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広告特集では、目的に合わせた2種類のPlanを用意しています
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マイナビニュース 企業IT 広告特集 - 概要

マイナビニュース 企業ITでは、毎月、編集部側が実施する編集特集と連動した集合型 広告特集を
実施しています。本資料では年間スケジュールをご案内するとともに、広告特集の座組みについて
紹介いたします。該当商材をお持ちの企業様は、ぜひご検討ください。

 毎月右記のテーマについて、マイナビニュース編集部が取材記事
を集中投下。その記事を集約した「編集特集ページ」を公開しま
す。

 同タイミングで、協賛企業様の広告記事・リード獲得記事を集約
した広告特集も実施。編集特集企画と連動して広告特集ページへ
の集客を図ることで、読者の注目度の最大化を図ります。

 強力なブランディング(認知施策)、有効なリード獲得(リード施策)
を実現しますので、該当する商品をお持ちの企業様はぜひともご
検討をお願いします。

Plan名 掲載メディア 実施内容 実施料金 目的・効果

ブランディング プラン マイナビニュース
企業IT 記事広告の掲載 800,000円 認知獲得

想定2,000PV
→P3

～P9

リード獲得プラン IT Search+ WP掲載
テレマーケティング 1,000,000円 リード獲得

50件保証
→P10

～P21

開催月 特集テーマ
2018.12 Windows Server 2008 / 2008 R2 EOS ~2019最新情報およびクラウド移行の選択肢

2019.01 トップインタビュー
2019.02 セキュリティ総点検
2019.03 スポーツICT
2019.04 働き方改革 ①オープンイノベーション ②HRTech
2019.05 Japan IT Week
2019.06 キャッシュレス決済
2019.07 IoT最前線
2019.08 中小企業のIT活用~事例を中心に~
2019.09 物流革命
2019.10 データ活用最前線
2019.11 Japan IT Week
2019.12 AI活用最前線

Point Schedule
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ブランディング プラン
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マイナビニュース 企業IT_読者属性について
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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

職
種

勤
務
先
職
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職種 割合
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 割合
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%

全体の6割以上が役職者

経営者・役員
クラス
11.3%

部長クラス
12.4%

課長クラス
17.1%

係長・主任クラス
17.1%

一般社員・職員クラス
30.4%

その他
5.9%

契約・嘱託・派遣
2.4%

事業部長/工場長クラス
1.9%
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google や yahoo! などの検索流入に強み

マイナビニュースはSEOに強く、各種検索サイトからの流入が多いのが特徴です。
貴社製品の関連ワードなどを考察し、検索での強みを発揮することも期待できます。
特集期間だけでなく、その後の資産として残り続けることで検索ユーザーの記事閲覧
が期待できます。

メルマガ、ブックマーク、SNS等の固定ユーザーの存在

マイナビニュース 企業ITは当誌の中でも特にリピート読者が多いサイトです。
各種メールマガジンやSNSなどのタッチポイントからも固定読者がアクセスします。
編集部が集中的に特集テーマに関する記事を投下するこのタイミングで記事広告を掲載
することで、ターゲットで且つ該当テーマに対する意欲が高まっているコア読者への訴
求が実現できます。

記事を閲覧した企業の特定が可能。その後のセールス活動の対象候補に

次のページで紹介のとおり、マイナビニュースのタイアップ記事広告は、記事のアクセ
スのみでなく、閲覧ユーザーの業種・従業員規模を報告し、また閲覧したユーザーの組
織名称も納品。施策の効果を可視化すると同時に、営業活動も支援いたします。

2

認知獲得効果を最大化する、3つの特徴
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効果を可視化し、営業活動も支援するソリューションが付帯

