AD menu
メール広告メニュー

朝日インタラクティブ株式会社 営業部
お問い合わせ先

Email ： sales-inq@aiasahi.jp
TEL ： 03-3238-0702

メール配信メニュー
CNET Japan / ZDNet Japanユーザーに対してメールで広告を配信いたします。メール広告でプッシュすることで、
ターゲットユーザーに確実なリーチが可能です。特定のカテゴリに興味のあるユーザーのみへの配信も可能です。
メディア

メニュー名

掲載箇所

配信数

配信日

料金

原稿規定

入稿期限

全角38文字×5行以内

3営業日前 16時

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

全角38文字×5行以内

3営業日前 16時

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

全角38文字×5行以内

3営業日前 16時

¥400,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

木曜日を除く平日 17：00

¥360,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

23,000

木曜日を除く平日 17：00

¥360,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

1社買い切り

25,000

木曜日を除く平日 17：00

¥360,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

クラウド

1社買い切り

25,000

木曜日を除く平日 17：00

¥360,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

ZDNet Japan

スマートデバイス/モバイル

1社買い切り

26,000

木曜日を除く平日 17：00

¥360,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

ZDNet Japan

運用管理

1社買い切り

22,000

木曜日を除く平日 17：00

¥360,000

全角38文字×100行以内

5営業日前 16時

ニューズレター

ヘッダー枠

95,000

平日のみ 早朝

¥300,000 / 3回

InformationMail

1社買い切り

95,000

平日

¥600,000

ニューズレター

ヘッダー枠

92,000

平日のみ 早朝

¥300,000 / 3回

InformationMail

1社買い切り

92,000

平日

¥800,000

ニューズレター

ヘッダー枠

43,000

月曜日のみ 早朝

¥200,000 / 2回

InformationMail

1社買い切り

43,000

平日

CNET Japan

マーケターズ通信

1社買い切り

18,000

ZDNet Japan

セキュリティ

1社買い切り

ZDNet Japan

IT戦略/経営

ZDNet Japan

CNET Japan

ZDNet Japan

TechRepubic Japan

■1社買い切り(Information Mail)

■ヘッダー

1社独占でご利用いただける
メール広告です。

平日毎朝配信される、編集コ
ンテンツ配信メール(News
Letter)に挿入する5行広告で
す。

セミナーの集客や、キャン
ペーンサイト誘導など効果的
な広告です。
＜レギュレーション＞
サブジェクト：全角30文字
本文：全角38文字×100行

1社買い切り

ヘッダー

ホワイトペーパーライブラ
リーの誘導や、タイアップの
誘導に最適な広告です。

＜レポート＞

＜レギュレーション＞
全角38文字×5行

・配信数

＜レポート＞

・各URLのクリック数

なし
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ターゲティングメール
CNET_ID(朝日インタラクティブ会員データ)の特定ユーザーに対して、ターゲットを絞り込んで配信するメール
広告です。
メニュー名
料金

ターゲティングメール
300,000円～※

価格体系

配信単価 60円＠1通
+50,000円でリマインドメール配信

配信日時

平日10：00～17：00の間

タイトル:30文字以内
本文:全角38文字×100行以内
原稿規定 入稿:5営業日前 16時
レポート:有（配信数、クリック数、CTR）
備考:入稿方法や入稿基準については別紙の規定をご参照ください。
※配信数が5,000通に満たない場合の料金は、最低配信価格30万円(基本料金込)となります。

＜業種＞

＜職種＞

■情報サービス業
■小売・卸売業
・パッケージソフトウェア
・PC関連製品販売・販売代理店業
・SI（システムインテグレータ）
・小売／その他卸売業
・NI（ネットワークインテグレーター）
・受託開発・情報処理
・組み込み系ソフトウェア
・ITコンサルティング
・その他情報処理・情報サービス業

■その他
・総合商社・専門商社
・建設・不動産業
・金融／証券／保険業
・不動産業／物品賃貸業
・レジャー関連／美容／冠婚葬祭／旅行業
・コンサルティング／シンクタンク
・放送／広告／出版／印刷／メディア
・教育関連業
・病院／医療／介護
・その他のサービス業
・政府／官公庁
・電力／ガス／水道
・自由業
・主婦
・学生
・無職
・その他

■製造業
・ハードウェア・PC周辺機器
・半導体・電機・電子・精密機器
・輸送機器（自動車含む）
・工業機器・事務用機器
・その他の製造業

■通信サービス業
・キャリア
・ISP
・データセンター
・クラウド・SaaS系ベンダー
・その他通信サービス業

＜役職＞

＜従業員数＞

＜勤務地＞

■会長・社長
■役員
■事業部長
■部長
■課長
■係長・主任
■一般職員・社員
■契約・嘱託・派遣等
■主婦
■学生

・１名
・２－９名
・１０－４９名
・５０－９９名
・１００－２９９名
・３００－４９９名
・５００－９９９名
・１０００－１９９９名
・２０００－４９９９名
・５０００－９９９９名
・１００００名以上
・不明

・都道府県別

■情報システム関連職
・CIO／社内情報システム担当役員
・社内情報システムマネージャー
・社内情報システムスタッフ
・ITコンサルタント
・ITアーキテクト
・プロジェクトマネージャー
・SE
・プログラマ
・その他IT関連
■総務・人事・教育
・総務
・人事／教育
・法務／知財
■財務・会計・経理
・財務
・会計
・経理
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■営業・経営企画
・経営／経営企画
・資材／購買
・営業／販売／サービス

