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メニュー名 実施料金（税別） 保証リード数 ご提供いただくもの 掲載内容の二次使用 
（自社HPへの掲載など） 備考 

日経BizTarget（製造）×日経 xTECH 
ホワイトペーパー/動画掲載 

契約リード獲得数×1万円 
（ミニマムチャージ：50万

円） 
契約リード獲得数 

掲載するホワイトペーパー（5MB以内、PDF形
式） 
または、動画（50MB以内、WMV、MOV、
MP4、FLV、F4Vなど主要な形式に対応） 

- テーマ特集が別途ございます。詳しくはお
問い合わせください。 

PDF資料制作、テレマーケティング 
パッケージ 

※日経BizTarget（製造）×日経 xTECH 
ホワイトペーパー掲載 

100万円 
※45万円の実費含む 

70件 
※70件以上も承ります。 

ご相談ください。 

※ヒアリングをさせていただき、A4サイズ2ページの
読み物資料（各社共通テンプレート）を制作し
ます。写真や図版はご支給ください。 

◎ テレマーケティングはお打ち合わせの上、ス
クリプトを決定します。 

新規クライアント限定 
PDF資料制作パッケージ 

※日経BizTarget（製造）×日経 xTECH 
ホワイトペーパー掲載 

65万円 
※20万円の実費含む 60件 

※ヒアリングをさせていただき、A4サイズ2ページの
読み物資料（各社共通テンプレート）を制作し
ます。写真や図版はご支給ください。 

◎ 
初めて日経 xTECH（日経BizTarget
（製造））をご利用くださるお客様限り
の特別パッケージ 

日経BizTarget（製造）×日経 xTECH 
リサーチスペシャル 

契約リード獲得数×1.8万
円 

（ミニマムチャージ：90万
円） 

契約リード獲得数 希望のアンケート設問（内容、10問以内） 
※頂戴した内容を元に調整させていただきます。 - 

回答者インセンティブは、Amazonギフト
券5,000円×10名。金額の変更やその
他の物品を提供される場合は別途実費
がかかります。 

日経 xTECH 
コンテンツスポンサー 

※2018年5月以降リリース予定 
100万円 

150件 
※150件以上も承ります。 

ご相談ください。 

日経エレクトロニクス、日経ものづくり、日経
Automotiveの特集記事の中から希望するコン
テンツをご指定ください。 

-   

日経 xTECH Special 製造パッケージ 
ページ遷移型リード獲得 210万円 期間保証 ※取材の上、コンテンツ（A4で1P相当のWebタ

イアップ）を制作します。 追加10万円 掲載期間：4週間。2ページ目を読む際
にリード取得のための認証がかかります。 

【オプション】  

ホワイトペーパー作成サービス 20万円~ 
※実費 - 

ヒアリングをさせていただき、A4サイズ2ページの
読み物資料（各社共通テンプレート）を制作
します。写真や図版はご支給ください。 

◎   

テレマーケティング 25万円~ 
※100件のコール~、実費 - - - お打ち合わせの上、スクリプトを決定します。 

独自アンケート設定 20万円 
※実費 - 希望のアンケート設問（内容、5問以内） 

※頂戴した内容を元に調整させていただきます。 - 6問以上はご相談ください。 

※指定の属性のみリスト納品するセグメントプランもございます（実施料金、リード獲得単価がかわります）。案件により獲得可能な件数には上限がございます。 

リードジェネレーション メニュー一覧 
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日経 xTECH×日経BizTarget（製造） 
ホワイトペーパー掲載（製造分野） 
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■日経BizTarget（製造） 
 ホワイトペーパー掲載（製造分野） 

貴社のコンテンツ（ホワイトペーパー/PDF資料）を紹介文とともに日経BizTarget（製造）に掲載し、ダウンロー
ドした方のリストをご提供します。見込み顧客の獲得にご利用ください。 

貴社ホワイトペーパー 
（PDF資料）紹介ページ 

 
PDFのダウンロードの際に 
個人情報の入力を求めます 

日経 xTECH 
各種メールマガジン 

リード単価:  10,000円(税別) 
実施料金：リード単価×契約リード獲得数 
ミニマムチャージ:  500,000円(税別) 

・ホワイトペーパーを活用したリード獲得件数保証メニュー 
・ホワイトペーパーの紹介文とそのPDF1点(5MB以内）を 
 掲載し、リードが契約件数に到達するまで掲載 

※リードのセグメント（属性の絞り込み）に関しては 
 お問い合わせください。 
※リード獲得保証数は案件により事前にご相談させて 
 いただく場合がございます。 
※誘導枠は弊社にお任せいただきます。 
※申込、入稿締切は、掲載開始の10営業日前（原稿確認な
し、要原稿確認の場合は15営業日前）です。 

