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企画のご案内 概要

最近はビッグデータを活用してマーケティングに利用する事例が増えてきました。
膨大なデータから潜在的な市場を割り出したり、消費者の購買行動を分析し需要予測を行うといった活動
は、企業の業績を向上させ効果的なマーケティング戦略を実現するためには必須となりつつあります。

そこで、マイナビニュース編集部ではDMP（Data Management Platform）やMA（マーケティングオー
トメーション）などのプラットフォームを利用して優良顧客にアプローチしている企業の導入事例を紹介
する特集を実施いたします。

さらに、マイナビニュース 広告企画としても「IT×データで変わるマーケティング」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し、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、マーケティングテクノロジーに関心のある
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＞
○マーケティング部門
○情報システム部門
○経営企画部門 等
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企画のご案内 ‒ご参考‒

■マイナビニュース「ITで変わるマーケティング」関連記事例
【マイナビニュース 編集記事】

・凸版印刷、デジタルマーケティングに関するワンストップサービスを開始
http://news.mynavi.jp/news/2017/07/20/131/

・SoftBank Ads Platform、新たな動画広告ソリューションの提供を開始
http://news.mynavi.jp/news/2017/07/19/044/

・NECネッツエスアイ、WeChat Wi-Fiサービス提供開始に向けた実証実験を開始
http://news.mynavi.jp/news/2017/07/19/040/

・朝日広告社、マーケティングデータを統合・可視化するツールを開発
http://news.mynavi.jp/news/2017/07/13/046/

・トレジャーデータ、今後は「TREASURE DMP」をCDPとして提供
http://news.mynavi.jp/news/2017/07/12/030/

【マイナビニュース 広告記事】

・サテライトオフィス原口社長が教えるLINE WORKSチャット活用術
http://news.mynavi.jp/series/lineworks/010/

・地図を使えば一目瞭然! マップビジュアライゼーションが新たな発見を導く
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/06/16/005/

・UDの着実な実践が社会や商品も変える 「問題発見・解決手法」としてのユニバーサルデザインコーディネーター教育
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/04/10/002/

・現場の迅速な意思決定を支援するセルフサービスBIとは
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/03/01/001/

・MicroStrategy10が実現する、企業の競争力強化と現場の生産性向上
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/01/27/002/

・交通産業の資産ともいえる「人の物理的な動きを示す情報」を最大限活用すべく、Power BI を導入 - 東武鉄道
http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/01/25/007/
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企画のご案内 ‒ご参考‒

「IT×データで変わるマーケティング」特集の概要
10月公開予定の編集部特集企画では、以下のような編集記事の公開を予定しています。

------------------------------------------- 取材先／ソリューション紹介 --------------------------------------------

ユミルリンク社×ユーザー企業

ユミルリンク社は、クリックカウントやコンバージョンなど、メールを受信したユーザーの特定のアクションを記録し、
マーケティング効果の向上を実現するメール配信システム「Cuenote MR」を10月20日に正式発売します。
編集部特集企画では数百万人規模の会員を抱えるECサイトや大手インターネット広告代理店など、本メール配信システムを
導入している企業を取材し、使用感、効果など現場の声を紹介する予定です。

トレジャーデータ社×ユーザー企業

トレジャーデータ社は企業が独自に保有する様々なチャネルから生成される顧客の行動データなどとサードパーティデータ
を統合させることで、顧客データをセグメント化し、広告配信システムなどとデータ連携を行う「TREASURE DMP」を提供
してきました。同社は今年7月11日、 TREASURE DMPを顧客一人ひとりの行動データや属性データなどを統合させ、より
パーソナライズなセグメントを可能とするカスタマー・データ・プラットフォーム「CDP」（Customer Data Platform）と
して提供していくと発表しました。WEBやモバイルアプリのログ、CRMのコミュニケーションログ等、顧客個々の嗜好や特
性に関するデータを収集、分析することで、そのシステムを導入しているユーザー企業からどのような評価を得ているか。
編集部特集企画では事例を交えて紹介する予定です。
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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「ITで変わるマーケティング」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を

提供します。
これらの施策を実施することで、「働き方改革」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「IT×データで変わるマー
ケティング」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ボタン

③「IT×データで変わるマーケティング」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、
「働き方改革」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 ダウンロードボタン

