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データセンターガイドを新設データセンターガイドを新設データセンターガイドを新設

今秋最大のクロスメディア型ディレクトリ

来場者6万人強の
ITpro EXPOで無料配布1 注目キーワードは

ITpro Expo 2011と連動2

ITpro Specialとして
3カ月掲載3

会　期 2011年10月12日（水）～14日（金）
会　場 東京ビッグサイト

同時開催 スマートフォン＆タブレット2011
eドキュメントJAPAN 2011

主　催 日経BP社 http://itpro.nikkeibp.co.jp/as/itd前回URL

9月末に発行する日経コンピュータ、日経SYSTEMS、
日経NETWORKに同封します。

3誌に同封し、
計11万部を配布4

45,003部 32,906部 40,729部

※データセンターガイドの詳細は
　別途資料をご覧下さい

クラウドコンピューティングの普及に伴い、ハードウエアやソフトウエアを運営管理するデータセンターの選択が
重要になってきました。IT総覧2011では今年から「データセンターガイド」を新たに付設し、その指針になります。

ITpro EXPOには6万2000人を超える来場があります
（2010年実績）。IT総覧はITpro EXPOの会場で無料配布し
ます。ITpro EXPOで紹介したソリューションをIT総覧2011
にも掲載しておけば、多面的に来場者にピーアールできます。

その時々のITのトレンドを紹介する「キーワード」は、今年、
ITpro EXPO 2011が重点的に扱う「クラウドコンピュー
ティング」 「IT経営」 「ビジュアル・コミュニケーション」 な
どの5つのテーマと連携を図り、相乗効果を高めます。

IT総覧に掲載した情報は
ITpro Special「IT総覧
2011」として公開、ITpro 
EXPO 2011の開催にあ
わせてスタートし、3カ月
間掲載します。

ABC部数



誌面構成と広告メニューのご案内

日経BP社では、日経コンピュータ、日経SYSTEMS、日経NETWORKの3誌同封別冊
として「IT総覧2011」を9月に発行します。情報システムの企画・設計・構築・運用に必
要な製品/サービスを「ソフトウエア」「ソリューション」「ハードウエア」の3分野に分け
て紹介し、この一冊でITの最新動向を把握できます。10月開催のITpro EXPO 2011
の会場内で無料配布ほか、ITpro SpecialとしてWeb展開も3カ月間実施します。この
秋最大のクロスメディア型ディレクトリへの掲載をご検討ください。
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ITキーパーソンへの
保存版PR別冊として発行する
「IT総覧2011」の広告効果は
絶大です。広告掲載料金も
別冊特別料金を設定します。

原稿サイズ
1ページ 天地280mm × 左右210
1/2ページ 天地125mm × 左右180mm

掲載料金

表4 1,100,000円
表2見開き 1,700,000円
第2表2見開き 1,450,000円

表3 800,000円

特別編集記事 特別編集記事
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純広告
特別編集記事
対向広告

純広告

純広告

純広告
特別編集記事
対向広告

特別編集記事
（キーワード）

記事体広告 ディレクトリ
（サービス分）

記事体広告 記事体広告

ディレクトリ
（サービス分）

ディレクトリ
（サービス分）

ソフトウエア
分野別ディレクトリ

特別編集記事
（キーワード）

記事体広告 ディレクトリ
（サービス分）

記事体広告 記事体広告

ディレクトリ
（サービス分）

ディレクトリ
（サービス分）

ソフトウエア
分野別ディレクトリ

ソリューション
分野別ディレクトリ

ハードウエア
分野別ディレクトリ

ソリューション
分野別ディレクトリ

ハードウエア
分野別ディレクトリ

1枠（白黒1/10ページ）の掲載料金

20,000円（税別）

通常の広告では
伝えきれない内容を、
記事体広告で
わかりやすく解説する
パッケージをご用意しました。

※金額は全て税別です

企業が提供する
ソフトウエアやソリューション、
ハードウエアを、分野別に
ディレクトリ形式で掲載します。
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ITpro Specia「IT総覧2011」として、
10月中旬から3ヵ月間、掲載いたします。
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誌面構成と広告メニューのご案内

●●●●●●●●●●●
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ディレクトリ
サービス枠

10枠

純広告
特別編集記事
対向広告

特別編集記事
（キーワード）

純広告
特別編集記事
対向広告

特別編集記事
（キーワード）

IT総覧
2011
媒体概要

同　　　封：●日経コンピュータ 9月27日発売号

 ：●日経SYSTEMS 9月22日発売号

 ：●日経NETWORK 9月27日発売号

原稿サイズ：天地280 ×左右210ｍｍ （1ページ）

表周り掲載料金：●表4／1,100,000円　●表2／見開き 1,700,000円
　　　　　　 ●表3／800,000円　 ●第2表2／見開き1,450,000円

ITpro EXPO 2011が重点的に扱う「クラウドコンピューティング」「IT経営」「Security 
Solution」「ビジュアル・コミュニケーション」「Sale＆Marketing」の5大テーマと、同時
開催する「スマートフォン＆タブレット」と連携を図り、関連キーワードを中心に紹介します。

