
媒体資料 ２０１７年１月～３月 

翔泳社 メディア事業部広告課 
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月 間 Ｐ Ｖ 
月 間 Ｕ Ｕ 
会員登録数 

 
 
 

約1,300,000 
約 390,000 
約 415,000 
（メルマガ配信数210,000) 
 

ITエンジニアのための 
実装系テクニカルWebマガジン 

媒体概要 

Web 

Mobile/IoT 

Cloud 

Data/AI 

ビジネス、エンターテイメント、ITインフラストラクチャー―― 
あらゆる事象がCodeによって記述される時代の到来とともに 
すべてのITエンジニアがソフトウェア開発者としてのスキルを 
求められるようになりつつあります。普及期に入ったクラウド 
加速する変化に対応するDevOps、モバイルからマルチデバイスへ向かう 
アプリ、Webとリアルの融合を促すIoT……。 
加速するITの変化に向き合い、ITエンジニアがソフトウェア開発の匠として 
飛躍するための実践的情報を提供することが、CodeZineの使命です。 



CodeZine出稿のメリット 
・CodeZineは「仕事でコードを書くプロフェッショナル」のためのIT系媒体です。 
・会員制サイト（※）のため、質の高い読者を抱えています。 
 ※一定期間が経過した編集記事の閲覧には会員登録が必要です。 

IT製品ベンダーにとってのメリット 
・CodeZine は「手を動かして試してみる」記事制作が得意です。 
 実際にエンジニアの方に触って頂くことを前提にした記事掲載で 
 貴社製品の認知・理解を広げることができます。 
・自社サービスの開発・運用を行っている開発者が多く、 
 商用利用の促進が期待できます。 
 
・具体的なメリット 
リード獲得 
  無料トライアル等への登録促進 
認知獲得 
  サービスを知っている開発者を増やしブログやソーシャルへの 
  拡散、サービスへの信頼向上問い合わせを増やすなど 
  ブランディング効果を得られる 

エンジニア求人企業にとってのメリット 
・CodeZineには自ら学ぶ意欲を持ったモチベーションの高い 
 エンジニアが集っています。貴社の技術力や開発体制を 
 アピールすることで、スキルの高いエンジニアに 
 貴社の認知度と関心を高めることができます。 
 
・具体的なメリット 
認知獲得 
  貴社への関心を持つエンジニアを増やし、IT企業としての 
  技術ブランディング効果を得られる。また求人施策と 
  連動させることで潜在的な求人ニーズ掘り起こしに繋がる 
求人獲得 
  貴社求人サイト・LPへの応募促進 
 
 

※CodeZine連動イベント 
 Developers Summit2016登録者アンケートより抜粋 
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コンテンツ 

目まぐるしく変化するIT業界の 
最新動向を、専門家の目で 
厳選ピックアップ 

•HTML5 ・ブラウザ ・JQuery ・WebGL 

•Webアプリケーションフレームワーク   

•サイト高速化 ・パフォーマンスチューニング 

•セキュリティ ・データベース(RDB/NoSQL/ビッグデータ） 

Web開発 

•Android iOS  

•ネイティブアプリ 

•Unity ・Cordova／ハイブリッドアプリ 

モバイル開発 

•IaaS ・PaaS ・mBaaS ・ビッグデータ 

•AWS／Azure／Google／SoftLayer・Bluemixなど 

•OpenStack／CloudStack／Cloud Foundryなど 

クラウド 

•ビッグデータ基盤 ・データ分析 

•機械学習／ディープラーニング 
データ 

•アジャイル ・DevOps ・テスト 開発プロセス 

•UX・UI  

•画面設計 クリエイティブ 

•アーキテクチャ 

デザイン 

•IoT（Internet of Things) 

•センサー＆デバイス  
トレンド 

仕事で試せる、役立つ、すぐ使える 
実践ノウハウ記事を多数掲載 

ITとソフトウェア開発の今を探る 
最新製品レビューや、大規模 
カンファレンスの取材レポートなど 

業界の各分野におけるキーマンへの 
インタビュー、対談、鼎談 

■ジャンル ■カテゴリ 

ニュース 

実践 

レポート 

インタビュー 



日常生活のインフラとして、今やWebサービスやモバイルアプリは人々の暮らしに欠かせません。その反面、脆弱性をついた攻撃は、安
全安心なサービスを求めるユーザーにとって最大の脅威であり、また企業にとってもプロダクトの存続さえも脅かす深刻な問題となりつ
つあります。本特集では、Web・モバイル開発者の目線で、アプリやサービスのセキュリティを確保し、安全安心なプロダクトを開発す
るためのポイントを解説します。 