必要性は理解しているが、効果が不明瞭なので投資しづらい

多くアクセスがあっても、ターゲットへリーチできてないと意味がない

営業への結びつきがわからないため、組織や本国へ報告できない BtoBマーケティングにおける
タイアップ記事広告の課題

施策効果を可視化
閲覧ユーザーの業種分布、従業員規模分布が、
レポート資料に標準で付帯しています。

活用ポイント
• アクセスだけでなく、規模や業種にまでブレイクダウンしたレポー

ト資料により、お取り組みの効果を可視化することが可能です

• 製品が刺さる潜在的な市場のサルベージを兼ねてお取り組みをいた
だく企業様も多数いらっしゃいます

活用ポイント

• お客様がお持ちの既存ハウスリストと連携することで、営業活動の
優先度を定めるスコアリングなどで活用いただけます

• 顧客獲得に際し、組織名一覧を用いて新規アプローチリストを作
成。営業支援に活用することで、ビジネス化までを可視化できます

×
マイナビニュースのタイアップ記事広告は、記事のアクセスのみでなく、閲覧ユー
ザーの業種・従業員規模を報告し、また閲覧したユーザーの組織名称も納品。
施策の効果を可視化すると同時に、営業活動も支援いたします。

製品に関心のある組織を特定
レポート資料とは別途、お取り組みの記事をご
覧になったユーザーの組織名一覧を納品しま
す。
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広告特集ページ

タイアップ
記事広告

特別企画枠
アイコンとテキストの誘導枠を掲載。誘導
期間は広告ページ等以外のTOPページ、
テクノロジーの前ページにランダム表示。

テクノロジーチャンネルTOP、カテゴリTOP
の新着枠に表示されます。
（新着記事発生毎に掲載順が下がります。）

新着記事枠

出展社様のブース取材記事広告を集約した広
告特集ページに、場所固定で表示されます。
（掲載順に上から配置していきます）

特集誘導枠

通常のタイアップ記事広告と同料金で、特集ページの誘導が付帯
マイナビニュース 企業ITでタイアップ記事広告を掲載する場合と同料金で、広告特集ページからの誘導が付帯いたします。

特集ページへは8週間誘導を実施。広告効果を持続し、最大化する
通常のタイアップ記事広告の広告誘導(2週間)と比較し、施策効果の持続とその効果の最大化が期待できます。

特集_ブランディング プラン - ご提供内容
・タイアップ記事広告(2週間)のご提供
・広告特集ページからタイアップ記事広告へのリンク設置

特集_ブランディング プランのご提供内容
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タイアップ記事広告 - 概要

今回のプランで提供する記事体広告です。取材・撮影の上でマイナビニュースとして製品をレコメンドすることで、
製品の訴求効果を最大化いたします。

2018年の広告特集

編集_「働き方改革」 何をやるべきか？
https://news.mynavi.jp/feature/densichobo

広告_業務の効率化を加速させるテクノロジーが大集合!「働き方改革」特集
https://news.mynavi.jp/lp/2018/business/enterprise/wsr2018/

タイアップ
ページ

メニュー 誘導枠 掲載面 想定PV

広告タイアップ記事広告
（2週間）

特別企画枠（2週間）
＋
広告特集ページからの送客

マイナビニュース 企業IT
1,500PV
＋
特集ページによるアクセス

注意事項
• 1,500～2,000文字程度の記事2ページ～、2週間～の掲載となります。記事の追加、掲載期間の延長は、有償となります。
• 記事は6ヶ月間アーカイブされます。
• 記事内にレクタングルを掲載されたい場合は、原稿をご入稿下さい。原稿を有償にて作成することもできます。
• 事前校正は原則２回までとさせて頂きます。
• 文末に下記広告表記を記載させていただきます。「[PR]提供：（出稿主体者）」
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特集_ブランディング プランへの
お申込みについて

マイナビ ニュースメディア事業部 BtoBユニット 営業部
電話番号： 03-6267-4335
メールアドレス：webmedia@mynavi.jp

注意事項
• 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。
• 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。

