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創刊の辞
「EdTechZine（エドテックジン）」は、学びたい、教えたいという意欲を持つ
すべての方に向けた教育ICT（EdTech）のオンラインメディアです。

ICT（情報通信技術）やインターネットの発展により、人々は欲しい情報やデータを、
いつでもどこでも安価に入手できるようになりました。今後はそれらの膨大な情報から、
いかに有益な知識を得て、高い付加価値を生み出していくかが求められつつあります。

簡単に得られる知識はコモディティ化して価値が低下するため、表層的な理解ではなく、
具体的な課題の解決や、人と人との対話によって学びを深める必要があります。
世の中の変化の速度が激しく、「AIが人の仕事を奪う」「人生100年時代」と取沙汰される
昨今においては、人生を通じて「学び続ける」ことの重要性も
一層高まっていると言えるでしょう。

一方でICTの利活用により、人々の「学び」自体のイノベーションも加速するに
違いありません。EdTechZineでは、そのような学びのサポートや実践を行っている方々の
知見を共有することで、読者の皆さまが「自分らしく、主体的に社会に関わり、
充実した人生を送る」手助けができれば、と考えています。

EdTechZine編集長 斉木 崇
媒体データ（2019年5月現在）
●会員数：約7,900
●メルマガ配信数：約6,３00名
●月間PV：約133,000
●月間UU：約60,000



最新コンテンツ例
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【導入事例】
プログラミング思考×部活

【インタビュー】
ICT×塾

【インタビュー】
クリエイティビティ×学校



DB Online

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』

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、７０,000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。

★2018年6月22日～コーナー開始
『EdTechビジョナリーインタビュー』

これからのEdTech業界をけん引する方にインタビューするコーナーです
（取材時点での役職です）。

第一回 株式会社花まるラボ 代表取締役 川島慶氏
第二回 株式会社Digika 代表取締役社長 橋本恭伸氏
第三回 アルクテラス株式会社 代表取締役社長 新井豪一郎氏
第四回 Classi株式会社 代表取締役副社長 加藤理啓氏
第五回 株式会社マナボ 代表取締役社長 三橋克仁氏
第六回 株式会社メイツ 代表取締役社長 遠藤尚範氏
第七回 株式会社Progate FOUNDER/CEO 加藤將倫氏



◆18年度よく読まれたコンテンツ
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［事例］
海外×コーチング教育

［ニュース］
ロボット×教材

［編集記事］
保護者×プログラミング教育
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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 ¥200,000 40,000 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 ¥200,000 40,000 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 ¥100,000 40,000 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 ¥100,000 20,000 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 6,300 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 6,300 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 Contents1か月分
・FB広告（投稿を広告する）5万円分

②Special Contents セット 40,000imp 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

公開ページ※イメージ 管理画面

サイト内にホワイトペーパーを掲載し、ダウンロードユーザーのリード情報を取得できます。
単独メール等、誘導メニューと組み合わせてのご利用をおすすめしています。
※記事ページと同様の誘導枠（新着紹介、定期メールマガジン掲載など）はございません
※DL数は保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

価格（税抜）
1本目 ：¥80,000
2本目以降：¥50,000

掲載期間 1ヵ月

原稿規定
【タイトル】100文字以内
【本文】3,000～4,000文字程度
【掲載資料】PDF、pptx、zip形式、10MB以内

掲載可能な
資料本数

1ページにつき1本
（zip内への複数ファイル格納は可）

情報閲覧 管理画面より随時ダウンロード可能

掲載開始日 任意の営業日

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）

※取得情報は弊社会員サービス「SHOEISHA iD」の登録に準じます
……メールアドレス、氏名、会社名、部署、業種(選択式)、役職(選択式)、郵便番号、住所、電話番号、ダウンロード日時
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◆初回ご利用限定 特別広告メニュー①

タイアップ記事プラン

・EdTechZineタイアップ記事※×1本 (3,000字～4,000字程度)

→ご提案金額：30万円（税別、ネット）
※取材から掲載までは約1か月頂いております。

EdTechZineのタイアップ記事を初めてご利用の企業様のみ適用させて頂きます。

◎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】

記事ページ 例

※左記は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

タイアップ記事×1本
想定PV1,000～
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◆初回ご利用限定 特別広告メニュー②

事例作成プラン

・EdTechZineレクタングルバナー×1ヶ月（20,000imp）
・EdTechZine単独メール（6,３00通程度）×2本
・EdTechZine取材記事※2×1本 (3,000字～4,000字程度)
・取材記事二次使用料(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、ネット）

※1.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～

・EdTechZineメール：約6,３00通×２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

バナー使用例

貴社サイトや
キャンペーン誘
導などにご利
用頂けます。

ここ
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過去出稿実績一覧