参画していただく企業様のWPを一括してダウンロー
ドできるボタンを設置いたします。
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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
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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。
（上記以外のリードはカウントいたしません。）
●従業員規模（150名～3,000名未満の範囲内）
●売上規模（年商1,000億未満）
●ユーザー企業指定
●業種指定※訴求商材とのマッチングなどから料
金調整させて頂く場合がございます
●情報システム部門指定
●コールログ

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）

50件保証プラン
定価：¥1,000,000-税抜）～定価：¥1,000,000-税抜）～

WEB掲載料10万円
(リード提供期間8週間)+テレマ準備費用（ネット）
10万円+リード80万円(@1,6万円) 8
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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。
・各条件、「基本」の範囲内の場合、単価を16,000円といたします。
・各条件、「基本」から変更がある場合、それぞれの条件にて単価の変動を行います。
・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。
※弊社所有の企業情報をもとにコールしているため、必ずしも最新の企業情報であるとは限りません。
※金額は1リードあたりの追加費用となります。

条件 基本 ＋¥4000
＋¥8000以上

(要相談)

ターゲット業種
ユーザー企業

(信用金庫のみNG)

ターゲット企業規模
従業員数：150名～3000名の範囲内

売上規模：1000億円未満

ターゲット対象エリア 全国
23区のみ、1都3県、東名阪など指定あ

り
その他詳細セグメントあり

アプローチ部門 情報システム部門
コールログ 下記納品イメージ

商材ジャンル
ヒアリング 無し 1～3問目安(内容による変動あり) 4問以上

その他 －
複数社からのOpt-In獲得

フルネーム聴取必須など条件の変更
資料送付後、時間を空けてのOpt‒In

役職指定　など

※訴求商材とのマッチングなどから料金調整させて頂く場合がございます

従業員数：50～150名、3000名以上
売上規模：1000億以上

営業部門、経営部門など

次ページの製品別価格表に準ずる
-

コールログ納品イメージ
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商品ジャンルによってopt-in取得の難易度が変わるため、料金を調整させて頂きます。
ネットワーク 経営とIT ERP システム開発