CodeZine単独メール(210,000通） 
号外メルマガで特集コーナーを紹介 
（特集開始時１回） 

1－3月広告特集「開発者のためのWeb・モバイルアプリセキュリティ」 

スケジュール 
・お申込締切 1月31日(火) ・取材期間 2月上旬～中旬 
・記事校正 2月中旬～下旬・掲載開始 3月～※ 
※出稿社の記事がすべて揃った時点で特集開始 

Pickup 
Link 

(1ヶ月間） 

編集記事 
①Web・モバイルアプリを襲うセキュリ
ティ脅威の傾向と対策 
 
②セキュアなソフトウェア開発のポイン
トとは（仮） 

▼特集コーナー（特設ミドルページ）イメージ図 

スーパーバナー（１ヶ月間） 

一
ヶ
月
間
に
渡
り
特
集 

※

特
集
期
間
終
了
後
も
コ
ー
ナ
ー
は
一
定
期
間 

 

残
り
ま
す
。
期
間
は
編
集
部
お
ま
か
せ
。 

 

ま
た
記
事
自
体
は
半
永
久
的
に
掲
載
さ
れ
ま
す
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関連記事広告として、 
Web／モバイルアプリのセキュリティ対
策ツール／サービスを扱う企業様の 
・担当者インタビュー 
・事例記事 
などを、 
特集企画限定価格 
で制作・掲載します。 

通常の記事広告：70万円 
↓ 

セキュリティ特集限定価格： 

50万円（税別）！！ 
※最低催行社数３社とさせて頂きます。 



メニュー 価格（税抜） 想定imp 掲載期間 表示方法 ※1 掲載面 ※2 サイズ（W*H） 容量 ファイル形式 ※3 ループ 原稿差し替え 入稿締切 

①スーパーバナー 

¥650,000 300,000 
1ヶ月 ローテーション 全ページ 728*90 100KB以下 

GIF、jpg、HTML5、
Flash、第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

¥1,300,000 600,000 

②レクタングル 

¥550,000 300,000 
1ヶ月 ローテーション 全ページ 300*300 100KB以下 

GIF、jpg、HTML5、
Flash、第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

¥1,100,000 600,000 

③アーティクルリンク 

¥300,000 450,000 
1ヶ月 ローテーション 全ページ 全角40文字以内 - テキスト - 

2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

¥600,000 900,000 

④記事下バナー ¥550,000 300,000 1ヵ月 ローテーション 
記事ページ 

(タイアップ・スマホ
ページ除く) 

500*300 100KB以下 
GIF、jpg、HTML5、

Flash、 
第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

広告メニュー①純広告／バナー・テキスト広告 

▼ページ上部 

② 

① 

③ 

※1 配信ペースには偏りが生じる場合がございます 
※2 デバイスへの振り分け配信は不可としております 
※3  
・Flashバナーご入稿の際には原稿規定もご参照ください 
・第三者配信をご希望の際は事前にご相談ください 

④ 

▼記事ページ下部 

【入稿先】翔泳社 広告課 
     ad_submit@shoeisha.co.jp 

http://www.shoeisha.co.jp/static/adinfo/pdf/Flash_rule_20150915.pdf
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メニュー 価格(税抜) 想定imp 掲載期間 表示方法※1 掲載面※2 
サイズ
(W*H) 

容量 ファイル形式※3 ループ 原稿差し替え 入稿締切 

⑤ウェルカムバナー ¥1,000,000 200,000 1ヶ月 
1UBに対して1日1回 
※10秒経過後、 

元のページに自動遷移 

全ページ 
(タイアップ・スマホ
ページ除く) 

