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01 ProductZineについて



・主な読者は、プロダクトマネージャー（PM）、
およびプロダクトチームのメンバー

・プロダクトマネジメントに関する
最新動向、事例、インタビューなどを発信

・ウェビナーを中心に企業やプロダクトを
越えた交流・情報交換の機会を提供

・プロダクトマネージャーの育成・採用の支援

ProductZineのコンセプト

より多くのプロダクトづくりを
成功に導くオンラインメディア
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ProductZineの背景
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近年、プロダクトづくりのエキスパートとしての

プロダクトマネージャー（PM）が脚光を浴びつつあります。

PMには、大きく

「ビジネス」「テクノロジー」「クリエイティブ」

といった専門性が必要とされており

いずれかのバックグラウンドをもつ専門家が転向することが多いです。

ITエンジニア向けのCodeZine/マーケター向けのMarkeZine、

クリエイター向けのCreatorZineなど、既存の翔泳社媒体とのシナジーが考えられます。

ProductZineでは、各分野をカバーしたプロダクトマネジメントの知識を

活かしながら、個々やチームの力を引き出し

プロダクトづくりの成功を支援する事例や知見を発信していきます。



数字とキーワードでみるProductZine

メール配信数UU数PV数

オープン 対象読者 取り扱い領域

2万通3万PV～ 2万UU

2020年6月～

プロダクトマネジメントに関わる方々と
オンライン/オフラインを通じて繋がっています

/月間

プロダクトマネージャー、
プロダクトを磨き上げたい
エンジニア・マーケター

デザイナー
新規事業担当者

/月間

プロダクト開発
仮説検証

チームづくり
新規事業立案

など
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メディアと関連するサービス

Webメディア

ウェビナー書籍

サイト以外にも書籍やウェビナーなど、読者と多方面で接点を持つ

編集部が
プロダクトマネジメントに
関わる企業や人物をお招きして
月1回のウェビナーを実施

プロダクトマネジメントに関する
最新情報や実践的なノウハウなど
をお届けするメディア。

初めて日本語で記された
プロダクトマネジメントに関する
体系だった著書を出版
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ProductZineで取り扱うキーワード

アジャイル開発
開発組織

企画
マーケティング

カスタマーサクセス

プロダクトマネジメントに関わるすべての領域をカバー、発信していきます

プロダクトデザイン
UI/UX
リサーチ
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読者の属性02



読者のプロフィール➀

職業（役職）

プロダクトマネージャー：32％
開発者（マネージャー）：20％
開発者：22％
事業責任者：6％
マーケター：5％
デザイナー：2％
その他：13％

プロダクトマネジメント
に関わる読者が

80％

年齢

54％
30～49歳の読者が

20～29歳：11％
30～39歳：24％
40～49歳：30％
50～59歳：24％
その他：11％
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21年4月読者アンケートより



製品の購買裁量権

決裁権がある：9％
選定権がある：48％
関与していない：43％

購買に関わる読者が

57％

決定権がある：9％
選定権がある：29％
関与していない：62％

人事における裁量権

人事に関わる読者が

38％

読者のプロフィール②
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21年4月読者アンケートより



広告メニュー03



純広告メニュー：メール

メニュー 価格（税抜） 配信数 配信日 文字数 掲載URL 入稿締切

①ProductZine News 単独メール ¥300,000 20,000 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

②ProductZine News ヘッダ ¥100,000 20,000
第2・第4

月曜
全角37文字以内×5行 1点 3営業日前

単独メール配信

・イベント/セミナー集客
・ホワイトペーパーでのDL施策

ヘッダ枠

・イベント/セミナー集客
・キャンペーン告知

単独メール
ヘッダ ご利用用途単独メール
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メニュー 価格(税抜)
PV/imp/

配信数
掲載期間 文字数 掲載開始目安 原稿制作 備考

タイアップ記事 ¥700,000 1,000～3,000PV 無期限 3,000～4,000文字 取材から1ヵ月 編集部
編集部SNS

アリーナ
定期メルマガ

タイアップ記事

◎掲載までの流れ(例)

【お申し込み】
↓ ……日程調整
【取材】
↓ ……中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
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タイアップ記事+関連媒体転載プラン
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■タイアップ記事（70万円）+CreatorZine/CodeZine（それぞれ20万円）
→合計90万円（税別）のところ

76万円（税別）でご案内します

「クリエイターとしての専門色の強い関係者に訴求したい」
「エンジニアとしての専門色の強い関係者に訴求したい」
というお客さまにオススメです



リード獲得メニュー

掲載ページ

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

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）

オプション

管理画面

ホワイトペーパーを活用したリード獲得が実施できます。

※単独メール等の、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。

※編集部がコンテンツを作成することも可能です
タイアップ記事をPDF化してお渡しします
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今後追加予定の純広告メニュー：バナー広告

単独メール配信

・50名以上～イベント/セミナー集客
・ホワイトペーパーでのDL施策

ヘッダ/フッタ枠

・小規模のイベント/セミナー集客
・小規模なキャンペーン告知

SP閲覧PC閲覧

メニュー 掲載期間 サイズ 容量 ファイル形式 入稿期限

①スーパーバナー 1ヶ月 728*90 100KB以下
GIF、jpg、png

第三者配信
5営業日前

②レクタングル 1ヶ月 300*300 100KB以下
GIF、jpg、png

第三者配信
5営業日前

③ウェルカムバナー 1ヶ月 640*480 100KB以下
GIF、jpg、png

第三者配信
5営業日前

①

②

①

②

③

PC

※価格やimp数は検討中です
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ウェビナー開催支援

配信画面

現在、編集部主催でウェビナーを開催しております

同様の形式で、スポンサーさま向けにメニューをご提供することも可能です

ご要望やお悩みなどございましたら担当営業までお問い合わせください

■配信方法：Zoom

■集客：弊社メールマガジンなどで行います
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リニューアルオープン記念プラン①

タイアップ記事
（70万円）

記事コンテンツの
二次利用料
（20万円）

コンテンツの
二次利用費

合わせて90万円のところ

60万円（税別）でご案内します

8月末までのお申込みで
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リニューアルオープン記念プラン②

コンテンツの
二次利用費
（20万円）

単独メール
（30万円）

外部広告配信
Facebook、Twitter

（10万円）
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タイアップ記事
（70万円）

二次利用料
誘導メニュー
（60万円）

8月末までのお申込みで

合わせて130万円のところ

100万円（税別）でご案内します
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広告掲載基準
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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


