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EdTechZineに関して

EdTechZineのユーザー属性

広告メニュー
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■コンセプト

新しい学びの針を進める、教育ICTのWebマガジン

「EdTechZine（エドテックジン）」は、テクノロジーを活用して「教育」や「学習」をアップデートし
たいと考える皆さまに最新情報をお届けする、教育ICT（EdTech）のオンラインメディアです。

これからの時代を生きるために、従来型の基礎力に加え、「自ら課題を見つけ出し、解決する力」や
「ともに学び、ともに作り上げていく力」などが求められつつあります。それらを身に付けるには、テ
クノロジーを活用した学びが有効とされており、実際に教育現場も変わりつつあります。

EdTechZineでは、そのような新しい学びのサポートや実践を行っている先生や企業、関係者の方々の知
見を共有することで、現場で活用できるヒントをお届けします。
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■媒体情報

・月間PV 約40万

・月間UU 約25万

・会員登録数 約1万8,400名

・メルマガ配信数 約1万3,500名

国内の教育関係者とオンライン/オフラインを通じて繋がっています。



■対象領域 ※一部抜粋
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最新ニュース、ノウハウ、インタビュー、イベントレポート……

さまざまなコンテンツで教育に携わる方を支援します

GIGAスクール構想 オンライン授業/遠隔教育 STEAM教育

情報リテラシー教育プログラミング教育 ICT教育

アクティブラーニング デジタル教材 教職員の働き方改革



注目コンテンツ
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EdTechビジョナリーインタビュー

イベントレポート
ゼロから始めてここまでできる！

公立高校でのICT教育実践

教育現場でのICT活用事例紹介

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

教育現場でのICT活用事例や
ノウハウなど実務に活かす事例紹介

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

教育に関連するイベントをレポート化！
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■ユーザー属性（教育関係者のみ） ※読者アンケートより

教員：高等学校/高等専門学校 26%
会社員・会社役員・団体職員（教育分野） 20%
教員：小学校 13%
教育委員会・自治体 11%
教員：大学 8%
塾・予備校講師 7%
学校職員 7%
教員：中学校 6%
教員：専門学校・各種教育機関 2%

製品・サービス導入の提案、推薦権がある 38%
関与していない 27%
製品・サービス導入の選定権がある 27%
製品・サービス導入の決裁権がある 7%

職種 導入権限

0 50 100 150

その他

eスポーツ

学校・塾の経営・運営

電子黒板・プロジェクター等

業務・校務支援システム

学校等のネットワーク環境

端末・デバイス

PBL・課題解決型学習

学習・授業支援システム

情報リテラシー教育

ICT教材・ドリル等

遠隔教育・オンライン授業

STEAM教育

プログラミング教育

関心テーマ

導入に携わる方 70％以上教員以外もバランスよく存在
プログラミング教育、STEAM教育の関心が高く、
昨今の影響で遠隔教育・オンライン授業の関心も高い



広告メニュー

広告掲載基準
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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 ¥250,000 50,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 728*90 100KB以下
GIF、jpg、png
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スーパーバナー ¥400,000 100,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 728*90 100KB以下
GIF、jpg、png
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 ¥250,000 50,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 300*300 100KB以下
GIF、jpg、png
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 ¥400,000 100,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 300*300 100KB以下
GIF、jpg、png
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、png
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

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

②



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 ¥450,000 30,000 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
(除・タイアップ

PCのみ)

640*480
100KB
以下

GIF、jpg、png
第三者配信

-
2回全3種、
営業日のみ

5営業日前

※1 配信ペースには偏りが生じる場合がございます
※2 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
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広告メニュー① 純広告/バナー・テキスト

⑤
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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 ¥200,000 約13,500 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 約13,500 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）
・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 ¥100,000 50,000imp 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いただきます
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特別メニュー ウェビナー集客プラン

集客プラン

【50名～規模向け】
・EdTechZine News 単独メール配信 ￥200,000×3本
・バナー掲載（5万imp/月） ￥250,000/月
合計：￥850,000 →特別価格：￥720,000（税別/グロス）

・EdTechZine News 単独メール配信 ￥200,000×3本
合計：￥600,000 → 特別価格：￥540,000（税別/グロス）

【～50名規模向け】
・EdTechZine News 単独メール配信 ￥200,000×1本
・EdTechZine News ヘッダメール配信 ￥50,000×2本
合計：￥300,000 → 特別価格：￥200,000（税別/グロス）

施策プラン

・EdTechZine News 単独メール配信 ￥200,000×2本
・セミナーレポート作成 ￥700,000×1本
合計￥1,100,000 → 特別価格：￥880,000（税別/グロス）

※プラン内容の変更・キャンペーンの実施は予告なく終了する場合があります
※セミナーレポート制作は、ウェビナー開催の事前事後に資料などの共有を依頼する場合があります。撮影は支給を想定しております。
※在庫の確認は都度担当営業にお問合せください



～3社相乗り型
掲載の順番はお申し込み順となります。

・各章1ページのみWEB公開
→続きを読む場合はダウンロード（リード取得）

・約2か月後（リード獲得終了後）→全文公開

・記事掲載期間は無期限です。
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◆巻頭記事
EdTechZine編集部作成
テーマに合う注目記事

◆タイアップ記事 1社目

※リードは2～3社での共有になります。
※リードは名刺情報です。

特別メニュー ebook企画 記事＆リード50件以上！

P
R

P
R

◆タイアップ記事 2社目

テーマ案：誘導導線

オンライン教育
遠隔授業

デジタル教材 電子黒板
プロジェクター

学習・授業支援
システム

業務・校務シス
テム

学校内のネット
ワーク環境

その他

※上記以外で、ご希望のテーマ案などございましたら担当営業へお問い合わせ下さい

表紙サンプル



③EBOOK広告：誘導導線
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1ページ目以降、「続きを読む」読む場合はダウンロード

→リード50件保証 目標80件

誘導イメージ

注目記事

（アリーナ枠）
記事アップ時掲載

トップページのみ露出
編集部作成

・EdTechZine単独メール（約13,500通）

TOPページ誘導

メール誘導



メニュー

メニュー 備考

価格 ¥700,000（税別）/社

最大枠数 3

タイアップ記事 ○

・各記事1ページのみWeb公開
→続きを読む場合はダウンロード（リード獲得）
・リード獲得終了後 全文公開（2ヶ月後想定）
・記事掲載期間は無制限となります。

2次利用 オプション+5万円

自社記事部分をPDFで納品させて頂きます。

ご活用例
・自社サイトへの転載
・冊子化、展示会配布（自社記事のみ）
Facebook広告などでの追加リード獲得など

リード獲得
50件保証、目標80件

※リードは協賛企業様で共有となります
※リードは名刺情報となります

リスト提供会社はDLユーザーに明示いたします。
※約1ヵ月間取得したリストは
管理画面からDLいただけます。
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■広告掲載基準

以下に該当すると判断される原稿および誘導先につきましては掲載できかねます

・ 法律、条令、条約に違反する、もしくはそのおそれのあるもの

・ 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害のおそれのあるもの

・ 宗教・信仰による勢力拡大、布教活動を目的としたもの

・ 医療、医薬品、化粧品において効能、効果等が厚生労働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

・ ギャンブル運営、もしくはそれを助長するもの、および投機・射幸心を著しく煽るもの

・ 公序良俗に反する、もしくはそのおそれのあるもの
（アダルト・風俗関連および著しく猥褻性の高いものを含む）

・ 責任の所在が不明確なもの

・ その他、翔泳社が不適切と判断したもの


