
  

翔泳社 メディア事業部 

2017年1～3月 

メール広告 

媒体資料 



枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 

1回 毎週木曜日 約390,000件 

200,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

センタ枠 150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

フッタ枠 150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約390,000件 1,000,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

翔泳社Webマガジンの総合メールニュース 

 

会員属性： 半数以上の方がIT関連業界 

                 システムの開発、運用・管理部門の方が全体の70%以上 

       30代を中心に20代～40代が全体の90%弱 

 

・IT関連イベント・セミナーの集客に 

・IT関連製品告知に 

・マーケティング関連イベント・セミナーの集客に 

 

広告出稿実績： IIJ様、日本アイ・ビー・エム様、日本オラクル様、日立製作所様、日本マイクロソフト様、グーグル様、 

          エクセルソフト様、SAS Institute Japan様、大塚商会様、日本ベリサイン様、シマンテック様、 

          パナソニック様、アシスト様、NTTコミュニケーションズ様、セールスフォース様、VMware様、マクロミル様、 

          弊社イベント（デブサミ等）集客等 

SEMSメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 

1回 毎週水曜日 約210,000件 

150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

フッタ枠 100,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約210,000件 700,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

弊社Webマガジン「CodeZine」会員へのメールニュース 

 

会員属性：全体の半数以上が情報サービス業(中小企業から大企業まで幅広い分布) 

       システム設計・SE・PGの方が約70% 

       製品導入になんらかの影響を及ぼす方が全体の60%以上 

 

・IT関連イベント・セミナーの集客に 

・IT関連製品の告知に 

 

広告出稿実績：アドビ システムズ様、日本アイ・ビー・エム様、日本オラクル様、日本マイクロソフト様、 

          日立製作所様、富士通様、リードエグジビションジャパン様、エクセルソフト様、IIJ様、エンバカデロ様、 

          インフラジスティックス様、日本ヒューレット・パッカード様、弊社イベント（デブサミ等）集客等 

CodeZineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 

1回 毎週木曜日 約107,000件 

150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

フッタ枠 100,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約107,000件 700,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

弊社Webマガジン「MarkeZine」会員へのメールニュース 

 

会員属性： 全体の半数以上の方がマーケティング（オンライン含む）、企画・調査、コンテンツ制作、 

       広報/宣伝、ウェブマスター、自社のマーケティングに携わる方が全体の約60％ 
 

・マーケティング関連イベント・セミナーの集客に 

・マーケティング関連製品・サービスの告知に 

 

広告出稿実績：アドビ システムズ様、エイケアシステムズ様、SAS Institute Japan様、日本マイクロソフト様、 

          グーグル様、日本アイ・ビー・エム様、日本オラクル様、日立システムズ様、ブライトコーブ様、 

          ヤフー様、ロックオン様、NTTコミュニケーションズ様、日本ベリサイン様、TIS様、富士通様、 

          ブレインパッド様、エルネット様、環様、弊社イベント（MarkeZine Day等）集客等 

MarkeZineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 1回 毎週火曜日 約106,000件 150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約106,000件 600,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

 弊社Webマガジン「EnterpriseZine」会員へのメールニュース 

 

会員属性：全体の半数以上が役職ありの方、IT関連企業に所属の方が65%、非IT関連企業に所属の方が35% 

 

 ・IT担当ミドルマネジメント層向けイベント・セミナーの集客に 

 ・IT担当ミドルマネジメント層への製品・サービスの告知に 

  

 広告掲載実績：EMCジャパン様、インテル様、富士通様、グーグル様、トレンドマイクロ様、日本アイ・ビー・エム様、 

           日本オラクル様、日本ヒューレット・パッカード様、NetIQ様、マカフィー様、シマンテック様、 

           日本ベリサイン様、日立システムズ様、野村総合研究所様、日立製作所様、NTTソフトウェア様、 

           マイクロストラテジー様、カスペルスキー様、弊社イベント（IT Initiative Day等）集客等 

EnterpriseZineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 1回 第3金曜日 約45,000件 100,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約45,000件 300,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