ー クラウドコンピューティング ー M2M／IoT／RFID（ICタグ） ー BPM／BAM ー ERP 2000 プロジェクト管理ツール

ー SaaS・ASP 2000 ネットワーク管理 ー リスク管理 ー 人事・給与 2000 開発支援サービス

ー IaaS・PaaS・BaaS 2000 帯域管理 ー IT経営／IT戦略系ソリューション ー 財務・会計 2000 分析／設計ツール

2000 ルータ ー アウトソーシング ー 販売管理 2000 開発ツール

2000 サーバ仮想化 2000 スイッチ セキュリティ ー 在庫管理 2000 テスト／デバッグ／チューニングツール

2000 デスクトップ仮想化 2000 帯域制御装置 2000 認証サーバ 2000 SCM 2000 画面設計／帳票設計ツール

2000 アプリケーション仮想化 2000 負荷分散装置 2000 ログ管理 2000 EDI／流通BMS 2000 リッチクライアント

2000 仮想環境管理 2000 WAN／Web高速化 2000 ファイアウォール データ分析 2000 Webサーバ・アプリケーションサーバ

2000 PC仮想化 2000 VPN 2000 UTM ー BI／BA／OLAP 2000 Webサービス／SOA／ESB

2000 ストレージ仮想化 2000 広域イーサネット 2000 IDS／IPS ー データウェアハウス 2000 DBMS

2000 無線LAN／WAN 2000 DoS攻撃対策 ー データマイニング／統計解析 2000 ライブラリ／コンポーネント

2000 IAサーバ・PCサーバ 2000 SDN・ネットワーク仮想化 2000 脆弱性対策 ー Webアクセス解析 2000 データベースアクセス

2000 UNIXサーバ システム運用管理 2000 データベースセキュリティ ー マーケティング関連ツール 2000 EAI／ETL

2000 オフコン・メインフレーム 2000 OS 2000 ワンタイムパスワード ー ビッグデータ 2000 モバイル開発

2000 テープ装置 ー 統合運用管理 2000 シングルサインオン 情報系システム 2000 DevOps

クラウド

仮想化

サーバ＆ストレージ

2000 ディスクストレージ 2000 ディレクトリサービス 2000 電子署名／透かし／PKI 2000 ユニファイドコミュニケーション

2000 SSD・半導体ストレージ 2000 クライアント端末管理 2000 生体認証 ー VoIPゲートウェイ

2000 SAN 2000 デスクトップPC 2000 認証デバイス ー IP電話／IP-PBX

2000 NAS 2000 ノートPC 2000 検疫ネットワーク ー テレビ／ビデオ会議

2000 光ディスク装置 2000 シンクライアント 2000 情報漏えい対策 ー Web会議

2000 クラウドストレージ 2000 バックアップ装置 2000 暗号化 ー 電子メール

2000 電源／空調／ラック 2000 バックアップソフト 2000 物理セキュリティ ー インスタントメッセージング

2000 ホスティングサービス 2000 仮想化バックアップ 2000 ウイルス／ワーム対策 ー EC関連アプリケーション

2000 データセンター ー ディザスタリカバリ 2000 スパイウェア対策 ー グループウェア

2000 HPC／グリッドコンピューティング ー IT資産管理 2000 フィッシング対策 ー ナレッジマネジメント

ー パフォーマンス管理 2000 アクセス管理 ー ワークフロー

ー モバイルデバイス管理（MDM） ー アイデンティティー管理 2000 証跡管理 ー EIP

ー モバイルセキュリティ ー POS端末 2000 スパム対策 ー エンタープライズサーチ

ー リモートアクセス 2000 標的型攻撃 ー コンテンツ／ドキュメント管理

2000 スマートフォン／タブレット 2000 CRM 2000 クラウドセキュリティ ー CMS

2000 PDA／モバイル端末／携帯電話 2000 SFA 2000 セキュリティ規格・ポリシー ー CTI／ヘルプデスク

ー 企業ソーシャル

スマートモバイル

CRM＆SFA
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 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。
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。

●追加設問

右設問より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

導入決裁

導入起案

情報収集

他社に提案

4.検討予定時期 ○月
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 オプションにて、テレマで獲得したリードに対してフォローコールすることも可能です。
これによってナーチャリングすることとなり、より質の高いリードを納品できます。

●フォローコール

【フォローコール条件】
・WP内で興味を持ったポイントの書き起こし
・導入検討時期の確認
・コールログ
・アポ打診
上記を満たしたもの。

元手となるリードが50件の場合

38件保証 1件＠12,000円×38件
↓

¥456,000(税抜)

※一般的にフォローコールの平均接続率が80%前後となります。そのため、若干の余裕を見て接続率を75%と仮定し
ております。

 オプションにて、テレマで獲得したリード以外でお断りを受けた企業のコールログをご提供する
ことも可能です。これによって当該企業に対し、戦略を立て直すことができます。
●NG企業のコールログ納品

￥200,000-（税抜き） ※リード50件保証の場合

納品イメージ
no. 大業種 社名 郵便番号 住所 NG理由 ログ

1 製造業 テスト株式会社 111-1111 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 受付拒否 コール冒頭、受付の方より取次ぎ不可

2 製造業 テスト株式会社 111-1111 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 親会社・グループ会社管理 担当者と会話。親会社で担当しているのでこちらでは判断できない

3 製造業 テスト株式会社 111-1111 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 検討時期ではない 担当者と会話。基幹システムについては刷新直後のため、不要
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②WPダウンロード型施策（5） ご料金



(C) Mynavi Corporation

 下記のようなカスタマイズプランにも対応いたします。

●ホットリード獲得保証プラン
（一例）
通常リード 150件保証 + ホットリード 20件保証
※ホットリードの定義：導入可否を今後検討する予定 and 導入に何らか関与するメンバー のBANT条件が揃っているもの

実施金額：￥4,000,000- （税別）～

●キーマンセグメントプラン
（一例）
通常リード 50件保証
※キーマンの定義：導入の決定権をもつメンバー

実施金額：￥1,800,000- （税別）～

●部門長セグメントプラン
（一例）
通常リード 50件保証
※部門長の定義：C×Oおよび部長以上

実施金額：￥2,500,000- （税別）～

●ラウンドテーブル：キーマン集客プラン
（一例）
通常リード 15件登録保証
基調講演のアサインはマストですが、費用は別途とお考え下さい。

実施金額：￥2,500,000- （税別）～

※金額については詳細なセグメント条件をうかがった上、正式に見積もらせていただきます。
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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-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）

 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。
取材から納品・掲載まで4週間程度と想定下さい。

 営業アポイントメント、ラウンドテーブル参加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。

※税別・ネット価格となります。
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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

15
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《御申込〆切》 2017/ 9 / 29（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 / 10 / 16 （月）～ 2017 / 12 / 18 （月）

広告掲載申し込みについて
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