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20万人以上の会員数を抱える国内最大規模の
【専門領域特化型】エンタープライズ向け会員制Webメディア

サイト開設から15年目を迎え、会員数は20万人を突破。多くの読者、広告主様に支持される媒体とし
て大きく成長を遂げています。

EnterpriseZineのドメイン内では、
（1）データベース/データテクノロジー領域に特化した「DB Online」
（2）企業セキュリティ領域に特化した「Security Online」
2つの専門サイトを運営し、より高度な読者の課題解決をコンテンツ（Web、主催セミナー、書籍など）
を通じて支援しています。

PV数 UU数

EnterpriseZine
メルマガ会員数

約30万PV/月 約16万PV/月

約12.2万通

会員数

約25.5万

DB Online
メルマガ会員数

約6万通

Security Online
メルマガ会員数

約6.4万通

EnterpriseZineとは
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EnterpriseZineが提供するターゲティング専門メディア

会員数“国内No.1”のデータベース/データテクノロジー専門メディア

▼国内唯一のデータベース専門誌『DB Magazine』が読者母体

▼中心読者：データベース導入、構築、運用担当者、IT部門

会員数“国内最大級”の企業セキュリティ専門メディア

▼経営層、法務・経理・財務、IT部門、セキュリティ担当者向けの専門誌
『IT Compliance Review』『IT Initiative＋マネジメント』が読者母体

▼中心読者：ITおよびセキュリティ部門、 CISO、経営層、法務・経理・総務部門
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クラウド

ストレージ サーバー ネットワーク

ハイブリッドIT

データ・テクノロジー

GDPR/データ越境

個人情報保護

ビッグデータ

IoT

アナリティクス

BI/DWH

機械学習/AI

サイバーセキュリティ

エンドポイント

内部脅威/情報漏洩

データベース

プライバシー

システム基盤/運用

SOC/シーサート

バックアップ/データ保護
MDM

NoSQL/Hadoop

Web/アプリケーション

企業セキュリティ

DevOps/アジャイル

シャドーIT

法令/ガイドライン

RPA/デジタルレイバー

仮想化

特権ID

EnterpriseZineが扱う領域
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▲企業規模は、中堅・中小が6割、
大企業が4割

▲役職者層は、全体の5割

EnterpriseZineの読者属性
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広告メニュー① 純広告/バナー

②

①

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 ¥277,500 150,000 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 ¥322,500 150,000 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

PC スマホ

※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

②

①
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広告メニュー① 純広告/バナー

⑤

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 ¥530,000 80,000 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② メールマガジン

②

②

②

①

メニュー 価格（税抜） 配信数 配信日 文字数 掲載URL 入稿締切

①EnterpriseZine News 単独メール ¥700,000 122,000通 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

②EnterpriseZine News ヘッダ ¥150,000 122,000通 毎週火曜 全角37文字以内×5行 1点 3営業日前

③DB Online News 単独メール ¥400,000 60,000通 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

④DB Online News ヘッダ ¥100,000 60,000通 第2金曜 全角37文字以内×5行 1点 3営業日前

⑤Security Online News 単独メール ¥400,000 64,000通 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

⑥Security Online News ヘッダ ¥100,000 64,000通 第3金曜 全角37文字以内×5行 1点 3営業日前

※ ③、⑤の体裁は①と同一です
※ ④、⑥の体裁は②と同一です

【入稿先】翔泳社 広告課
ad_submit@shoeisha.co.jp
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イベント・セミナーの告知の際は、
原稿内に「お問い合わせ先」を記載いただけますと幸いです

例）お問い合わせ先：〇〇事務局 support-event@xxx.co.jp

mailto:support-event@xxx.co.jp


広告メニュー③ タイアップ記事

②

①

メニュー 価格（税抜） 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）

1,000
PV～

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 ¥250,000 200,000imp 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

※①イベント・セミナー取材によるタイアップ記事についてのお願い…原則取材から2ヵ月以内の公開を目安としております（情報の鮮度を維持するため）。
※①タイアップページ内の広告枠の制御は行いません（競合排除なし）。 10



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）

公開ページ ※イメージ

管理画面
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※DL数は保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※ホワイトペーパーは御支給ください。
※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）はございませんので、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願いしております。
※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

資料ダウンロード



特別メニュー： EnterpriseZine PRESS 電子版（ebook）

１．タイアップ記事（Web＆電子版 同時掲載）

特集テーマ/電子版（ebook）に関連のある製品・サービスを訴求いただけます。
また、Web特集に連動したタイアップ記事という構成のため、
より深く、確実にコアな読者層に訴求いただけます。
※タイアップ記事は「EnterpriseZine」の各媒体にも掲載いたします

２．巻頭記事特集＋貴社タイアップ記事

特集テーマに連動した編集記事＋タイアップ記事ため、より重要な
信頼性の高いサービス・製品であることを、しっかり訴求いただけます。

３．多数の良質リード獲得

出版社である翔泳社が責任をもって編集/制作した特集、総論・編集記事を含んだ
電子版（ebook）コンテンツをホワイトペーパーとして利用することで、良質なリードを獲得いただけます。
また、リード獲得用コンテンツの制作の手間を弊社にお任せいただけます。

メニュー 価格（税抜） 想定PV数 想定リード数 実施期間 メニュー内容 主な導線

Ebook特別プラン ¥2,000,000~
1,000

PV～
100件～

想定1～3ヵ月
※獲得リードは管理画面よりリア
ルタイムでDL可
※リード獲得終了後は通常のタイ
アップ記事として全文公開

巻頭編集記事 タイアップ記事
二次利用費 PDF化
リード獲得システム利用費
各単独メール（原稿作成込み）

・記事
編集部SNS（TwitterFacebook）
アリーナ

・ebook
各メールマガジン、記事
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◼ 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

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

広告掲載基準
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