弊社Webマガジン「EnterpriseZine」内「Security Online」会員へのメールニュース（旧IT Complianceメールニュース） 
 

  会員属性：銀行、証券、その他金融、情報通信、製造、サービス業の上場企業役員・監査役、 

         および非上場有力企業役員・監査役、情報システム部門、内部統制部門など 

 

  ・経営層向けイベント・セミナーの集客に 

  ・セキュリティ関連製品告知に 

 

  広告掲載実績：日本アイ・ビー・エム様、シマンテック・ウェブサイトセキュリティ様、NTTソフトウェア様、 

            日本オラクル様、デロイト トーマツ リスクサービス様、日本ヒューレット・パッカード様、 

            NTTコミュニケーションズ様、インサイトテクノロジー様等 

Security Onlineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 1回 第2・第4金曜日 約40,000件 100,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約40,000件 300,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

 弊社Webマガジン「DB Online」会員へのメールニュース 

 

  会員属性：全体の60%弱が役職ありの方、全体の70%以上が自社/顧客の製品導入に関与する方、 

         IT関連企業に所属の方が63%、非IT関連企業に所属の方が37% 

 

 ・IT担当ミドルマネジメント層向けDB関連イベント・セミナーの集客に 

 ・IT担当ミドルマネジメント層へのDB関連製品・サービスの告知に 

 

  広告掲載実績：日本アイ・ビー・エム様、東京エレクトロンデバイス様、日本オラクル様、エンタープライズDB様、 

            弊社イベント（ビズジェネカンファレンス等）集客等 

DB Onlineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 1回 毎週月曜日 約32,000件 100,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約32,000件 400,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

 弊社Webマガジン「Biz/Zine」会員へのメールニュース 

 

  会員属性：全体の60%弱が役職ありの方、全体の50%弱がIT関連企業所属の方、 

         IT関連職に就かれている方が約50% 

 

 ・ビジネス戦略層向けイベント・セミナーの集客に 

 ・ビジネス戦略層への関連製品・サービスの告知に 

 

  広告掲載実績：日本アイ・ビー・エム様、APTジャパン様、ダイヤモンド社様、NIコンサルティング様、 

            多摩大学大学院様、インターネットイニシアティブ様、コンカー様、エックスラボ様、 

            ビジネス・ブレークスルー様、弊社イベント（ビズジェネカンファレンス等）集客等 

Biz/Zineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 1回 毎週水曜日 約23,000件 150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約23,000件 300,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

 弊社Webマガジン「ECzine」会員へのメールニュース 

 

  会員属性：EC（電子商取引）関連業務の方、関心をお持ちの方 

         全体の約20%が流通・小売業の方／全体の約50%が年間売上高10億円以上の企業にご所属の方 

 

 ・イベント・セミナーの告知に 

 ・キャンペーンの告知に 

 

  広告掲載実績：グーグル様、日本アイ・ビー・エム様、バリューコマース様、Eストアー様、TIプランニング様、 

            アカマイ・テクノロジーズ様、楽天ビジネス様、中小企業基盤整備機構様、UBMジャパン様、 

            ディレクタス様、ナノオプト・メディア様、富士通様、弊社資料紹介（オープン特典）等 

ECzineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 1回 第1・第3月曜日 約2,300件 50,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約2,300件 100,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

 弊社Webマガジン「資格Zine」会員へのメールニュース 

 

  会員属性：IT系資格取得経験者が70%以上 

         技術系職種が大半を占める。全体の約半数が30代以下。 

 

 ・イベント・セミナーの告知に 

 ・キャンペーンの告知に 

 

  広告掲載実績：レッドハット様、弊社書籍、弊社セミナー紹介等 

資格Zineメールニュース 
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枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

ヘッダ枠 

1回 第1水曜日 約49,000件 

150,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

フッタ枠 100,000円 

全角37文字×5行 

（うちURL１点） 

枠 期間・回数 配信日 配信数 価格（税抜） 原稿 

単独メール 1回  任意 約49,000件 400,000円 

件名：全角35文字以内 

本文：全角37文字×100行以内 

リンク先URL複数可 

 弊社Webマガジン「MONEYzine」会員へのメールニュース 

 