640*480 
100KB 
以下 

GIF、jpg、
HTML5、Flash、 

第三者配信 
- 

2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

広告メニュー①純広告／バナー・テキスト広告 

⑤ 

※1 配信ペースには偏りが生じる場合がございます 
※2 デバイスへの振り分け配信は不可としております 
※3  
・Flashバナーご入稿の際には原稿規定もご参照ください 
・第三者配信をご希望の際は事前にご相談ください 
 

【入稿先】翔泳社 広告課 
     ad_submit@shoeisha.co.jp 

http://www.shoeisha.co.jp/static/adinfo/pdf/Flash_rule_20150915.pdf


メニュー 価格（税抜） 配信数 枠数 配信日 文字数 掲載URL 入稿締切 

①CodeZine News 単独メール ¥700,000 約210,000通 - 平日任意 
[件名]全角35文字以内 
[本文］全角37文字×100行以内 

複数可 3営業日前 

②CodeZine News ヘッダ ¥150,000 約210,000通 3 毎週水曜 全角37文字以内×5行 1点 3営業日前 

③CodeZine News フッタ ¥100,000 約210,000通 1 毎週水曜 全角37文字以内×5行 1点 3営業日前 
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広告メニュー②純広告／メール広告 

① 

② 

③ 

【入稿先】翔泳社 広告課 
     ad_submit@shoeisha.co.jp 



メニュー 価格（税抜） 想定PV／imp 掲載期間 表示方法 掲載開始目安 原稿制作 導線 

①タイアップ記事 
¥700,000～ 
＋遠方の場合は 
別途交通費 

2,000 
～4,000PV／月 

無期限 - 
お申し込みから

1ヵ月 
CodeZine編集部 

・編集部SNS（Twitter、Facebook） 
・RSS 
・アリーナ（サイトトップ「新着記事」） 
・編集部メールマガジン「新着記事」欄 
※掲載時期、期間は編集部に一任いただきます 

②スペシャルコンテンツ ¥250,000 300,000 1ヶ月 ローテーション 記事公開日 CodeZine編集部 - 
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CodeZine News単独メール、アーティクルリンクからの誘導もお勧めです！ 

広告メニュー③タイアップ記事広告・導線メニュー 

編集部のノウハウを生かしたタイアップ記事広告により、 
読者への啓蒙や御社コンテンツの充実をはかることが 
できます。同時に、CodeZine読者からのリード収集や、 
セミナー集客などもおこなうことができます。 

② ① 

◎掲載までの流れ(例) 
【お申し込み】 
 ↓   ……日程調整 

【取材】 
 ↓   ……中12営業日 

【初校提出】 
 ↓   ……中3営業日 

【初校お戻し】 
 ↓   ……中2営業日 

【再校提出】 
 ↓   ……中1営業日 

【再校お戻し・校了】 
 ↓   ……中1営業日 

【公開】 

※上記は1例です 
 実際のお申し込みの際には 
 個別にスケジュールを 
 お出しします 
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翔泳社各Webメディアから誘導するホワイトペーパーダウンロードサービスです。 
リード取得の際のランディングページとしてご利用いただけます。 
※DL数は保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。 

公開ページ 管理画面 

メニュー 価格（税抜） 掲載期間 原稿規定 掲載資料 掲載可能な資料本数 取得リード情報 掲載開始日 

selectbox 
1本目  ：¥80,000 
2本目以降：¥50,000 

1ヶ月 
［タイトル］100文字以内 
［本文］3,000～4,000文字程度 

（管理画面より直接登録可能） 

PDF、pptx等 
10MB以内 

1本 
（zip形式の場合、 

複数本同時掲載可能） 

管理画面より 
随時ダウンロード可能 

営業日 

オプション：アンケート設置 

 価格(税抜) 
 5問まで／¥150,000 
10問まで／¥250,000 

 回答指定  必須／任意 

 回答形式 

・単一回答 
・複数回答 
・自由回答 
（1問につき1形式） 

《↓取得リード情報 サンプル↓》 ※業種、役職は選択式、ダウンロード日時は自動記録、他は自由記述 

資料ダウンロードサービス／selectboxのご案内 
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読者プロフィール（分野・関心） 

※CodeZine連動イベント 
 Developers Summit2016登録者アンケートより抜粋 
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読者プロフィール（属性） 

業種 職種 

年齢 