掲載期間 8週間

お申込み締め切り 別途ご案内いたします

実施料金 ¥800,000 (税抜き)
※内訳※ 制作費(Net)￥200,000 + 掲載費(Gross)￥600,000

お申し込み
在庫状況を確認後、E-mailにてお申し込書を送付ください。内容確認後、営業担当より受領メールを返信致します。
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リード獲得プラン
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IT Search+ リード獲得プラン_概要

マイナビニュース IT Search+のリード獲得プランでは、PullアプローチであるWeb掲載にくわえて、マイナビニュース名
義を持ったテレマーケティングによるPushアプローチも実施。普段デジタルメディアをご覧にならないユーザーも対象
に、件数保証型でリードを獲得いたします。

サイト内誘導

記事ページ

記事
※序文のみ掲載

ホワイトペーパー
ダウンロード

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、関心のある方にはスポン
サー企業様への個人情報提供の許諾をいただきます。

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。

テレマーケティングでリード獲得を行うメリット

• オンラインで取得するのとは違う層のリード獲得が可能（在籍確認が可能）
• 「マイナビニュース」名義でのテレマーケティング
• 細かなセグメントを切ることが可能（P14ご参照 ※追加料金）

テレマーケティングという手法によって、デジタルメディアを活用した一般的な手法では獲得できなかった新規層のリードを獲得します。

保証件数は②のテレマーケティングでの獲得数となります。①のオンライン上で獲得したリードは、無償で納品いたします。

オンライン(①)とオフライン(②)の各獲得手法は個別に展開いたします。納品時には、①で取得したリードと②で取得したリードを
別個のExcelとして納品差し上げる形となります。

通常のリード獲得プランと同料金で、特集ページの誘導が付帯
IT Search+でリード獲得を実施する場合と同料金で、広告特集ページからの誘導が付帯いたします。

特集ページへは8週間誘導を実施。広告効果を持続し、最大化する

動画マーケティング への感度が高いユーザーを①の記事へ送客。Web上での獲得件数の最大化が期待できます。
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IT Search+ リード獲得プラン_ ②の獲得フロー

ターゲットリスト作成 コール準備 テレマーケティング

「IT Search+上で掲載している資料の紹介」を趣旨とするテレマーケティングをマイナビニュースで実施。
下記フローのもと予め設定したターゲットリスト（コールリスト）のみを対象としてテレマーケティングを行うことで、
営業対象になり得る属性のリードのみを獲得いたします。

Excel形式
で納品

納品

テレマーケティングの内容テレマーケティングの内容

D BD B

ご要望ご要望

IT Search+の会員
＋ランドスケープ等データ
IT Search+の会員
＋ランドスケープ等データ

ご依頼を頂く
セグメント設定
ご依頼を頂く
セグメント設定

ターゲット
リスト化

営業対象になり得る企業のみをターゲットリスト化営業対象になり得る企業のみをターゲットリスト化 貴社とMTGの上で、コール内容を策定し、確定貴社とMTGの上で、コール内容を策定し、確定

コールスクリプト作成コールスクリプト作成

コール実施コール実施

ターゲットリストに対し、定めた内容でコールを実施ターゲットリストに対し、定めた内容でコールを実施
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規模 業種 職種 地域 指定企業

○ ○

セグメントABMキャンペーン
指定企業のみのOpt-in獲得により、
アカウントベースドマーケティングを実現。

活用ポイント
自社名のコールでは担当者接続が難しい企業について、マイナビ名義の
アプローチによって担当者へ接続することが可能です

（例）
・まだアカウント化できていない、且つ大手企業のみのOpt-in獲得
・競合製品や特定製品を利用している企業のみのOpt-in獲得

IT Serch+のリード獲得メニューは、「メディア名義でのテレマーケティングによるリード獲得」という特性によって、
他誌様では難しいセグメントでのOpt-in獲得を実現します。ここではその活用例について、幾つかご紹介します。

