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通常、リード獲得の施策をする場合、タイアップ全文が読めない。 

⇒WPダウンロードした人以外は、コンテンツを読めず、機会損失をしてしまう…… 

 

 

 
マイナビニュースの「Web上だけではなく、テレマーケティングも行っている」という 
特性を活かして、リードの獲得だけでなく、認知拡大も狙えるメニューを作成致しました。 

 
 記事全文を公開します。 
  →認知拡大をメインの目的に据えつつ、記事下から貴社ご納品WPをダウンロードできるよう 
   にすることで理解が深まった状態で興味を持った方のリードをご納品することが可能です。 
   ※Webからのリード獲得件数は保証いたしかねます。 

 
 
 
  Web上でのリード獲得とは別に、弊社のテレマーケティング部隊が貴社WPを使用し、 
  リード獲得を行います。 
   →５０件のリード獲得を保証、Web上では難しいセグメントが可能（オプション）です。 

Web上 

テレマーケティング 

はじめに 
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企画概要について 

誘導枠掲載イメージ 

 
 
 

 

① 
ヘッドライン 
新着記事 

 
 
 
 
 
 
 
 ②

特
別
企
画
枠(

2

週
間
） 

タイアップ記事 
ホワイトペーパー 
ダウンロードページ 

【テレマーケティングについて】 
○上記の記事への集客と並行し、マイナビニュー 
 スのDBに向けたテレマーケティングも行い、 
 ターゲットへの紹介とリード獲得を行います。 
○テレマーケティングは、「記事概要の説明 ⇒  
 関心の有無の確認 ⇒ 関心ある場合に資料送付 
 の必要有無の確認 ⇒ 必要な場合、個人情報 
 パーミッションの読み上げ ⇒ パーミッション 
 への合意後、資料提供 ⇒ 名簿化」という流れ 
 となります。 

記事ページ 

 

ホワイトペーパー 
ダウンロード 

①オンラインでの認知拡大施策 

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。 

【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
方にはスポンサー企業様への個人情報提
供の許諾をいただきます。 

②テレマーケティングでのリード獲得 

 

 スポンサー企業の関連記事を閲読した読者の個人情報を顧客リストとして生成いたします。 

・訴求製品やソリューションに関するテーマのタイアップ記事を執筆・掲載します。 

・ホワイトペーパーは貴社ご支給のものを使用させていただきます。（オプションで弊社で制作することも可能です。） 

・タイアップ記事ページにヘッドライン、特別企画枠(2週間)より誘導します。 

・読者は個人情報の第三者提供に同意し、ITSearch+会員になることで、ホワイトペーパーをダウンロードできるようになります。 

・収集した個人情報を顧客リスト化し提供します。 

 

☆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 
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（ご注意事項） 
○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。 
 
 

○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。 
 
○遠方への取材が発生する場合、別途交通費が発生いたします。 
 
○Web上でのリード獲得は件数を保証するものではありません。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 BtoB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://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_attention.pdf 
………………………………………………………………………………… 

《広告掲載料金》         ￥1,500,000- 
     （掲載料：900,000円（グロス）、制作費：600,000円（ネット）） 

 

《セールスリード提供》 掲載開始から8週間、隔週集計でご報告いたします。 
                    ※当該期間までに50件獲得できていない場合は、件数獲得までご報告いたします。 

《セールスリード保証》   50件 
                                       

                        

 ※消費税別                          
 ※タイアップページ、各種誘導込 
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※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 

広告掲載料金について 

http://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_attention.pdf
http://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_attention.pdf
http://media-ad.mynavi.jp/pdf/mn_attention.pdf
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【ご参考】 
タイアップ（リード保証プラン）オプションについて（１） 
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 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。 
 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。 

￥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 

●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。 

●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） 
 

:￥12,000-/件（うち制作費￥6,000-（ネット）） 
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【ご参考】 
タイアップ（リード保証プラン）オプションについて（２） 
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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 

●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。 

￥4,000-/件（うち制作費￥2,000-（ネット）） 
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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。 

 営業アポイントメントを保証するプランもございます。詳細はお問合せください。 
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【ご参考】 
タイアップ（リード保証プラン）オプションについて（３） 
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掲載キャプチャ 施策概要 

  

記事名 

マイナンバーにも有効! データの持ち出しや不正アクセ

スを”物理的”に遮断するパンドウイットのセキュリティ

対策製品とは? 

