広告メニュー＆料金

ITpro Data

ITpro Dataの基本広告メニューです

※料金は全て税別です。

製品/サービス・
データベース

■ ITpro Data 広告掲載基本メニュー
個別製品/サービスページ（編集記事）に、
「提供会社から」として紹介文とPDF資料を掲載し、ダウンロード者のリストを提供する基本メニューです。
メニュー名

広告掲載料金

ITpro Data 広告掲載基本メニュー

掲載期間

200,000円

24週間（毎週水曜日スタート）

2011年1月〜

内容
◦ 紹介文（リード15文字以内、説明文100文字以内）
◦ 社名 ◦ PDF資料（3点まで、各２MBまで）

IT導入担当者のための
製品/サービス・データベース

※ITpro Data基本メニューには、標準で誘導として
【メール広告】
「 ITpro Data今週のピックアップ情報メール」内「製品＆サービス データベース Pickup」
（テキスト）、
「 ITpro Data製品＆サービス・メール」内「注目製
品＆サービス」欄（テキスト）
などが付きます。 ※本サービスで提供するのは、
ダウンロード者のリストのみです。掲載レポートはありません。 ※掲載後の掲載内容の変更やPDF資料の追加・変更は有料となります。
※製品/サービスページに記事掲載がない場合は、
掲載いたしますのでお問い合わせください。

■ ITpro Data Special（簡易広告タイアップメニュー）
広告掲載基本メニューに簡易広告タイアップと、簡易広告タイアップへの誘導枠を付加したメニューです。製品/サービスの理解とPDF資料のダウンロード
を促進します。
メニュー名

広告掲載料金

ITpro Data Special

( 簡易広告タイアップメニュー）

掲載期間

内容

24週間

450,000円

◦ ITpro Data 基本メニュー ◦ 簡易タイアップ 本文800字程度と図版１点
◦ 誘導枠【テキストバナー】ITpro Data Special欄（サムネイル+テキスト）4週間
【 メー ル 広 告 】
「ITpro Data今週のピックアップ情報メール」内
4週間
Data Special 新着情報（テキスト+URL） 4回（1回/週）
（簡易タイアップ+誘導）
（基本メニュー）

＋

※簡易タイアップと誘導枠の原稿作成は日経BP社が行います。
また、
広告掲載料金には制作費も含まれます。 ※簡易タイアップと誘導枠を掲載する4週間は、
基本メニュー24週間のうち、
スタートからの4週間となります。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/data/

ITpro Data Special
掲載内容
・本文/800文字程度 ・図版/1点 ・PDFダウンロード ・お問い合わせ先など

①ITpro Dataの
誘導枠から

貴社製品に興味を持つユーザーを発掘 !!
PDF ダウンロードでセールスリードを提供します

ITpro Data Special

掲載にあたってご用意いただくもの

ピックアップ

・製品/サービスの概要がわかる資料（URL・カタログ・リリース等）

「自社に最適なソリューションを探したい」、「記事

②メールマガジン
からの誘導

※特に強調されたいポイントがありましたらお書き添えください

・製品写真または図版１点（形式：EPS、JPG、GIF、PPT）
※縦（600pix）
×横（600pix）程度のものをご用意ください

で見た製品の詳細が知りたい」 というユーザーと、
「自社製品/ サービスに興味を持った見込み顧客の

ITpro Data Special

今週のピックアップ
情報メール

・製品/サービスの価格
・製品/サービスの提供方法

リードを獲得したい」という広告主様をマッチングす
る ICT 関連の製品 / サービスを網羅するデータベース

データベースに連動した、
広告掲載スペースをご用意!

・問い合わせ先 ※広告主様の社名が入ります

① TEL ② E-MAIL ③ URL
・関連情報（任意でご記入ください。最大３点まで）

※製品名や、製品に関連したセミナー名など（全角20文字前後）と
それに関連するリンク先URL（必須）

「ITpro Data」。

◦コンテンツを読み製品/サービスの特長を理解
することでダウンロード数の増加を図ります。
◦ITpro Dataの「PDFダウンロードサービス」と連
動し、オンラインで資料請求リストを提供します。

日経BP社のICTメディアが執筆・監修。客観的か
つ網羅性の高い情報を提供することで、ITproの質
の高いユーザーを呼び込み、貴社の見込み顧客を発
掘します。

■ITpro Data Special 追加誘導パッケージA
ITpro Data Special に4週間の誘導枠を付加したプランです。PDF資料のダウンロードを促進します。
メニュー名

