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リードジェネレーション

＜見込み顧客獲得型広告メニュー＞
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日本を代表する大企業のエグゼクティブをはじめ、さまざまな産業のリーディングカンパニーのビジネスパーソンに
支持される「日経ビジネス電子版」の登録会員IDを基盤としたリードジェネレーションサービスです。
経営者層、経営企画部門、管理部門・事業部門のビジネスリーダー層、イノベーター、次世代リーダーなど、アプ
ローチしたいターゲットへ確実にリーチし、リードをご提供します。

登録会員 約２５６万人
2019年10月時点 登録会員2,562,529人。
ビジネス誌系ウェブメディアとしては最大規模の会員数を誇る
日経ビジネス電子版が、
広告主様のLOB（Line Of Business）リード獲得活動を支えます。

日経ビジネス リードジェネレーション とは
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日経ビジネス電子版 ユーザープロフィール

さまざまな産業、それぞれの企業で大きな影響力をもつキーパーソンである日経ビジネス電子版会員。
彼らが本メニューでのリード獲得プロモーションの対象となります。
製品・サービス導入の決定プロセスに大きな影響力を持つディシジョンメイカーが多く含まれる、BtoBリードジェネ
レーションにとって高い価値のあるユーザー層です。
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メニュー名 タイプ 料金 ご提供いただくもの リード件数 備考/特徴など

ホワイトペーパー or 動画掲載
【ベーシック】

件数保証
100万円～

1件/@10,000円

PDF（５MB以内）
もしくは

動画データ
（50MB以内）
ファイル形式：

WMV/AVI/MPG/MOV/
M4V/3GP/3G2/FLV/

MP4

契約件数を保証
・保証件数に達し次第、誘導広告を終了し
ます。(想定期間：12週間以内）

ホワイトペーパー or 動画掲載
【セグメント】

件数保証
100万円～

単価はセグメントによる
契約件数を保証

・保証件数に達し次第、誘導広告を終了
します。(想定期間：12週間以内）
・セグメントはP8を参照

リサーチSpecial（調査） 件数保証 200万円
・アンケート調査用
の設問票

（10問まで）
150件保証

・定型アンケートフォーマット
・一般のタイアップ広告ではありません
・リード獲得だけではなく、アンケート調査も行
えます。
・保証件数に達し次第、誘導広告を終了します

Special (タイアップ） 件数保証 250万円
打合せ、取材のうえで、
タイアップコンテンツを
作成・掲載します。

200件保証

・定型フォーマット(ページ遷移型）
・保証件数に達し次第、誘導広告を終了します。
(想定期間：12週間以内）
・誘導メニューのスケジュール、原稿内容の事
前確認、レポートはございません。

日経ビジネス電子版Special
（タイアップ）

ページ遷移リード獲得システム利用

期間保証 350万円
打合せ、取材のうえで、
タイアップコンテンツを
作成・掲載します

150件想定

・掲載期間4週間
・PV重視のメニューです
・自由度の高いデザインで実施可
・タイアップ掲載レポート有り
（PV、UB、誘導枠、アクセス者属性など）

日経ビジネス リードジェネレーション メニュー一覧
広告主様から素材をご提供いただくホワイトペーパーPDF資料ダウンロード型、動画閲覧型、アンケート調査型、日経BP社制作のタ
イアップコンテンツを活用したページ遷移型など、ご要望にあわせてご利用いただけるリード獲得メニューバリエーションをご用意。

表示価格はいずれも税別です。
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広告主様のコンテンツ（ホワイトペーパーPDF資料もしくは、動画）を、紹介文とともに掲載し、
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。

ホワイトペーパー or 動画掲載

紹介文ページ（PC、スマホ）

約500文字程度の広告主様資料の紹介文を掲載します。

ホワイトペーパー（PDF）/動画紹介ページ

※画像はイメージです
リード獲得

■ホワイトペーパーor動画の紹介文とそのPDF１点(5MB以内）or動画（50MB以内）を掲載し、リードが契約件
数に到達するまで実施。

※誘導メニューには弊社にお任せいただきます。
＜申込、入稿について＞
PDF資料は申込時に同時にご入稿ください。
申込・入稿受付は毎週火曜、木曜（祝日の場合は前営業日）となります。
申込・入稿から15営業日後に掲載開始しリード取得をスタートします。原稿の事前確認可。

日経ビジネス電子版

日経ビジネス会員向け
ターゲティングメール
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ホワイトペーパー or 動画掲載 【ベーシック】

日経ビジネス電子版掲載の誘導枠や会員向けターゲティングメールから紹介文ページへ
アクセスした読者をリードとして獲得します。

ミニマムチャージ 100万円（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。誘導枠や原稿の事前確認、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。

リード単価 10,000円(税別)
リード単価

10,000円
申込件数

100件

リード料金

1,000,000円× ＝

■実施料金の例

リード獲得 想定期間 12週間程度
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ホワイトペーパー or 動画掲載 【セグメント】

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することも可能です。

【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。誘導枠や原稿の事前確認、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。

39％未満はお問い合わせください。

ターゲットの含有率 リード単価

90 ～ 99% ¥11,000

80 ～ 89% ¥12,000

70 ～ 79% ¥14,000

60 ～ 69% ¥16,000

50 ～ 59% ¥20,000

40 ～ 49% ¥26,000

リード単価 11,000円（税別）～

セグメントに応じて設定

ミニマムチャージ 100万円（税別）

リード獲得 想定期間 12週間程度
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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

※ 2020 年 3 月現在。含有率は変動するため、
単価が変わる場合があります。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 or 動画掲載 【セグメント】

指定できるセグメント
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日経ビジネス リードジェネレーション リサーチSpecial 

料金 2,000,000円(税別)