規模 業種 職種 地域 指定企業

○ ○

セグメント インダストリー特化型キャンペーン
特定業種の企業に絞ってOpt-inを獲得。
コンテンツと合わせれば名簿の精度も向上

活用ポイント
金融や教育、ライフサイエンス分野など、他のサービスでは名簿化が難
しい企業のOpt-inも獲得することが可能です

（例）
・注力するインダストリーに100%セグメントしたOpt-in獲得
・使用する導入時例コンテンツと同業種にアプローチし、効果を最大化

ハイタッチ or パートナーキャンペーン
直接営業、間接営業それぞれで求められる
セグメントのOpt-inを獲得。

活用ポイント
追加のオプション発生なしで企業規模のセグメントが可能。エリアも、
地域によっては無償で獲得することが可能です。

（例）
・ハイタッチセールス向けに、都内且つ大規模企業のみのOpt-in獲得
・パートナーセールス向けに、特定エリアの中小企業のみのOpt-in獲得

その他、特殊なキャンペーン
「特定の１社の複数部門のみ」など、特殊
なセグメントのキャンペーンにも対応。

活用ポイント
特殊な要件であっても、そのキャンペーン目的に最適なセグメントを協
議、策定し、そこに沿ったOpt-inを獲得します。

（例）
・ホットリードの定義を協議し、そこに適合するOpt-inを獲得
・ラウンドテーブルに向けて、特定企業の部長職以上のOpt-inを獲得

規模 業種 職種 地域 指定企業

○ ○

セグメント

規模 業種 職種 地域 指定企業

指定1社のみを対象とする、18

部門のリード獲得

セグメント

IT Search+ リード獲得プラン_活用ガイド
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特集_リード獲得 プランと仕様

特集_リード獲得プラン - ご提供内容
・リード50件保証プラン(8週間)のご提供
・広告特集ページからタイアップ記事広告へのリンク設置

メニュー名 保証リード件数 リード獲得方式 基本料金

リード50件保証プラン 50件（保証） 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 ¥1,000,000

※ 50件以上の保証については、基本料金＠16,000円にて承っております。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

※ 50件以下の保証については、担当営業までお問い合せください。
※ ホワイトペーパーはご納品いただきます。別途弊社にて有償で作成することも可能です。

※ 50件以上の保証については、基本料金＠16,000円にて承っております。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

※ 50件以下の保証については、担当営業までお問い合せください。
※ ホワイトペーパーはご納品いただきます。別途弊社にて有償で作成することも可能です。

条件 基本料金内 + @¥2,000 + @¥4,000 + @¥8,000～

業種 ユーザー企業のみ 特定業種のみを対象としたリード獲得は、都度お問い合わせください

従業員規模 150名以上、3,000名未満 50名以上、150名未満 もしくは 3,000名以上
売上規模 年商1,000億円未満 年商1,000億円以上

エリア 全国 23区のみ、1都3県のみ、
といった指定エリア 極端に企業母数が少ないエリアのみの場合

部門 情報システム部門 総務部門 左記以外の部門指定での獲得の場合
人事部門

訴求商材のジャンル 次ページの製品価格表に準じます

コールリスト支給による
なし あり (支給リスト数、銘柄によって都度お見積りとなります)

指定企業のみへのコール実施

コール対象の優先順位付け なし あり - -
※関東圏からかける、など

その他 - ・フルネーム聴取必須 ・複数社のOpt-in取得 ・数日挟んだOpt-in獲得

・役職指定 など
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特集_基本料金の仕様 2

クラウド 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 ¥2,000 プロジェクト管理ツール
ー SaaS・ASP ¥2,000 ネットワーク管理 ー リスク管理 ー 人事・給与 ¥2,000 開発支援サービス
ー IaaS・PaaS・BaaS ¥2,000 帯域管理 ー IT経営／IT戦略系ソリューション ー 財務・会計 ¥2,000 分析／設計ツール

