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媒体概要
「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12月現在）
●会員数：約10,000名
●メルマガ配信数：約7,900名
●月間PV：約133,000
●月間UU：約76,000



注目コンテンツ①
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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②
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★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
第八回 スタディプラス株式会社 代表取締役廣瀬高志氏
第九回 atama plus株式会社代表取締役 CEO 稲田大輔氏
第十回 株式会社コードタクト 代表取締役/Conductor 後藤正樹氏

★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。



2019年注目のコンテンツ
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★2019年3月18日公開
『そもそも「ICT教育」とは何か？ 学校での必要性
に迫る！』

本連載では公立高校の教員である筆者が、非モ
デル校においてゼロからICTを活用した授業に取
り組んだ際の知見と事例を紹介。本記事では、
「どんな授業を実施すればICT教育となり、具体
的なメリットは何か」といった、根本的な疑問につ
いて解説しています。

本記事のPVは、20,000を超え、「ICT教育/教育
ICT」というキーワードで検索上位にランキングし
ております。
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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 ¥150,000 7,900 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 7,900 毎週金曜日 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

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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過去出稿実績一覧