日経 xTECH 
（製造系カテゴリー） 



日経 xTECH  
（製造系カテゴリー） 

日経BizTarget（製造） ×日経 xTECH  動画掲載 
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■日経BizTarget（製造） 
 動画掲載（製造分野） 

1ページ目に 
動画の紹介文を掲載 

2ページで読者は 
動画の閲覧が可能に 

2ページ目に遷移 
する際リードを獲得 

日経 xTECH（製造系） 
各種メールマガジン 

・動画の紹介文と動画1点（50MBまで）を掲載し、 
 リードが  獲得保証件数に到達するまで掲載 
・動画はWMV、MOV、MP4、FLV、F4Vなど 
 主要な動画形式に対応 

リード単価:  10,000円(税別) 
実施料金：リード単価×契約リード獲得数 
ミニマムチャージ:  500,000円(税別) 
※リードのセグメント（属性の絞り込み）に 
 関してはお問い合わせください。 
※リード獲得保証数は案件により事前にご相談 
 させていただく場合がございます。 
※誘導枠は弊社にお任せいただきます。 
※申込、入稿締切は、掲載開始の10営業日前 
（原稿確認なし、要原稿確認の場合は15営業 
 日前）です。 

貴社の動画を紹介文とともに日経BizTarget（製造）に掲載します。動画閲覧の際にリードを取得し、そのリスト
をご提供します。見込み顧客の獲得にご利用ください。 

※掲載開始は水曜日となります。お申し込みの際は以下の申込方法  
（リード/見込み顧客獲得）に記載のフォームをご利用ください。
http://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/nxt_bt_flow.pdf 



ホワイトペーパー/動画掲載 セグメントプラン 
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ご指定された属性をセグメントした条件でリードを獲得 
■プラン内容 リード単価:  セグメントに応じて設定 

※ミニマムチャージ:  500,000円（税別） 

【注意事項】 
• 抽出条件や掲載内容によっては件数保証プランをお受けできない場合もございます。 

 媒体にて可否判断させて頂きますので事前にご相談ください 
• 条件によりご提供可能なリード数の上限を設けさせていただく場合があります 
• 目標件数に向けて最適な告知を行います。誘導枠や現行の事前確認、レポートはございません 
• 期間は目安であり、保証するものではございません。期間中に到達しない場合は期間延長、もしくは別案件への振り替えをご提案させて頂きます 
• 競合ドメイン排除は、10件まで無料です。入稿時に確定した企業ドメインを提供いただきます。掲載後の追加・変更はできかねます。 

役職 リード単価 

役職あり @16,000円 

業種 リード単価 

製造業 @16,000円 

従業員数 リード単価 

1000人以上 @20,000円 

上記以外のセグメントの設定も可能です。詳しくはお問い合わせください。 

リード単価（よくあるセグメント） 

実施料金：リード単価×契約リード獲得数 



  セグメント（セグメントできる条件例） 

職種 

経営者・役員 
経営企画 
総務・人事 
財務・経理 
一般事務 
情報処理・情報システム 
広報・宣伝 
企画・調査・マーケティング 
営業・販売 
生産・製造 
資材・購買 
配送物流 
技術・設計 
研究・開発 
編集・編成・制作 
専門職（建築・土木関連） 
専門職（医療関連） 
専門職（会計関連） 
専門職（法律関連） 
専門職（教育関連） 
その他 

役職 

部長クラス以上 

課長クラス以上 

役職あり 

従業員数 

1～99人 

100～299人 

300～499人 

500～999人 

1,000人以上 業種 

通信サービス 
情報処理、SI、ソフトウェア 
農林水産・鉱業 
建設 
自動車、輸送機器 
電気・電子機器 
機械、重電 
素材 
食品、医療、化粧品 
その他製造 
エネルギー 
卸売・小売業・商業(商社含む) 
金融・証券・保険 
不動産 
運輸 
コンサル・会計・法律関連 
放送・広告・出版・マスコミ 
公務員 
教育・教育学習支援関係 
医療 
介護・福祉 
飲食店・宿泊 
人材サービス 
旅行 
その他 

※ 2016 年 3 月現在。含有率は変動するため、単価が変わる場合か ゙ あります。事前にご確認ください。  

※会員は登録・更新時に、下記の属性項目を選択しています。セグメントプランでは、希望いただいた条件と属性項目が合致したリードをご提供します。 

ホワイトペーパー/動画掲載 セグメントプラン 
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日経 xTECH×日経BizTarget（製造） 
テーマ特集 
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各社のホワイトペーパー/動画掲載（製造分野）を日経BizTarget（製造）の特集にあわせて掲載していただくことが可能
です。日経BizTarget（製造）の特集内での掲載に加えて、日経 xTECH（製造系カテゴリー）からの誘導がリード（見込
み顧客）獲得を強力に支援します。詳しいスケジュールはお問い合わせください。 