仮想化 ¥2,000 ルータ ー アウトソーシング ー 販売管理 ¥2,000 開発ツール
¥2,000 サーバ仮想化 ¥2,000 スイッチ セキュリティ ー 在庫管理 ¥2,000 テスト／デバッグ／チューニングツール
¥2,000 デスクトップ仮想化 ¥2,000 帯域制御装置 ¥2,000 認証サーバ ¥2,000 SCM ¥2,000 画面設計／帳票設計ツール
¥2,000 アプリケーション仮想化 ¥2,000 負荷分散装置 ¥2,000 ログ管理 ¥2,000 EDI／流通BMS ¥2,000 リッチクライアント
¥2,000 仮想環境管理 ¥2,000 WAN／Web高速化 ¥2,000 ファイアウォール データ分析 ¥2,000 Webサーバ・アプリケーションサーバ
¥2,000 PC仮想化 ¥2,000 VPN ¥2,000 UTM ー BI／BA／OLAP ¥2,000 Webサービス／SOA／ESB
¥2,000 ストレージ仮想化 ¥2,000 広域イーサネット ¥2,000 IDS／IPS ー データウェアハウス ¥2,000 DBMS

サーバ＆ストレージ ¥2,000 無線LAN／WAN ¥2,000 DoS攻撃対策 ー データマイニング／統計解析 ¥2,000 ライブラリ／コンポーネント
¥2,000 IAサーバ・PCサーバ ¥2,000 SDN・ネットワーク仮想化 ¥2,000 脆弱性対策 ー Webアクセス解析 ¥2,000 データベースアクセス
¥2,000 UNIXサーバ システム運用管理 ¥2,000 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 ¥2,000 EAI／ETL
¥2,000 オフコン・メインフレーム ¥2,000 OS ¥2,000 ワンタイムパスワード ー ビッグデータ ¥2,000 モバイル開発
¥2,000 テープ装置 ー 統合運用管理 ¥2,000 シングルサインオン 情報系システム ¥2,000 DevOps
¥2,000 ディスクストレージ ¥2,000 ディレクトリサービス ¥2,000 電子署名／透かし／PKI ¥2,000 ユニファイドコミュニケーション
¥2,000 SSD・半導体ストレージ ¥2,000 クライアント端末管理 ¥2,000 生体認証 ー VoIPゲートウェイ
¥2,000 SAN ¥2,000 デスクトップPC ¥2,000 認証デバイス ー IP電話／IP-PBX
¥2,000 NAS ¥2,000 ノートPC ¥2,000 検疫ネットワーク ー テレビ／ビデオ会議
¥2,000 光ディスク装置 ¥2,000 シンクライアント ¥2,000 情報漏えい対策 ー Web会議
¥2,000 クラウドストレージ ¥2,000 バックアップ装置 ¥2,000 暗号化 ー 電子メール
¥2,000 電源／空調／ラック ¥2,000 バックアップソフト ¥2,000 物理セキュリティ ー インスタントメッセージング
¥2,000 ホスティングサービス ¥2,000 仮想化バックアップ ¥2,000 ウイルス／ワーム対策 ー EC関連アプリケーション
¥2,000 データセンター ー ディザスタリカバリ ¥2,000 スパイウェア対策 ー グループウェア
¥2,000 HPC／グリッドコンピューティング ー IT資産管理 ¥2,000 フィッシング対策 ー ナレッジマネジメント

スマートモバイル ー パフォーマンス管理 ¥2,000 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 ¥2,000 証跡管理 ー EIP
ー モバイルセキュリティ ー POS端末 ¥2,000 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 CRM＆SFA ¥2,000 標的型攻撃 ー コンテンツ／ドキュメント管理

¥2,000 スマートフォン／タブレット ¥2,000 CRM ¥2,000 クラウドセキュリティ ー CMS／CTI／ヘルプデスク
¥2,000 PDA／モバイル端末／携帯電話 ¥2,000 SFA ¥2,000 セキュリティ規格・ポリシー ー 企業ソーシャル

