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ＩＴｍｅｄｉａ Ｍｏｂｉｌｅ編集部が今年もワイヤレス業界注目のイベント「ワイヤレス
ジャパン2007」を取材しますが、それにあわせて、イベント開催前の6/18より、

キーマンインタビュー※１・セミナーレポートなど充実した内容のイベント特集ページ
を約６週間掲載いたします※２。 本企画はそちらのタイミングと連動させて、製品
/ソリューション紹介・事例紹介・開発者インタビュー等の御社タイアップ記事や

特設広告を掲載し、ブランド認知向上・販促活動支援をお手伝いするプランです。
また、シンプルな特集内コマ広告プランもご用意しております。

是非、ご検討のほど、何卒よろしくお願いいたします。

企画概要

※1 「2007特集」キーマンインタビュー予定数：10社（2006年8社実績）

※2 「2007特集」想定ＰＶ数：45万ＰＶ想定（2006年実績：約40万PV/実施期間）※特集TOP＋キーマンインタビュー実績数
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展開イメージ（プランＡ）

＋D Mobileチャンネルトップ、及び記事ページ

誘導

貴社 タイアップ記事ページ

貴社

タイアップページ

左右40×天地40のアイコン及び40文字テキスト文の誘導枠です。
上部と下部で最高10社枠 位置のローテーションをいたします。
アイコンITmediaにて製作（校正不可） 文言ITmedia製作（チェック可）
広くユーザーをタイアップ記事ページに誘導いたします。

ワイヤレスジャパン2007特集トップページ

［想定］ 約7,500,000imp/2週間 ［想定］ 約10,000～30,000imp/2週間

誘導枠

ワイヤレスジャパン2007特集トップページに設置した左右190×天地60の
ボタンの誘導枠です。ITmediaにて製作（校正不可）
効率的にユーザーをタイアップ記事ページに誘導いたします。

・御社関連製品ページへリンク →

・御社ホームページへリンク →

※イメージ図

※例

「特集と連動した訴求」と「製品/サービスに特化したタイアップ企画」

を同時に行うことができる２週間タイアッププランです。

・ワイヤレスジャパン2007特集トップページへリンク→特集内特設広告スペースＭｏｂｉｌｅチャンネルリンク
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展開イメージ（プランＢ）

誘導

ワイヤレスジャパン2007特集トップページ

［想定］ 約30,000～90,000imp/６週間 ［募集枠数］ １０社

ワイヤレスジャパン２００７特集トップページに設置した１2０×90のｇｉｆ画像とテキストのコマ広告です。
特集内コマ広告から貴社ホームページ（製品紹介ページ等）にリンクします。

※イメージ図

貴社 ホームページ

コマ広告スペースの
位置はローテーション

①社名

②タイトル：全角2０文字以内

③本文：全角１5０文字程度

④画像素材：ｇｉｆ/左右120×天地90ピクセル

■入稿素材

リーズナブルな料金で、関心の高い読者に対して
訴求を行うことができるシンプルなプランです。

特集内コマ広告スペース
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展開イメージ（プランＣ）

＋D Mobileチャンネル記事ページ

誘導

天地300×左右300の大型広告枠です。
40KB未満 ループ3回 ｇｉｆ/Flash形式
広くユーザーを貴社ページに誘導いたします。

ワイヤレスジャパン2007特集トップページ

［保証］ 約500,000imp
［期間］6/18～6/30

［想定］ 約10,000～30,000imp
［期間］ 6/18～6/30

ワイヤレスジャパン２００７特集トップページに設置した全角
28文字の期間限定特設テキスト広告です。最大5枠

※イメージ図

「ワイヤレスジャパン2007特集」の開始に合わせた
6月オープニングキャンペーンのパックプランです。

特集内特設テキスト広告スペース

Ｍｏｂｉｌｅ ローテーションレクタングル

貴社 ホームページ

===================================[P R]====================================
━▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼ ＩＴｍｅｄｉａ ＰＣＵＰｄａｔｅ 【直販ＰＣ】チャンネル
━▼━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼PC USERが斬る！直販PC市場に斬り込む日本HP ノートPC＆デスクトップPC
http://www.itmedia.co.jp/pcupdate/special/directpc/index.html

===================================[P R]====================================
■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
【シンガポールテレコム Connecting Asia & Beyond セミナー開催】＜3/9(水）＞
■■■■ アジアから世界へ、企業戦略を支える国際ＩＰ－ＶＰＮとは ■■■■
■■ 参加費無料！参加申込み受付中 3月9日(水）目黒雅叙園にて13：00開始 ■■
■━━━━ 参加お申し込みはこちら⇒ http://www.sbpnet.jp/singtel ━━━━■
===================================[P R]====================================

▼ＩＴｍｅｄｉａ 個人情報保護特集 ▼ ▼ ▼ ▼
┏━┓ http://www.itmedia.co.jp/news/privacy/
┗┳┛ ……個人情報保護法を読み解くキーポイント……

┣‥ ………企業が取るべき、個人情報保護対策…………
┣… …………対策に最適な制度を活用する…………………

===================================[P R]====================================

http://www.itmedia.co.jp/mailmag/  ━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・
>> ITmedia Headlines >>>>>  2005.02.25  Vol.2 No.036a  Morning Edition

・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Today's Contents

< NEWS BURSTS/JAPAN：01－03 >
●フジ、TOB期限を3月7日に延長
●2004年国内PC市場、個人は4年連続で縮小 ほか

< News：04－08 >
●「eBayが落札額を不当釣り上げ」とユーザーが提訴
●あらゆるおもちゃはハイテクに ほか

< Enterprise：09－13 >
●2004年サーバ市場、IBMが引き続きリード
●キヤノン、ガリバーらがOracle 10g R2でIT基盤を刷新 ほか

