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企画のご案内 概要

家電、防犯機器、自動車、医療機器、事務機器、産業機器など、インターネットに接続する
機器＝IoTは年々増えており、2020年には200億もの機器が接続すると言われています。
そうした状況が予測される中、懸念されているのが機器のセキュリティです。
これまでセキュリティを守るという概念がなかった家電や防犯機器といった機器は危険にさ
らされています。

こうした状況を踏まえ、マイナビニュース編集部では「IoT×セキュリティ」というテーマの
下、「IoTにおけるセキュリティのリスク」「IoTにおける攻撃の仕組み」「IoTにおけるセ
キュリテｨ最新動向」「ＩoTセキュリティ2017年の予測」「IoTを安全に利用するための対
策」を紹介・解説する記事の掲載を考えています。

これにあわせて、マイナビニュース 広告企画でも「 IoT×セキュリティ 関連ソリューション
を紹介する広告特集企画」を実施します。本広告特集企画では、各社様の製品/サービスを紹
介する広告ページを制作。編集特集企画ページに本広告特集企画と連動する誘導バナーを設
置することで、 IoT×セキュリティに関心のある読者を強力に広告特集に誘導します。

セールスリードの獲得およびブランディングの両面で
ご活用いただけますので、対象商材をお持ちの企業様
はぜひともご検討をお願いいたします。
＜想定分野＞

2
○各種メーカー
○エンドポイントセキュリティ
○ネットワークセキュリティ

○ビッグデータなどDB関連分野
.etc



(C) Mynavi Corporation

企画のご案内 –ご参考–

■マイナビニュース「IoT×セキュリティ」関連記事例
【記事広告型施策 掲載例】

・[特別企画] IoTで急増するネットワーク管理のニーズにこたえるための処方箋
http://news.mynavi.jp/kikaku/2015/03/23/001/

・ [特別企画]ランサムウェアの発信源判明!? 専門家に聞くセキュリティ最新事情と2017年予測
http://news.mynavi.jp/kikaku/2016/11/24/003/

【マイナビニュース 編集記事】
アカマイ、2016年第3四半期のセキュリティレポートを公開 - セキュリティ分野
のライターブログへの623GbpsのDDoS攻撃も
http://news.mynavi.jp/articles/2016/12/19/akamai32016/

IoTデバイスは何が危険? マカフィーがランサムウェアなど10の脅威を予測
http://news.mynavi.jp/news/2016/12/12/175/

F5、クラウド環境でアプリケーションサービスを提供する新ADC製品など発表
http://news.mynavi.jp/news/2016/11/25/040/

2017年に注意すべき5つのセキュリティ・トレンドとは?
http://news.mynavi.jp/news/2016/12/01/043/

ランサムウェアは2017年後半に攻撃が減少-インテルセキュリティが脅威予測
http://news.mynavi.jp/news/2016/12/02/278/

NRIセキュアとGEデジタル、IoTシステムのセキュリティ対策で協業
http://news.mynavi.jp/news/2016/11/09/133/

NRIセキュア、FinTechやIoTサービス向けにAPIのセキュリティサービス
http://news.mynavi.jp/news/2016/11/10/439/

IoTデバイスが原因でTwitterダウンも - 迫りくるIoTにおけるサイバー攻撃にど
う対処すべきか?
http://news.mynavi.jp/articles/2016/11/01/nttcom_iotsec/

NECとGEデジタル、IoT分野で包括的な提携
http://news.mynavi.jp/news/2016/10/26/388/

KDDI、SIMを活用してIoT機器の不正遠隔操作やなりすましを防ぐ技術
http://news.mynavi.jp/news/2016/10/21/169/

マルウェアに感染するIoTデバイスが増加 - シマンテック調査
http://news.mynavi.jp/news/2016/09/26/242/

マルウェアに感染するIoTデバイスが増加 - シマンテック調査
http://news.mynavi.jp/news/2016/08/22/268/

ベリサーブ、「IoT セキュリティ対策支援ソリューション」を提供開始
http://news.mynavi.jp/news/2016/09/01/308/

DNP、オランダのGemaltoとIoTセキュリティ分野で協業 - ICカード技術応用
http://news.mynavi.jp/news/2016/08/12/122/ 3
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企画のご案内 –ご参考–

■ 「 IoT×セキュリティ編集特集企画」の公開予定記事
・4月公開予定の「IoT×セキュリティ編集特集企画」では、以下のような編集記

事の公開を予定しています。

・「IoTにおけるセキュリティのリスク」
・「IoTにおける攻撃の仕組み」
・「IoTにおけるセキュリテｨに関する最新動向」
・「ＩoTセキュリティの2017年の予測」
・「IoTを安全に利用するための対策」
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●特集企画のメリット●