① 紹介記事付（日経BP社制作）で貴社PDF資料の掲載 
② PDFダウンロードによるダウンロード者のリスト取得機能 
③ 日経 xTECH（製造系カテゴリー）のインフィードから 
日経BizTarget（製造）へ誘導（誘導機能） 

インフィード 

日経BizTarget（製造）への誘導を
インフィードで表示 

日経BizTarget（製造） 
貴社PDF紹介ページ 

各社掲載PDF紹介 
一覧 

（サマリ） 
貴社PDF紹介 

日経 xTECH通信各種メールマガジン 

日経BizTarget（製造）特集ページ 
・各社のPDF紹介を掲載 
・注目度の高いテーマ特集がリード獲得を促進 

各社一括PDF 
ダウンロード 

PDF 
ダウンロード 

リード提供 

インフィード インフィード 

リード取得期間：最大8週間 掲載料金：85万円（税別）/PDF1点（5MBまで） 
想定リード：100件        ※掲載開始から8週間、またはリードが120件を超えた時点でリード提供は終了します。 

専門媒体から
強力な誘導
で読者を 
誘引 

インフィード 

日経 xTECH（製造系カテゴリー） 



日経 xTECH 

日経 xTECH×日経BizTarget（製造）  
リサーチスペシャル（製造分野） 
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■日経BizTarget（製造） 
 リサーチスペシャル 
・メール広告でダイレクトにアプローチ、質の高い
リードを件数保証で提供します。  

日経 xTECH（製造系カテゴリー）の読者を中心とするユーザーに日経BizTarget（製造）を利用してアンケート
を実施。リード情報とアンケート回答の結果を納品します。 

3Dデータ活用実態に関するアンケート 
電子計測の利用実態に関する調査 
など 

日経 xTECH各種メールマガジン 

リード単価:  18,000円(税別) 
実施料金：リード単価×契約リード獲得数 
ミニマムチャージ:  900,000円(税別) 
※リードのセグメント（属性の絞り込み）に 
 関してはお問い合わせください。 
※リード獲得保証数は案件により事前にご相談 
 させていただく場合がございます。 
※誘導枠は弊社にお任せいただきます。 
※アンケート項目は属性項目を除き10問以内です。 
※メールの配信先は弊社にお任せいただきます。 
※回答者インセンティブはAmazonギフト券 

5,000円×10名です。金額の変更やその他の物
品を提供される場合は別途実費を頂戴します。 

 

取得できる情報 

 E-mailアドレス 

 氏名/フリガナ 

 自宅住所/勤務先住所 

 勤務先名/部署名 

 TEL 

 業種/職種/所属部門 

 従業員数 

 役職 

 アンケート回答 



日経 xTECH コンテンツスポンサー ※2018年5月以降リリース予定 
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■コンテンツスポンサー（製造分野） 
1,000,000円/回（税別） 
※リード150件獲得保証（リードが保証件数に達した時点でリード提供は終了します。） 

• 通常は有料会員向けの編集コンテンツをスポンサード、その記事の閲覧者のリードを協賛企業に提供します。 
• 150件以上のリード獲得も承ります。 
• 使用可能なコンテンツはお問い合わせください。 

豊富なコンテンツを持つ日経BPだからできる短期間で大量のリード獲得が見込める商品。 
150件100万円〜。 

※通常は有料の記事をスポンサードしていただき、期間限定で無料公開します。 

  ２ページ目以降閲覧 コンテンツ１ページ目 

認証 
スポンサー名表示 

日経 xTECH（製造系カテゴリー） 日経 xTECH（製造系カテゴリー） 

通常は日経 xTECHの有料コンテンツ（雑誌記事）を 
期間限定で無料公開 

2ページ目閲覧時にリード取得 
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日経 xTECH Special 製造パッケージ 
ページ遷移型リード獲得 

日経 xTECHのタイアップは、見込み顧客リストの獲得にご利用いただけます。日経 xTECH（製造系カテゴリー）の中で情報
を訴求し、貴社製品・サービスの認知から見込み顧客獲得までを支援するメニューをご用意しています。 

※記事体広告のボリュームはA4 2P程度。遠方取材の場合は別途出張費がかかります。 

日経 xTECH Special 日経 xTECH Special 

■ページ遷移型リード獲得 
2,100,000円/回（税別） 
※期間保証4週間 
日経BP社がコンテンツ制作する記事体広告。2ページ目に読み進んだ際にリードを獲得します。 インタビューや
製品・サービス解説、事例紹介など様々な形式が可能。 製品の認知・理解を促進しながら興味を持った読者の
リードを獲得できます。 

