まで3～4週間程度と想定下さい。 
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営業日 ①記事広告型施策 ②WPダウンロード型施策 

0 お申込み 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 取材 

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14 初校ご提出（テキスト） 

15     

16     

17 初校お戻し 

18     

19     

20 再校ご提出（テキスト） 

21     

22     

23 再校お戻し 

24     

25     

26 念校ご提出（掲載イメージ） 再々校ご提出（WP) 

27 責了   

28   再々校お戻し 

29 掲載開始   

30   念校ご提出（WP・掲載イメージ） 

31   責了 

32     

33   掲載開始 

34     

35     

※あくまで一例となり、記事種別により前後する可能性がございます。※実施の際は、営業担当より別途スケジュールをお送りさせて頂きます。 

広告特集企画について（６） 
【ご参考】掲載スケジュールについて 
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広告特集企画について（６） 
2015年度昨年実績一例 

デジタルネイティブも取り込む！社内コミュニケーション活性化ソリューション特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/communication/ 

 

施行まで4か月！出揃った各社施策を整理!!マイナンバー対応ソリューション特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mynumber/ 

 

2015 Japan IT Week春注目ブースレポート特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/2015japan_itweek/ 

 

スマートデバイス活用を促進する注目のソリューション特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/smart_device/ 

 

Interop Tokyo 2015注目ブースレポート特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/2015-interop/ 

 

設計・製造ソリューション展注目ブースレポート特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/technology/dms-tokyo/ 

 

マイナンバーにも対応！財務会計／人事給与ソリューション特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mynumber_solutions/ 

 

最新技術の導入で運用はこんなにも変わる！データセンター改善ソリューション 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/data-center_custumize/ 

 

メカトロテックジャパン2015注目ブースレポート特集 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mect2015-jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/communication/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mynumber/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/2015japan_itweek/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/smart_device/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/2015-interop/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/2015-interop/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/2015-interop/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/technology/dms-tokyo/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/technology/dms-tokyo/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/technology/dms-tokyo/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mynumber_solutions/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/data-center_custumize/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/data-center_custumize/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/data-center_custumize/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mect2015-jp/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mect2015-jp/
http://news.mynavi.jp/ad/2015/enterprise/mect2015-jp/
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●イベント企画● 
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イベント企画について 

【８社協賛型フォーラム】（400名集客⇒200名来場） 

マイナビニュースフォーラム2015 Winter for データ活用 

http://news.mynavi.jp/forum/ 

ご出稿主様：株式会社アプレッソ様、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社様、 

スマートインサイト株式会社様、株式会社セゾン情報システムズ様、 

テクマトリックス株式会社様、株式会社 Preferred Infrastructure様、 

株式会社Ptmind様、株式会社ユーザーローカル様 

実施金額：￥1,200,000- （グロス・税別）～ 

実施金額：￥1,500,000- （グロス・税別）～ 

【３社協賛型セミナー】（160名集客⇒100名来場） 

第4回マイナビニュースITサミット 

大企業のための情報漏洩対策セミナー～情報漏洩が起こる事を想定した対策を講じる～ 

http://news.mynavi.jp/ad/2014/enterprise/141211itsummit/ 

ご出稿主様：株式会社ラック様、ハミングヘッズ株式会社様、ネットエージェント株式会社様 

 

●実績（一例） 

マイナビニュース主催のイベントにご協賛いただくプランです。 
年間プラン内はｐ.2の通りでございますが、ご要望に応じて、企画立案させていただくことも可能です。 
※個別の企画の詳細は、各営業担当までお尋ねください。 

※上記あくまで実績でございます。 

  各企画ごとにご提供金額は変動いたしますので、予めご了承ください。 
13 

http://news.mynavi.jp/forum/
http://news.mynavi.jp/ad/2014/enterprise/141211itsummit/
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○ご出稿・掲載についての詳細は、お電話またはE-mailでお問い合わせください。 
 必ず、事前に掲載可否のご確認をお願い致します。 
 
○本企画のお申込時に弊社個人情報受け渡ルールに従い署名捺印を頂きます。 
 

○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。 
 

○制作するコンテンツの校正は原則2回までとさせて頂きます。 
 

○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。 

…………………………………………………………………………………
株式会社 マイナビ 
ニュースメディア事業部 ITユニット 営業部 
〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル  
TEL 03-6267-4335  FAX 03-6267-4029 
マイナビニュース 広告免責事項 
http://mediaad.mynavi.jp/pdf/mn_attention.pdf 
………………………………………………………………………………… 