訴求商材によっては、基本料金内のセグメントであっても費用が発生いたしますので、ご了承をお願いします。
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動画マーケティング 特集_リード獲得プランへのお申込みとFAQ

マイナビ ニュースメディア事業部 BtoBユニット 営業部
電話番号： 03-6267-4335
メールアドレス：webmedia@mynavi.jp

注意事項
• 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。
• 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。
• 保証件数の納品を完了するまでの期間は、8週間となります。
• 基本料金である ¥1,000,000 の内訳は、

[WEB掲載料 ¥100,000(Gross) + コール準備費用 ¥100,000(Net)  + リード獲得費用 ¥800,000(@¥16,000_Gross)] となります。

よくあるお問い合わせ
Q. テレマーケティング業者のサービスとは何が違うのでしょうか？

A. 「見込み客の生成」における接点創出の確度が高まる点にあります。一般的なテレマーケティング業者のサービスが広告主様名義でコールを実施するのに対し、我々のサービス
では「マイナビニュース」としてコールを行います。客観的なメディアからのコールによって、従来手法では代表突破や接点創出が難しかった企業のリードを獲得します。
あくまで「見込み客の生成」となるため、ご納品後はお客様側にてフォローアップして頂く必要がございます。

Q. 他メディアが提供するホワイトペーパーDLサービスと比べた優位性はどのような点にあるのでしょうか？
A. 指定したセグメント条件に100%適合する企業のみを納品することが、大きなポイントです。他メディア様のサービスでは獲得の難しいセグメント、獲得できても高単価で数も

少ないセグメントの企業であっても、コストメリットとボリュームの双方が高い形でリード獲得が可能です。

Q. コール対象の企業を指定することは可能ですか？
A. 可能です。ABM(アカウント ベースド マーケティング)として指定企業のみをリード獲得頂くケースも多いメニューとなります。詳細は、P14の「コールリスト支給による指定

企業のみへのコール実施」をご覧ください。

掲載期間 8週間

お申込み締め切り 別途ご案内いたします

基本料金 ¥1,000,000 (税抜き)
※内訳※ 準備費(Net)￥100,000 + 掲載進行費(Gross)￥900,000

お申し込み
在庫状況を確認後、E-mailにてお申し込書を送付ください。内容確認後、営業担当より受領メールを返信致します。
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リード獲得プラン：オプション（1）

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。

製造業

¥4,000/件流通・小売業
商社
教育機関（国立・私立大学、専門学校、学習塾）
金融業 ¥8,000/件官公庁

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

¥4,000/件
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）
関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

▼ 業種セグメント例

▼ 部門セグメント例

:￥4,000-/件（部門セグメントと同価格） :￥6,500-/件

※部門セグメントより詳細な職種セグメントも可能です。

:￥12,000-/件

▼ 地域セグメント例

システム部門セグメント： 情報システム部、運用開発など

¥4,000/件
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： 人事、総務、経理、財務、法務、購買など
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リード獲得プラン：オプション（2）

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。

▼ コールログ

右の設問より3問以内
¥4,000

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

▼ 追加設問

■2015/XX/XX
・XX部XXグループ→XX様
→以前連絡を取っていた課長代理の○○様の後任になるとのこと
→経営陣と現場とのギャップをXX社のCRMと絡めながらまとめた資料送付の訴求をすると快く了承頂く
→CRMは検討しており予算を立てているとのこと
→当部署以外にも主体となって動いている部署があるとのこと
【送付先】XX

■2015/XX/XX
・XX部→XX様
→経営層と現場とのギャップ解消をXX社のCRMと絡めてまとめた資料送付を訴求すると快く了承頂く
→利用しているCRM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
→決済社はXX部でもユーザー部門でも無く担当部署があるが公開はしていないとのこと
【送付先】XX