■製造・生産管理
・製造
・生産管理
■広報・宣伝・マーケティング
・宣伝・マーケティング
・広報・IR・CSR
■その他
・その他一般職
・主婦
・学生
・無職
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メール配信メニュー お申込み・ご入稿方法
ご入稿方法・ご入稿期限

お申込み方法
以下のフォーマットにてお申込み内容を記載の上、
下記申込用メールアドレスへお申込みください。
メールの確認を持って、正式お申込みとさせていただきます。

■ お申込み先： ad-order-inq@aiasahi.jp

原稿はメールに添付してご入稿ください。

■ 入稿先： ad-creative-inq@aiasahi.jp
入稿期限 ： Newsletter（5行広告）
： Information Mail、ターゲティングメール

***********************************************
【宛先】：ad-order-inq@aiasahi.jp
【件名】：【申込】広告主名/媒体名/メニュー名/配信日
【本文】
--------------------------------------------------------■広告主 ：

⇒正式名称をご記載下さい。

■案件名：

⇒キャンペーン名等をご記載下さい。

■媒体名：

⇒ CNET Japan/ZDNet Japan

■メニュー名:

⇒媒体・メニュー名・枠名をご記載ください。

■配信日：

⇒ yyyy/mm/dd(曜日)

■申込金額：

⇒グロス金額・ネット金額・税込/税別をご記載ください。

■請求書発行日： ⇒ yyyy/mm/dd
■支払い期限：

⇒ yyyy/mm/dd

■備考：

⇒連絡事項があればご記載下さい。

※ 広告枠の仮押さえについては、原則1週間までとなります。
***********************************************
※

各ページの料金体系はすべて税抜価格です

⇒

配信予定日の5営業日前まで

*********************************************************
【宛先】：ad-creative-inq@aiasahi.jp
【件名】：【入稿】広告主名/媒体名/掲載メニュー/配信日
【本文】
--------------------------------------------------------■広告主:

■広告代理店名： ⇒正式名称をご記載下さい。

⇒ 配信予定日の3営業日前 16:00

⇒正式名称をご記載下さい。

■広告代理店名: ⇒正式名称をご記載ください。
■案件名:

⇒キャンペーン名等をご記載下さい。

■媒体名:

⇒ CNET Japan/ZDNet Japan

■メニュー名:

⇒媒体・メニュー名・枠名をご記載ください。

■配信日:

⇒ yyyy/mm/dd

■申込金額:

⇒グロス金額・ネット金額・税込/税別をご記載下さい。

■ファイル名:

⇒ 「●●●.txt」（テキストファイルを添付してご入稿下さい）

■備考：

⇒連絡事項があればご記載下さい。

※ 原稿差し替えにつきましては、入稿時と同様の内容と、
差し替え日を明記の上、原稿を添付してご入稿ください。
*********************************************************
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メール広告入稿規定
■ 入稿先： ad-creative-inq@aiasahi.jp
■ 入稿期限ついて
：Newsletter(5行広告)

⇒

：Information Mail

⇒ 配信予定日の5営業日前まで

配信予定日の3営業日前 16:00まで

■ 入稿原稿ついて
■NewsLetter(5行広告)
⇒ 全角38文字 x 5行
■Information Mail
■ターゲティングメール
⇒ メールタイトル ： 全角30文字以内
メール本文
： 全角38文字以内×100行以内（URLも1行に含みます）
・申込時にご記入いただいた情報をメール本文へ記載のうえ、メール原稿はメモ帳など、
テキストエディタにて作成し添付でのご入稿をお願い致します。
・テキストファイルのみ入稿可能です。（ワードやエクセルなどは受け付けできません）

■ 注意事項ついて
・ユーザーの使用しているメールソフトによっては全角35文字で改行が入る場合があります。
その場合、折り返しや改行がうまく行われず、原稿を正確に表示できない可能性がありますが、ご了承ください。
・弊社の都合により本文中の全角スペースに関しましては、全て半角スペースに置き換えることがございます。
また、タブ等は使用されないようにお願いします。
・機種（文字コード）依存文字は表示されない場合や原稿そのものが文字化けしてしまう場合がありますので、使用されないようにお願いいたします。
・山括弧<>はメール自動生成時にHTMLタグと認識されてしまい、削除される場合がございます。使用されないようにお願いいたします。
・原稿は等幅フォント（MS-ゴシックなど）にて作成ください。
・前後の文章を誤認識してしまうため、URLの前後には必ず半角スペースを入れてください。
・本文中に必ず広告主様のお名前やセミナーの主催者名を明記してください。
・原稿内、もしくはリンク先ページへ必ず広告の主体がどこであるかその所在や概要、問合せ先など読者がわかるように表記をお願いいたします。
・メール広告に含まれるURLの飛び先ページは、配信日の前日15:00迄には公開されていますようにお願いいたします。
・クリックカウントを採る場合、弊社にてURLを任意に変換させていただきます。
URL行にはURL以外は記載しないでください。文字等含まれていると採ることが出来ない場合がございます。
・クリック数は配信日より、3日間集計しご報告いたします。
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AD menu

朝日インタラクティブ株式会社
営業部：sales-inq@aiasahi.jp
TEL：03-3238-0702 FAX:03-3238-0711
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-29-1
住友不動産一ツ橋ビル2F