保証リード数 150件
（ノンセグメント）

【注意事項】
・調査対象、調査内容によってはお受けできないことがあります。事前にご相談ください。
・調査用の告知メニューについては、スケジュール、内容の事前確認、レポートはございません。
・調査対象をセグメントする場合や謝礼内容や発送作業を変更する場合は別途御見積いたします。
・調査報告書の作成は含まれません。
・実施する設問項目は貴社にてご用意ください。
・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。
掲載後の追加や変更はできません。

日経 ビジネス電子版の読者を中心とするユーザーにアンケートを実施。
リードとアンケートの回答の結果を納品します。

■メニュー内容
・調査設問 10問まで※1 
・リスト獲得 150名
・調査対象 日経ビジネス電子版会員
・謝礼、および抽選、発送作業※2
（5,000円×10名様分の商品券をメールで配送）

※1 業種、職種、所属部門、従業員数、役職は調査設問
外のプロフィール項目として取得します 。
※2 謝礼を変更する場合は実費でお見積もりとなります

＜アンケート告知ページ＞

調査回答者のリードと

アンケート結果を獲得

日経ビジネス電子版

日経ビジネス会員向け
ターゲティングメール
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1 2

保証リード件数 200件（ノンセグメント） 料金 2,500,000円(税別)

広告主様が訴求したい内容で、日経BPが質の高い記事体広告を新規に制作し、日経ビジネス リードジェネレーションの定型フォーマッ
トデザインで掲載します。理解促進に合わせてリードも獲得できるメニューです。ユーザー事例や調査データなどを生かした内容など
様々な形式が可能です。読者が2ページ目以降に読み進む際に認証およびパーミッションをおこないリードを取得する、ページ遷移型
リード獲得メニューとなります。

・記事体広告のボリュームはA4 2P程度（2500～3000文字程度）
・リード獲得を見込めるユーザー事例や調査レポートなどの内容に限ります。
・サイトデザインは、日経ビジネス リードジェネレーションの定型フォーマットとなります。
・PV、UBなどの掲載レポートはございません。
・誘導メニューについては、スケジュール、原稿内容の事前確認、レポートはございません。
・遠方取材の場合は別途出張費がかかります。
・タイアップ掲載（リード獲得）開始日は、原則火曜日、木曜日となります。

2ページ目閲覧 → ユーザー認証 → リード獲得

1P 2P

日経ビジネス リードジェネレーション Special （タイアップ）

日経ビジネス電子版

日経ビジネス会員向け
ターゲティングメール

※保証件数に達し次第、誘導広告を終了します。(想定期間：12週間以内）
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FAQ

⚫ 日経BPが作成したホワイトペーパー紹介ページの内容について、掲載前に確認することは可能ですか。
→ 掲載前の原稿確認は原則ございません。掲載前の原稿確認が必要な場合はご相談ください。

⚫ 掲載の途中段階でPDFの差し替えは可能ですか。
→ 有料ですが可能です。 10,000円／資料1点となります。

⚫ 掲載の途中段階でPDFの差し替えをした場合、紹介ページの文章も変更できますか。
→ 有料ですが可能です。公開中の紹介ページについて、修正部分に具体的な赤字をお入れください。

PDFの差し替え費用を含めて、20,000円／資料1点となります。
なお、紹介ページの全面的な変更（新たな書き直し）は、別案件扱いとなり、１案件の掲載料金が発生いたします。

⚫ PDFの容量が10MBを超えてしまう場合は申し込みはできないのですか。
→ 対応できる場合もございます。 lg-ad@nikkeibp.co.jp まで事前にご相談ください。

⚫ PDFダウンロード時のアンケートを無くすことは可能ですか。
→ 可能です。お申し込み時にその旨ご指示ください。

⚫ 取得できるリード情報は、どのような項目でしょうか。
→ 下記の項目となります。

E-mailアドレス、氏名/フリガナ、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
アンケート回答内容 ※メニューによる

mailto:lg-ad@nikkeibp.co.jp
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日経ビジネス電子版Special＜ページ遷移リード獲得システム利用＞

日経ビジネス電子版のタイアップメニュー「日経ビジネス電子版Special」でも、2ページ目への遷移時にリード獲得
できるメニューをご用意。自由度の高いサイトデザインでタイアップサイトを制作することが可能で、日経ビジネス
電子版Specialのロゴのもと、リード獲得だけでなくタイアップメッセージを通じた認知向上、理解促進、ブランドリフ
トにもご活用いただけます。

料金 3,500,000円(税別)
掲載期間 ４週間 想定リード数 150件■ブランディング＆ページ遷移型リード獲得

■日経ビジネス電子版Specialのメニュー詳細は、下記の「日経ビジネス電子版 広告媒体資料」をご参照ください。

http://web-cache.stream.ne.jp/www11/nikkeibpw/adweb/ba_NBO_deishibaitai.pdf
■お問い合わせは、nb-ad@nikkeibp.co.jp または担当営業までお願いします。

http://web-cache.stream.ne.jp/www11/nikkeibpw/adweb/ba_NBO_deishibaitai.pdf
mailto:nb-ad@nikkeibp.co.jp
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お問い合わせ/お申し込み

＜お問い合わせ＞

日経BP
〒105-8308 東京都港区虎ノ門4丁目3番12号

経済メディア広告部
TEL 03-6811-8031

nb-ad@nikkeibp.co.jp

統合マーケティング戦略部
TEL 03-6811-8029
lg-ad@nikkeibp.co.jp

＜お申し込みアドレス＞

lg-ad@nikkeibp.co.jp

mailto:nb-ad@nikkeibp.co.jp
mailto:lg-ad@nikkeibp.co.jp
mailto:lg-ad@nikkeibp.co.jp

