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創刊の辞 

 EdTechZine（エドテックジン）は、子どもを教える立場の先生や保護者を対象とした、
教育ICT（EdTech）の専門Webメディアです。2017年4月10日にオープンしました。 
 「プログラミング教育」「理数教育（STEM教育）」「アクティブラーニング」「アダプ
ティブラーニング」といったテーマで、ICTを利活用した教育や、ICTを活用できる人材育
成に関する情報をお伝えし、新しい学びの形と、これからの日本を支える人材の育成を促進
する方法を探求していきます。 
 ITが後押しする新時代の学び方（EdTech）に関心のある人が、何をどのように活用すれ
ばよいのかを学び、現場で実践し、情報交換できる場を提供します。 
 

                        EdTechZine編集長 斉木 崇 

【記事カテゴリ】 
●ITを活用できる人材育成 
・プログラミング教育：初等中等教育からの必修化 
・STEM（ステム）教育：理数系教育 
 
●ITを活用した新しい教育方法 
・アクティブ・ラーニング：学修者が能動的に参加する学
習法 
・アダプティブ・ラーニング：適応学習。個々の生徒の進
捗に合わせ、学習内容や学習レベルを調整し提供しようと
いうもの 

媒体データ（2017年8月現在） 
●メルマガ会員数：約1,800名 
●月間PV：約12,000 
●月間UU：約4,900 
 



DB Online 

 

最新コンテンツ例 
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【導入事例】 
オンライン英会話による 

英語4技能試験対策の先行事例 

【特別支援教育】 
ICTの活用事例 

【イベントレポート】 
「プログラミング教育 
明日会議 in 東京」取材 



DB Online 

 

最近の注目コンテンツ例 
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★2017年7月18日公開 
『プログラミング教育なんてやっている場合ではない
――高校までに必要な本当の学力  New Education 
Expo 2017イベントレポート』 
 
New Education Expo 2017にて行われた、国立情報
学研究所社会共有知センター長 新井紀子氏によるセミ
ナーを取材。 
 
プログラミング教育を否定するのではなく、そもそもこ
れからを生きる子どもたちに必要なスキルを提起した記
事で、多くの先生方、および教育業界関係者や保護者の
方々に読んでいただけました！ 
 
本記事のPVは、50,000を超え、Facebookでも5,000
以上シェアされました。これからもイベントレポートを
含め、独自のコンテンツをどんどん発信していきたいと
思っております。 
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主催イベント  

2017年6月11日（日）開催 
『ルビィのぼうけん』で体験する小学校プログラミング教育 
～EdTechZineオープン記念 
第一部：親子向けワークショップ 
第二部：教員向けセミナー 
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主催イベント参加者属性 ※事前登録アンケートより  

【第二部教員向けセミナー】 
 当日参加者：96名 
 
●参加者属性 
小学校教員、大学／高校教員、 
特別支援学校職員、教育委員会、 
進学塾など 

【第一部親子ワークショップ】 当日参加：親子29組、同伴5名 
 
●受講者年齢 6歳：15名、7歳：9名、8歳：8名、9歳：1名 
●男女比：男子15人、女子18人 
●保護者職業：IT企業、小学校教員、医療関係、新聞社など 

小学校教員 

28％ 

教育支援企業 

13％ 

教育委員会・ 

地方公務員 

12％ 

その他教育機関 

8％ 

塾 

2％ 

その他 

（個人登録など） 

37％ 

参加者属性 
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広告メニュー① 純広告/バナー・テキスト 

  

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 ¥100,000 10,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 728*90 100KB以下 
GIF、jpg、 
第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

 ②レクタングル ¥100,000 10,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 300*300 100KB以下 
GIF、jpg, 
第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

 ③アーティクルリンク ¥50,000 10,000 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 

 ④記事下バナー ¥50,000 5,000 1ヶ月 ローテーション 
全記事ページ 

(除・タイアップ) 
(PCのみ) 

500*300 100KB以下 
GIF、jpg、 
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 

② 

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 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 

① 

③ 

④ 

PC 
PC 

モバイル 

② 
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広告メニュー② メール広告 

  

① 

② 

② 

② 

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

メニュー 価格（税抜） 配信数  配信日 文字数 掲載URL 入稿締切 

 ①EdTechZine News 単独メール ¥100,000 1,800 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 

 ②EdTechZine News ヘッダ ¥50,000 1,800 第1・3金曜日  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③ タイアップ記事 

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

 ①タイアップ記事 
¥700,000～ 

(＋遠方の場合は 
別途交通費） 

1,000PV 1ヶ月 -  A4×1.5ページ相当 取材から1ヵ月 編集部 

・編集部SNS（Twitter、Facebook） 
・RSS 
・アリーナ 
・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 

 ②Special Contents ¥50,000 10,000imp 1ヶ月 ローテーション 
 [テキスト]全角45文字 
 [画像]記事アイコン 

記事公開日 編集部 - 

◎掲載までの流れ(例) 
【お申し込み】 
 ↓   ……日程調整 
【取材】 
 ↓   ……中7～10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 

TOPページ 
記事ページ 

① 

② 

※セミナー取材によるタイアップ記事についてのお願い…情報の鮮度を維持するため原則、取材から2か月以内の公開を目安とさせてください。 
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広告メニュー④ リード獲得システム 

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 

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） 

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 

《↓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 
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★オープン記念 特別広告メニュー★   

広告メニュー①事例作成プラン 
 
・SHOEISHA iD単独メール※1：教育／研究機関セグメントメール(約8,200通)×1本 
・EdTechZine単独メール（1,880通程度）×1本 
・EdTechZine取材記事※2×1本 (3,000字～4,000字程度） 
・取材記事記事二次使用料（Webもしくは紙にて1回ご使用いただけます） 

→ご提案金額：50万円（税別、グロス） 
 
※1.本来は、弊社全媒体の読者に38万人に送るメールメニューです。 
※2.取材から掲載までは約1か月頂いております。 

導線図 

タイアップ記事×1本 
想定PV1,000 

・SHOEISHA iDメール：約8,200通×1本 
・EdTechZineメール：1,800通×1本 

貴社サービスサイトなど 

【記事二次利用】 
・貴社Webへのコンテンツ転載 
・展示会等で配布する資料 

など 