実施時期 2016年2月～ 

クライアント名 パンドウイットコーポレーション日本支社様 

掲載ホワイトペーパー
名 

物理層でも実装できるマイナンバー対策 - 見逃しては
ならないネットワーク物理層におけるセキュリティーソ
リューション 

備考 http://news.mynavi.jp/kikaku/2016/02/29/001/ 

【ご参考】 
実績のご紹介（１） 
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掲載キャプチャ 施策概要 

  

記事名 
地震、落雷、台風、大雪……停電による損失を防ぐ! 企

業におススメなBCP対策とは? 

実施時期 2016年2月～ 

クライアント名 NEC様 

掲載ホワイトペーパー
名 

「たかが停電」「されど停電」実害を被る前に企業が取
るべき対策とは? 他社はどのような対策を講じている
のか。-NECの蓄電システム導入実績- 

備考 http://news.mynavi.jp/kikaku/2016/02/02/002/ 

【ご参考】 
実績のご紹介（２） 
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掲載キャプチャ 施策概要 

  

記事名 
予測的な顧客分析で成功する「さしすせそ」とは？ - 勝

ち残る流通・小売業となるためのキーワード 

実施時期 2015年9月～ 

クライアント名 日本アイ・ビー・エム様 

掲載ホワイトペーパー
名 

プロジェクトを期待外れで終わらせないデータマイニン
グのプロセスとツール 

備考 http://news.mynavi.jp/kikaku/2015/09/30/008/ 

【ご参考】 
実績のご紹介（３） 
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免責事項 
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・停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インフラその他サーバー等のシステム不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰すべき 

  事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、弊社はその責を問われないものとし、当該履行については、 

  当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。 

 

・広告掲載初日及び広告内容の変更日の午前0時から午前12時までの間は広告掲載試験時間とし、当該試験時間内の不具合について、弊社は免責される 

  ものとします。 広告掲載および変更日は営業日とし、休日および祭日の対応はできかねます。 

 

・リンク先URLに接続できない場合には掲載を開始できかねます。 また、掲載中にリンク先URLに接続できない状態になった際には掲載を停止することがあります。 

 

・バナーやメール等の広告クリエイティブ内に「ナンバー1」「世界初」「当社だけ」などの最大級・絶対的表現を使用する際は、表示の根拠となる出典もしくは 

 調査機関名を 当該クリエイティブ・ランディングページへ明記下さい。 

 

・ブラウザの仕様などのユーザー環境により想定通り表示されない場合がありますので、 あらかじめご了承願います。 Internet Explorer 8以上、Firefox最新 

 バージョン、Google Chrome最新バージョン以外のブラウザをご利用の場合、 一部、正しく動作しない可能性がございます。  

 

・あらかじめ掲載される内容はチェックさせていただきますが、本広告のご利用における事故・トラブルに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。 

 

・競合排除は致しません。 

 

・期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。 

 

・バナー掲載レポートは掲載終了後6営業日以降に、メールマガジン配信レポートは配信日より1週間計測した後、その日より6営業日以降の作成となります。       

 速報値レポートが必要な場合は別途費用で対応いたします。 

 

・掲載の申込方法については、電子メールやファクス等で、必要事項を記入した申込書を送信下さい。  

  受信後、弊社担当者から当申込に関して、受領の  連絡をいたします。 この受領の連絡をもって、広告掲載の申込完了と致します。   

  受領の連絡がない場合は、申込は未完了と致します。 また、申込者が受領の連絡を受けた時から、申込者は本免責事項の全ての内容を承諾したものとみなします。 

 

・ご掲載いただいた広告を事例として紹介させていただく場合がございます。  

 

・掲載申し込みについての解約・申し込み変更においては弊社承諾を得ない限り認められません。 解約・取り消しには下記のキャンセル料が発生致します。 

  掲載開始日の前日/当日 100％、15日前 60％、20日前 40％ 

  またキャンセルについては申し込み者からの解約・取り消しの意思表示が弊社に到達した時点をもって区別します。  

 ※お申込みの解約・取り消しが土日祝日の場合翌営業日の日時となります。 