テレマーケティングの際にどのようなお話をしたか、概要をまとめたものを納品します。（フリーテキスト、約100～150字/件程度）
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リード獲得プラン：オプション（3）

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。

ご提供内容 価格

ホワイトペーパー4C2Pの制作および版権 ¥300,000～

ホワイトペーパー4C4Pの制作および版権 ¥600,000～

ホワイトペーパー4C8Pの制作および版権 ¥900,000～

※制作例

営業アポイントメントを保証するプラン等もございます。詳細はお問合せください。
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リード獲得プラン：特殊セグメント商品

「メディア名義でのテレマーケティングによるリード獲得」という、IT Serch+のメニュー特性ゆえに提供できる、
特殊セグメント商品についてご案内いたします。

Opt-inから商談、受注までの可能性を高める、またそのプロセスを加速する方法として、「キーマン（役割ベース）」もしく
は 「部長以上（役職ベース）」セグメントが有効です。当メニューでは、Opt-inを獲得するユーザーの属性を、役割ベース、
役職ベースのいずれかで保証いたします。

キーマンセグメント（対象製品の導入にあたり製品を社内提案or検討or決裁する立場） ¥40,000/件
+ 準備費 ¥200,000円

役職セグメント（部長職以上） ¥40,000/件
+ 準備費 ¥200,000円

▼ キーマンセグメント

IT投資額が多い企業であっても、製品の導入プロジェクトが動いていなければ有効なリードとなりません。当メニューで
は、BANT（Budget：予算、Authority：決裁権、Needs：必要性、Timeframe：導入時期）の中でも「必要性」と「決裁
権」について、貴社が定めるホットリードの定義に沿うOpt-inを獲得いたします。

50件のOpt-inを保証。内、XX件(※1)は、以下属性に適合したOpt-in(ホットリード)を保証。
決裁権：導入に何かしら関与する 必要性：協議のもと定める2個の条件に適合する(※2)

※1  訴求製品、定める必要性の条件によって流動的となりますので、営業担当へお問い合わせください
※2  (例) ・社内の総データ容量が30TB以上 ・訴求製品と同領域の製品を導入する予定がある など

基本料金￥1,200,000
+(16,000円 × ホットリード数)

※業種などのセグメントを切る場合、
追加費用が発生します

▼ ホットリードセグメント

ABM（アカウントベースマーケティング）というキーワードが注目を集める今日、「特定の企業、特定の部門とのコネクション
を強化したい」「IT部門だけでなくLOBにもアプローチして1社からの受注を最大化したい」というマーケティングニーズは高
まっているかと思います。当メニューでは、1社ないしは数社の中からの、複数部門のOpt-in獲得を実現します。

指定企業・部門20件に対する（システムマップの）インタビュー保証。
そのうち、想定10件のOpt-in獲得、提供。

※インタビューOpt-inの取れていない企業のインタビュー結果も企業名、部署名などとともにレポートとして納品
いたしますが、施策終了から半年は、同企業へのアプローチをお控えいただきます

¥1,000,000

▼ 特定部門のOpt-in獲得

￥



©Mynavi Corporation 21

リード獲得プラン：Opt-in獲得以外の商品

Opt-inの取得ではなく、アポイントの獲得を件数保証で提供するメニューです。「社内にインサイドセールスがいない」
「マーケティング部門で獲得した名簿に営業部隊が中々アプローチしてくれない」「自社名でのコールでは中々アポイントが
とれない」といった場合に有効です。

アポイント保証
※獲得後、貴社による日程調整のコールが必要です
※ターゲット企業リストの提供が必須となります

¥50,000/件

▼ アポイント保証

「メディア名義でのテレマーケティングによるリード獲得」という、IT Serch+のメニュー特性ゆえに提供できる、
Opt-in獲得以外の商品についてご案内いたします。


