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『情報漏えいの防止策・対応策を考え直す! 
  2017年版 最新セキュリティソリューション総覧』 

～セールスリード ご提供プラン のご案内 



企画のご案内 

『情報漏えいの防止策・対応策を考え直す! 
      2017年版 最新セキュリティソリューション総覧』 
 
2月は、内閣官房情報セキュリティセンターが定める「情報セキュリティ月間」です。 
情報セキュリティについての関心を高め、理解を深めてもらうため、官房長官から 
メッセージが出されるほか、シンポジウムが多数開催されるなど、企業のセキュリティに対する意識が強まる
時期になります。  

 
 

 
マイナビニュースでも、この時期に合わせて、セキュリティを啓蒙する特集を
実施いたします。最近ではヤマハの従業員が顧客情報が保存された業務用PCを
電車内に置き忘れたり、東急ハンズが運営する通信販売サイトが不正アクセス
を受け顧客情報が流出した恐れがあったりと、重大な情報漏えい事件が後をた
ちません。 
 
ひとたびこれらの事件を起こすと、莫大な損害賠償金が発生したり社会的信用
が失墜したりと大きな痛手を受けるため、あらゆる企業で早急な対策が必要と
なっています。また、近年モバイルを用いたワークスタイルの変革も増えてお
り、そのセキュリティ面を心配する声も多く聞かれます。 
 
マイナビニュースでは、こうした事件や最新の脅威を防ぐシステム、対策ソ
リューションの導入事例等を発信しており、改めてユーザーにとって整理・比
較検討しやすい情報をまとめたセキュリティソリューション特集を公開し紹介
したいと考えております。 
 
昨今の脅威の傾向や、その対策ソリューションについて、ベンダー各社の最新
セキュリティソリューションをベースに紹介していこうと思いますので、関連
ソリューションをお持ちの企業様は、この機会にぜひともご検討をお願いいた
します。 

＜想定分野＞ 
○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 
○認証ソリューション 
○セキュリティコンサルティング 
 
○内部情報漏洩対策 
○ペネトレーションテスト、診断 
ほか 



マイナビニュース ~ 企業ITCh セキュリティ情報に関して 
 
 ■企業IT＞セキュリティカテゴリーの関心度は？ 

 
企業ITのセキュリティカテゴリーPVは、2016年4月～9月まで月間平均が 

約25万PVとなっており、多くのユーザーがセキュリティ情報に高い関心を

持っているといえます。 
また、同年4月には”ランサムウェアが日本に上陸”といったニュース記事を配信した

ところ、この記事が牽引して月間約35万PVを記録しました。 

■今後3年間におけるIT投資は？ 
 
2016年7・8月に本サイト会員へ向け実施した「企業IT ch読者アンケート」で、 
“今後3年間におけるIT投資の目的について”という質問をしたところ、「システム基

盤全体の効率化」「社内のコミュニケーション」を抑えて「情報セキュリティ

の強化」と回答された方が最も多く、約35％に及びました。 
（マイナビニュース「企業IT ch読者アンケート」より n=124） 

 



マイナビニュース 企業ITCh 読者属性（1） 
 
 職種   

IT関連技術職（ソフトウェア・ネットワーク他） 34.6% 

事務・企画・経営関連（マーケティング・経理・企画・経営他） 25.7% 

営業関連（営業・MR・人材・コールセンター他） 18.7% 

クリエイティブ関連（デザイン・編集・WEB・ファッション他） 4.1% 

専門職関連（コンサル・金融・不動産・税理士他） 3.8% 

販売・サービス関連（小売・フード・旅行・ホテル・エステ他） 2.2% 

メカトロ関連技術職（電気・電子・半導体・機械他） 2.0% 

公共サービス関連（公務員・団体職員他） 1.8% 

専門サービス関連（医療・福祉・教師・インストラクター他） 1.3% 

その他技術職（医療・食品・化学・素材他） 0.9% 

建築・土木関連技術職（設計・施工・整備・研究開発他） 0.7% 

技術工・運輸・設備関連（清算・製造・運輸・警備・農林他） 0.7% 

その他・専業主婦等 3.5% 

勤務先職位   

経営者・役員クラス 11.3% 

事業部長/工場長クラス 1.9% 

部長クラス 12.4% 

課長クラス 17.1% 

係長・主任クラス 18.6% 

一般社員・職員クラス 30.4% 

契約・嘱託・派遣 2.4% 

パート・アルバイト 0.3% 

その他 5.6% 

⇒情報システム部門、マーケティング・経営企画部門が全体の6割以上 

⇒役職者が全体の6割以上 



マイナビニュース 企業ITCh 読者属性（2） 
 
 