掲出広告は、ご要望に応じて、【①記事広告型施策、②WPダウンロード型施策】の2パターンのより選択
可能です。なお、これらの広告には、以下の強力な誘導メニューが付随します。

■ 掲出広告を集約した③「IoT×セキュリティに関する特設ページ」を開設
■ 編集部の同一テーマの特集ページ直下に、高い誘導率を誇る④「記事見出し風バナー」を掲出
■ マイナビニュース(ビジネス)の各ページに表示される⑤「特別企画枠バナー」を掲出

(記事広告は2週間、WPダウンロード型は8週間)
■ WPダウンロード型施策はユーザーがWPを一括でダウンロードできるシステムを導入し、ダウンロー

ド者のリード情報を提供します。
これらの施策を実施することで、「IoT×セキュリティ」と親和性の高い読者を、各社様の掲出広告に誘導いたします。

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.6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.7をご参照ください。

企画のご案内 概要（1）
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特集タイトル看板バナー設置

記事広告ヘッドライン

マイナビニュース
関連記事

市場動向

企画のご案内 概要（2）
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編集部特集企画ページ
記事一覧

⑤特別企画枠
バナー

④ 記事見出し風バナー

マイナビニュース(企業IT)の特集ページの直下に、
弊誌において高い誘導実績のある「記事見出し風
バナー」を設置。

編集部 特集ページに集まるIoT×セキュリティに
興味のある読者を、各社様掲出広告ページに誘導
します。

④ 記事見出し風バナー
⑥WP一括DLバナー

③ IoT×セキュリティに関する特設ページ

⑤特別企画枠
バナー

特設ページ誘導バナー

各社様の広告企画記事を集約した特設ページを開
設いたします。

同ページでは、マイナビニュースの通常ページと
は異なるリッチなデザインを採用し、「特設ペー
ジ誘導バナー」「特別企画枠バナー」から誘導を
かけることで、IoT×セキュリティに興味のある
読者を集客。各社様の掲出広告ページに誘導しま
す。

⑥WP一括 ダウンロードバナー
参画していただく企業様のWPを一括してダウン
ロードできるページへのバナーを設置いたします。
⇒詳細はP.7をご参照ください。
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企画のご案内 概要（3）
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WP一括 ダウンロードについて

 IoT×セキュリティ特設ページにWPダウンロード型施策にご参画いただいた企業様のWPを「一括ダウ
ンロード」できるボタンを設置いたします。

 ユーザーは特設ページに掲載された記事のWPをまとめて入手できるため、一度に効率良くWPを得る
ことができます。

 ユーザーがWPダウンロードするにはIT Search+（ https://news.mynavi.jp/itsearch/ ）に会員登
録する必要があり（未登録者）、登録時に取得したリードは後日参画企業様へ提供いたします。

 IT Search+号外メールマガジンに掲載いたします。
 特設ページ⇒一括ダウンロードご案内ページを掲載し未登録者は会員登録へ誘導します。

未登録者

既登録者

特集タイトル看板バナー

記事広告
ヘッドライン

マイナビ
ニュース
関連記事

市場動向

看板バナー

一括ダウンロード

⑥WP一括DLバナー

一括ダウンロード
ご案内ページ

特設ページ
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マイナビニュースが製品・サービスを取材、その内容をもとに広告記事を制作します。
※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）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

記事ページ

①記事広告型施策について

■記事体広告掲載イメージ

8
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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（50件保証）
【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。
（下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）

●どちらかのセグメントをお選びください。

セグメントA：
ユーザー企業セグメント 50件
定価 ¥800,000-

セグメントB：
製造業のみ獲得 40件
定価 ¥800,000-

（グロス・税抜）

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(IT Search+)において、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

②WPダウンロード型施策（1）

9リード獲得分：掲載料＋制作費（ネット）
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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）

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。

②WPダウンロード型施策（3）
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②WPダウンロード型施策（4）

●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-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-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-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）

 ホワイトペーパーの制作も承ります。ご要望にあわせて、取材から原稿執筆、デザイン制作
まで一貫して担当させて頂きます。
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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。

【ご参考】掲載スケジュール
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《御申込〆切》 2017/ 3 / 3（金）

（ご注意事項）
○リード獲得型施策（②）の場合、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 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
…………………………………………………………………………………

《セールスリード提供 ※②のみ※》
掲載開始から8週間、隔週集計でご報告いたします。

《掲載期間》 2017 / 4 / 3 （月）～ 2017 / 5 / 31 （水）

広告掲載料金について
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