広告掲載料金

ITpro Data Special

900,000円

（追加誘導パッケージ A）

掲載期間

24週間（基本メニュー）
＋

4週間（簡易広告タイアップ+誘導）

貴社の効果的なプロモーションに是非ともお役立て
内容

◦ ITpro Data Special ◦【ターゲティングメール】 10,000通×1回
◦ ITpro Newsメール 2行お知らせ 4回（1回/週）

■ITpro Data Special 追加誘導パッケージB
ITpro Data Special に4週間の誘導枠を付加したプランです。追加誘導パッケージAに加え、Awarenessを目的とする誘導を追加しました。
メニュー名

広告掲載料金

ITpro Data Special

（追加誘導パッケージ B）

1,500,000円

掲載期間

24週間（基本メニュー）
＋

4週間（簡易広告タイアップ+誘導）

ください。

内容
◦ ITpro Data Special ◦【ターゲティングメール】 10,000通×1回
◦ ITpro Newsメール 2行お知らせ 4回（1回/週）
◦ ITpro ピックアップコンテンツ 4週間

執筆・監修は
日経BP 社のICTメディア
第三者的立場で公平・客観的な価値ある情報を
メーカーの枠を超えて、 同じ仕様で、
ユーザー目線のデータベースを実現

お申し込み・
お問い合わせは

■

ITpro Dataの広告掲載やお問い合せは

コンピュータ・ネットワーク局 広告部

TEL：03-6811- 8025
■

FAX：03-5421-9800

ITpro Dataの記事掲載や掲載内容のお問い合せは

Email：itprodb@nikkeibp.co.jp

〒 108 - 8646 東京都港区白金 1 - 17 - 3

E-mail：itprodata-ad@nikkeibp.co.jp

プロフェッショナルがフレッシュかつ
実用的な情報をアップ

貴社の新製品・サービス情報も登録され、ITpro
の記事やデータベースの検索から、ユーザーの目
に触れる仕組みになっています。

① データベース検索から
◦製品情報の詳細ページに
は、競合製品へのリンクも
あるので、これは便利だ

◦A社とC社の製品が
よさそうだ

◦A社・C社などの製品
を、ITpro Dataで
調べてみよう

比較

② ITpro記事ページから

◦製品情報の詳細ペー
ジに、他のラインナッ
プや競合製品へのリ
ンクがあるぞ

◦ITproの記事で紹介して
いる、A社とC社の製品
がよさそうだ

比較

◦A社とC社の製品
を比較表で検討
してみよう

資料請求！
◦おや、C社の製品は
PDF資料にリンクし
ているぞ

検討
◦なるほど、C社の製品は、
他の製品と比較しても優
位性がありそうだ

◦A社とC社の製品を
比較表で検討して
みよう
◦おや、C社の製品は
PDF資料がリンク
されているようだ

検討

◦PDFをダウンロード
して次の会議で
検討しよう

ICT製品やサービスの情報収集・比較・検討をこれ一つで

IT導入担当者のための
製品/サービス・データベース
ITpro Data 利用者の属性

ITpro Data広告掲載 基本メニュー
2010年１月〜10月の利用者

約 1/3 は情報システム部門に所属
◦所属部門

掲載料金

200,000円

24週間：

（税別）

ITpro 編集が用意する製品 / サービスの解説ページに、PDF ダウンロードサー

大企業から中堅・中小まで幅広い企業規模
◦勤務先の企業規模

ビスへのリンクとその紹介文を掲載し、PDF ダウンロード者のリストをオン
ラインでお届けします。
※本サービスでご提供するのはPDFダウンロード者のリストのみです。掲載レポートはございま
せんので予めご了承ください。
※掲載は毎週水曜日スタートです。

広告スペース
＋
PDFダウンロードへのリンク

掲載にあたってご用意いただくもの
・ダウンロード用PDF：最大3点（1点あたり2MBまで）
・広告スペースに表示するリード文（15文字以内）
・広告スペースに表示する説明文（100文字以内）など
※リード文、
説明文は掲載にあたり修正させていただく場合があります。

ITpro Data 利用の流れ
「データベース検索」から
「ITproトップページ」から

ITproトップページ
ITpro記事ページ

「ITpro記事ページ」から

月間1,500PV、
300万ユニークブラウザの
ITproから誘導します

比較表で見比べる

ITpro Data 個別製品/サービスページ

ボタンを押して
比較表に登録

「メールマガジン」から

ITpro Data

検索結果ページ
登録した製品/
サービスは
ココで一覧確認

ITpro Data
製品＆サービス・メール

選択した商品・サービスを一覧表示

ITpro Data

トップページ
紹介記事 /
スペック表

広告スペース
＋
PDFダウンロードへのリンク

ワードや
ジャンル
による検索

PDFダウンロード画面

広告スペース
＋
PDFダウンロードへのリンク

配信数約30万通の
「ITpro Data 製品＆サービス・メール」
から誘導します

検索結果が
一覧で表示
広告スペース
＋
PDFダウンロードへのリンク