勤務先年商   

5000億円以上 13.7% 

1000億円以上5000億円未満 10.2% 

500億円以上1000億円未満 5.8% 

100億円以上500億円未満 14.4% 

50億円以上100億円未満 5.0% 

10億円以上50億円未満 10.9% 

1億円以上10億円未満 11.6% 

5000万円以上1億円未満 3.1% 

5000億円未満 10.4% 

不明 14.9% 

業務遂行立場   

経営戦略を策定・決定する立場 9.8% 

事業戦略を策定・決定する立場 9.5% 

策定された戦略をもとに事業を管理・企画する立場 14.7% 

事業方針をもとに業務を遂行する立場 16.3% 

IT戦略を策定・決定する立場 4.4% 

策定されたIT戦略をもとに部門を管理・企画する立場 3.6% 

情報システムを提案、構築、運用、管理する立場 21.7% 

その他 19.9% 

⇒事業関与層が約34％ 、 IT関与層が約29.7％ 
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 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。（記事は序文のみ掲載致します。） 

・特集扉ページ、各社タイアップページへそれぞれにヘッドライン、特別企画枠、各種メールマガジン等より誘導します。 

・読者は個人情報の第三者提供に同意することで、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。 

・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。） 

 

セールスリード ご提供プラン 

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 

特集扉ページ タイアップ記事（序文のみ） 

☆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 

WPダウンロード 

※掲載は申込順となります。 

記事ページ 
 

リード保証件数 
50件 

序文のみ掲載。ログイン状態 
であれば、ワンクリックで詳細 
な内容を記載したPDFがダウン 
ロードできるようになります。 

【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。 

特集 
タイトル 

A社 
画像 

B社
画像 

C社
画像 

市場動向 

D社
画像 

【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。 



広告掲載料金につきまして 

（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。 
 

○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_mail_rule.pdf 
………………………………………………………………………………… 

《広告掲載料金》            ￥800,000- 

《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。 

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

                        

《料金内で可能なリードのセグメント》      
・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 

※うち制作費￥400,000-（ネット）、掲載料￥400,000-（グロス） 
※消費税別                          
※タイアップページ、資料請求フォーム、その他各種誘導込 

《御申込〆切》             2017/ 1/ 16 （月） 

《掲載期間》        2017/ 2/ 20（月）～ 2017/ 4/ 10（月） 

※オプション※ ホワイトペーパー4C2Pの制作および版権のご提供 ￥300,000- 

制作費（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（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）） 



【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） 

 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。 
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【ご参考】 2016年度実績一例 

【記事体広告施策】 
 

米ヤフー、JTBと相次ぐ情報流出 - ヒトごとではないセキュリティ事故、打つべき対策 
https://news.mynavi.jp/itsearch/kikaku/security/1896 
 
業務の遅延なく情報漏洩を防ぐ! 自動でリスク排除する3つの機能 
https://news.mynavi.jp/itsearch/kikaku/security/1863 
 
「わからない」に応える「脆弱性診断サービス」、標的型メール攻撃の訓練も 
https://news.mynavi.jp/itsearch/kikaku/security/1745 
 
年間被害額は60億円超! 暗躍するランサムウェア対抗策とは 
https://news.mynavi.jp/itsearch/kikaku/security/1729 
 
0.1秒未満で修復!? 「Webサイト改ざん」の脅威と対処法 
https://news.mynavi.jp/itsearch/kikaku/security/1678 
 
一般にもセキュリティ事故防止の意識付けを! ペンタセキュリティが米国NCSAMの広報大使に選定 
http://news.mynavi.jp/kikaku/2016/10/12/002/ 
 
油断禁物！海外の端末が国内のセキュリティリスクに！？ 
http://news.mynavi.jp/ad/2016/enterprise/quality/20160926/ 
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