1P 2P 

2P目閲覧 → ユーザー認証→ 見込み顧客リスト獲得 



全メニュー対象（オプション） 

独自アンケート設定 
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標準のアンケートを、自社オリジナルのアンケートに変更することが可能です。 
※テーマ特集を除くホワイトペーパー掲載が対象 

標準アンケート カスタマイズ版アンケート 

アンケートで設定可能な内容について 
 使用可能な設問形態： 

• ラジオボタン （ひとつだけ選択） 
• チェックボックス （いくつでも選択） 
• 自由記入欄 

 選択肢の数の制限： 
• １つの設問に盛り込める選択肢の数についての制限はありませんが、  
読者が回答し易いよう節度ある選択肢数を心掛けください。 

 自由記入欄： 
• 選択肢の「その他」欄の自由記入用としての設定 
• 独立した設問としての「自由記入欄」としての設定が 
可能です 

※読者が自由記入欄に記入できる文字数は、ともに100文 
字までが制限となります。 

 その他の制限 
• 設問の文字数は、できるだけ簡潔に、最大でも100文字 
以内にてお願いします。 

• このほか、選択肢についても長すぎる文章はお受けでき 
ない場合もあります。 

• 独自アンケートについては、内容についての事前の審査があります。 

内容によっては一部修正、保証件数の変更をお願いすることがあります事を、 

予めご了承ください。 

設問数 価格（税別） 
※実費となります。 

5設問以内 200,000円 

※6設問以上もご相談承ります 

 
アンケート回答 

PDFダウンロード 



ホワイトペーパー作成サービス 
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・テンプレートデザインを使用し、 
 A4サイズ 4色2ページの読み物資料を作成します。 
 ※写真や図版は支給いただきます。 
 
・料金には規定ページ数（2P)の2次使用料も含みます。 

事前のヒアリングシートご記入と、お打ち合わせ（1回）を行い規定デザインテンプ
レートに 
原稿や図版をレイアウトしたPDFデータを納品します。 
 
●有料オプションサービス 
 ・写真撮影 
 ・提供いただいた図版の新規制作、および支給画像の修正 
 ・テンプレートデザインからオリジナルデザインへ変更 
 ・ページ数の追加 

価格（税別） 
※実費となります。 

200,000円〜 

想定内容 
• 製品サービスを活用した課題解決作の提示 
• ユーザー事例   
• 調査資料の解説 
• 製品やテクノロジーの解説 など 

※制作は弊社指定の制作会社に委託します 

貴社が訴求したい内容を元に、ダウンロード用PDF資料を新規に制作します。 
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リードジェネレーション商品を利用して、見込み顧客の情報を取得した後の工程までサポートします。 
 
テレマーケティングを実施し、獲得できたリストに対してアポ取りや、継続案内の可否の確認などを行い、担当者情報を更
新してフィードバックします。 

テレマーケティング（オプション） 

リード獲得 
（別料金） 

専属テレマーケティング 
部隊がお電話で 
ヒアリング・アポ獲得 

100件のコール 250,000円 

コール数追加 1,000円/件 

項目名 価格（税別） 
※実費となります。 

※例:150件に対してコールする場合 250,000+（50件×1,000円）=300,000円 
※コール件数を保証します。アポイント獲得などは成果は保証はいたしません。 

発注 お打ち 
合わせ 

スクリプト 
作成・確認 

コール 
開始 日次報告 

実施期間 約1週間 準備期間 約2週間 

【注意事項】 
 ・トークスクリプトは弊社が貴社と打ち合わせた上で作成いたします。 
 ・コールが開始された後、実施途中でのトークスクリプト変更はお受け出来かねます。 
 ・1つのリストに対しては不在の場合を含め、3回までコールいたします。 
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獲得したリード（見込み顧客）の情報はリード・サポートセンター経由で入手可能です。リアルタイムで状況が把握でき
るほか、過去の案件もまとめて管理できます。 

獲得したリードの属性をグラフ化 
データをダウンロードしてさらに分析 

インターネット経由で申し込み 
過去の案件も一覧で管理 

複数案件の表服リードの排除 
リアルタイムでリード獲得状況を把握 
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日経BP社 広告局 
〒105-8308 
東京都港区虎ノ門4丁目3番12号 
TEL：03-6811-8021 
FAX：050-3153-7276 
E-mail:nxt-ad@nikkeibp.co.jp 
 

【お申し込み】 
お申し込み方法は以下をご参照ください。 
http://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/nxt_bt_flow.pdf 
※ホワイトペーパー掲載、動画掲載、テーマ特集以外のお申し込みについてはお問い合わせください。 
 
【スケジュール】 
スケジュールは以下をご参照ください。 
http://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/BT_sch2018.pdf 
※ホワイトペーパー掲載、動画掲載のスケジュールについてはお問い合わせください。 
 
【お問い合わせ】 
 

http://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/nxt_bt_flow.pdf
http://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/BT_sch2018.pdf
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