     会員属性：投資初心者～中級者、ビジネスマン、一般主婦、一般投資家、金融関係者 

 

 ・イベント・セミナーの告知に 

 ・キャンペーンの告知に 

 

     広告掲載実績： FX ZERO様、ツクヨミ様、サクソバンクFX証券様、ドットコモディティ様、モビット様 

             KDDI様、シースタイル様、さくら様等 

MONEYZineメールニュース 
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■仕様 

・配信対象：各媒体  

・配信日  ：随時（要ご相談） 

・配信時間：各配信時に弊社が指定 

 

■広告原稿サイズ 

・件名：全角35文字以内 

・本文：全角37文字×100行以内 

＊半角カタカナ使用不可 

 （英数字は半角も使用可能） 

 

単独メール広告原稿サンプル 
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●原稿作成／入稿時の注意事項 

・機種依存文字（半角カタカナ、丸付き数字など）を使用しないでください。     
 
・広告原稿内に空白を設ける場合は、タブを使用せず、（できるだけ全角の）スペースを使用してください。 
 メーラーによってはレイアウトが崩れる可能性があります。 
 
・広告原稿には、プロポーショナルフォントではなく等幅フォント（MSゴシックなど）を使用してください。 
※MS Pゴシックなどはレイアウトが崩れる場合がありますので使用をお控えください。 
 
・プロポーショナルフォントを使用して美しくレイアウトされていても、実際にはレイアウトが崩れる場合があります。また、事前に 
試しにご自分宛てに送信してみて正しく表示されているかどうかをご確認ください。その場合、ご自分のメーラーのビューアが 
等幅フォントで表示されるように設定されている必要があります。 
 
・URLとURL以外の文字列はつなげず、間にはスペースを挿入してください（リンクが正しく認識されない可能性があります）。 
 
・ftpサーバ、zipファイルへの直接誘導はご遠慮ください（PDFへの誘導は可能です）。 
 
・掲載された広告およびリンク先の内容についての一切の責任は広告主が負うものとします。 

●お申し込み／入稿方法 

    ■お申し込み方法   各営業担当者、もしくは ad_net@shoeisha.co.jp  までご連絡ください。 

    ■原稿入稿方法 

    ・ 入稿形式   電子メールによるテキストファイル添付での入稿に限らせていただきます。 

    ・ 入稿締切    後項のスケジュールのご案内をご参照ください。 

    ・ 入稿先    広告入稿専用アドレス ：  ad_submit@shoeisha.co.jp 

    ■入稿時の添付情報  原稿入稿時には、メールに以下の内容の記載をお願いします。 

       ●広告主  ●媒体名  ●スペース   ●掲載日   ●リンク先URL 

原稿作成／入稿時の注意事項・お申し込み／入稿方法 
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・ 法律、条例、条約に違反する、もしくはそのおそれのあるもの 

・ 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの 

・ 宗教信仰による勢力拡大、布教活動を目的とした広告 

・ 医療、医薬品、化粧品において、効能・効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱するもの 

・ 詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの 

・ ウェブサイト上でギャンブル運営もしくはそれを助長するようなもの 

・ 公序良俗に反する、もしくはそのおそれがあるもの  

・ アダルト・風俗関連の広告および著しく猥褻性が高いもの 

・ 責任の所在が不明確なもの  

・ 投機、射幸心を著しくあおるもの 

・ その他、翔泳社が不適切と判断したもの 

●広告掲載基準 ＊以下に該当すると判断される広告およびサイトにつきましては、掲載できかねますのでご了承ください。 

●スケジュール 

 月     火     水     木     金     土     日     月     火     水     木   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

翌週分 

申し込み 

締め切り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午前中 

原稿 

入稿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

配信日 

＊木曜日配信の場合の一例です。下記以外のケースにつきましては別途お問い合わせ下さい。 

スケジュール・広告掲載基準 
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