< BizMobile：14－17 >
●ボーダフォン、FeliCa携帯を2005年10月に発売
●ドコモ、N900iGで「国際イントラネット」構築実験 ほか

< Mobile：18－23 >
●CMOS搭載機としては、なかなかの画質～「F700i」
●ドコモ、SMSの送信回数を1日200回に制限 ほか

< Lifestyle：24－27 >
●ヤマハ、クラス超えた“装備”と“音”の普及型AVアンプ
●「ユーザーの要望にすべて応えた」松下が「DIGA」新製品5機種を発表 ほか

< PCUPdate：28－41 >
●プロマチックアイ、Let's noteシリーズ収納に特化したアタッシュケース
●AOpen、FSB533MHz Pentium M搭載可能なキューブ型ベアボーンキット ほか

< Games：42－50 >
●「GameX for Mac」に新たに6つのゲームが追加――Macintoshユーザーは必見だ
●「ゲットアンプド」3月のアップデート内容が判明 ほか

< Access Top 10 >
・2月23日（水曜日）のアクセストップ10（LifeStyle）

===================================[P R]====================================
【ＩＴｍｅｄｉａ Ｊｏｂｓ】

└────── 日本最大規模約７万件の転職データベースで求人検索
└───── 転職アドバイザーが紹介する「ここだけ」求人情報

└──── 転職ノウハウ、年収ランキングなどコラムも充実
└───────────── http://jobs.itmedia.co.jp/

===================================[P R]====================================

* < NEWS BURSTS/JAPAN > ====================================================
http://cgi1.itmedia.co.jp/g/02_1902050010_/news/bursts/

01：フジ、TOB期限を3月7日に延長
http://cgi1.itmedia.co.jp/g/02_1902050110_/news/articles/0502/24/news067.html

フジテレビジョンは2月24日、ニッポン放送株式の公開買い付け（TOB）期限を3月7日
に再延長すると発表した。ニッポン放送がフジを割当先とした新株予約権の発行を決
議したのを受けた。

----------------------------------------------------------------------------

＋ ＋

＋D Mobileチャンネル記事ページ

全角38文字×5行

＋Ｄ Ｍｏｂｉｌｅ Ｅｘｐｒｅｓｓ ヘッダ

［配信数］ 約34,000通
［期間］6/18～6/30で1本

■Coming soon！インタビュー記事

■新着インタビュー記事
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連動プロモーションご参画料金

※下記御見積料金はグロス金額です。
※下記御見積料金には消費税は含まれておりません。

プランＡ 【タイアップ企画パック Ｐｌａｎ】
・タイアップ実施期間：特集実施期間中の２週間（月～日） 募集枠数：各３枠/２週間 締切り日：各掲載開始の１ヶ月前まで
■誘導スペース料金

ワイヤレスジャパン２００７特集内特設広告スペース ¥ 300,000-／２週間
ＩＴｍｅｄｉａ（＋Ｄ）Ｍｏｂｉｌｅチャンネルリンク ¥ 500,000-／２週間

■タイアップコンテンツ制作料金
コンテンツ制作費 ¥ 600,000-
コンテンツ掲載費 ¥ 200,000-

※１記事あたりの文章量は、雑誌Ａ４判変形４Ｃ１Ｐ（約2,000文字）、図版１～２点程度を目安としています。

※記事企画コンテンツは取材なしで、素材、資料を頂き、弊社にて組みます。掲載前にご確認頂き、構成作業をお願いします。
※制作期間は資料・素材を頂いてから、掲載までおよそ3週間程度です。
※７/１６（月）は休日のため、７/１７（火）より２週間の掲載になります。

※誘導に使用するテキスト・バナーについても弊社にて制作いたします。
※制作したコンテンツは、お申し出のない限り、掲載期間終了後もバックナンバーとして掲載いたします。
※ワイヤレスジャパン２００７特集内特設広告スペースの掲載に関しては、お申し込み頂いた順に、左から順番に設定させて頂きます。

定価 ¥１,600,000- のところを

ご実施料金 ¥1,200,000-

プランＢ 【シンプル Ｐｌａｎ】
・掲載期間：６/１８～７/３１ 募集枠数：１０社 募集締め切り日：６/４
■告知スペース料金

特集内コマ広告スペース ¥ 500,000-
ご実施料金 ¥ ５00,000-

ワイヤレスジャパン２００７特集実施期間：２００７年６月１８日～７月３１日（予定）

プランＣ 【オープニングキャンペーン Ｐｌａｎ】
・掲載期間：６/１８～６/３０ 募集枠数：５社 募集締め切り日：６/８
■告知スペース料金

特集内特設テキスト広告スペース ¥ 200,000-
Ｍｏｂｉｌｅチャンネルローテーションレクタングル ４０万ｉｍｐ保証 ¥ 480,000-
Ｍｏｂｉｌｅ Ｅｘｐｒｅｓｓ（メールマガジン） ヘッダ広告 ¥ 50,000-

定価 ¥730,000- のところを

ご実施料金 ¥ 500,000-
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［お問合せ先］ アイティメディア株式会社
営業本部 メディア営業統括 ライフスタイル・メディア営業部
担当：小林 ゆたか
yutkobay@ml.itmedia.co.jp
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1明治生命館5F
Tel:03-5293-2616/Fax:03-5293-5656
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