スマートフォン、 DR、 在宅支援、 仮想化技術、 BCP、 総合脅威管理、 
Web会議システム、 スレートPC など

「特別編集記事」では、注目のキーワードをあげて読
者にそのキーワードの重要性を解説したします。その
対向面に貴社の純広告を掲載することで、読者の貴
社製品／サービスへの理解を高めます。

「特別編集記事」対向（1ページ）掲載料金A 1ページ広告掲載料金B
純広告

ディレクトリ
サービス枠

10枠

1/2ページ広告掲載料金C
特別編集記事［キーワード］（予定）

純広告
ディレクトリ
サービス枠

5枠
純広告

純広告

純広告

※純広告1ページのご出稿につき、分野別ディレクトリ10枠
   （1/2ページの場合は5枠）をサービスいたします。

750,000円
4色・白黒1ページ

（税別）

分野別ディレクトリ10枠をサービスいたしますD
850,000円
白黒1ページ

（税別）

650,000円
（4色・白黒同類）

（税別）

350,000円
（4色・白黒同類）

（税別）

ディレクトリ
サービス枠

10枠

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

記事体広告 ディレクトリ
（サービス分）記事体広告 ディレクトリ
（サービス分）

サービスディレクトリ10枠は、記事体広告の対向に掲載
するとともに、 　の分野別ディレクトリにも掲載します。3

取材費・制作費込み・
指定デザインフォーマット

分野別ディレクトリ5枠をサービスいたしますE
350,000円
白黒1/2ページ

（税別）

サービスディレクトリ5枠は、記事体広告の直下に掲載
するとともに、 　の分野別ディレクトリにも掲載します。3

取材費・制作費込み・
指定デザインフォーマット
※取材はありません。文章をご用意
　いただき、当方で割り付けいたします。

ディレクトリ
サービス枠

5枠

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

記事体広告

ディレクトリ
（サービス分）

記事体広告

ディレクトリ
（サービス分）

ボリューム・サービス
一定枠以上の分野別ディレクトリをご購入のお客様のためにボリューム・サービスを実施し
ます。下表をご確認ください。
※ご購入枠が80枠以上の場合、お問い合わせください。

［体裁見本］ ソフトウエア分野別ディレクトリ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BP□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BP□□□□ □万□□□□円

BP□□□□□□□□□□
（00）0000-0000
http://www.xxxxxxxxxx.com
sales@xxxxxxxx.com

製品概要 連絡先動作環境
価格 開発会社

製品名

原稿記入方法は、Webでの入力になります。
お申し込みいただいた後、ご連絡いたします。

ご購入 サービス枠
3枠まで無料追加10～19枠
8枠まで無料追加20～34枠
14枠まで無料追加35～49枠
20枠まで無料追加50～79枠［体裁見本］ ハードウエア分野別ディレクトリ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BP□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BP□□□□□□□□

□□万円 BP□□□□□□□□□□
（00）0000-0000
http://www.xxxxxxxxxx.com
sales@xxxxxxxx.com

製品概要
製品名

連絡先価格
開発会社

［体裁見本］ ソリューション分野別ディレクトリ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BP□□□□□□□□□□□□□□□□□□
BP□□□□□□□□□□
（00）0000-0000
http://www.xxxxxxxxxx.com
sales@xxxxxxxx.com

特徴 連絡先動作環境・対応プロダクト
サービス形態

製品名

掲載例



□ERPパッケージ（統合業務パッケージ） □財務/会計 □人事/給与 □販売/在庫管理 □生産管理 □物流管理
□SCM関連ソフト □PDM □GIS □EC関連アプリケーション □業種特化型ソフト □業種/業務関連ユーティリティ
□SFA □CRM関連ソフト □エンジニアリング系ソフト □各種基幹業務系アプリケーション □グループウエア □ナレッジマネジメント
□ワークフロー □電子メール □EIPソフト □企業向け検索ソフト □コミュニティ形成ツール □各種情報共有
□HTML/SGML/XML □文書管理/イメージデータ管理 □コンテンツ制作 □デジタル著作権管理 □各種コンテンツ管理/文書管理 □BI/OLAP
□データウエアハウス関連ツール □データマイニング/統計解析ソフト □プロセス可視化ツール（BPM、BAMなど） □各種意思決定支援

業務アプリケーション

□統合開発環境 □分析/設計ツール □開発ツール（マルチプラットフォーム対応） □開発ツール（WWW～Java対応） □開発ツール（UNIX専用）
□開発ツール（Windows専用） □コンポーネント集 □各種開発ツール □画面設計/帳票設計ツール □リッチクライアント 
□テスト/デバッグ/チューニングツール □機能テストツール □負荷テストツール □プロジェクト管理（情報システム開発） 
□プロジェクト管理（業務/業種別） □開発関連ユーティリティ

設計/開発

□OS  □サーバー仮想化 □デスクトップ/アプリケーション仮想化 □ストレージ仮想化 □仮想化管理ソフト
□RDBMS  □オブジェクト指向DBMS □オンメモリーDBMS □DB管理ツール □DBアクセス □各種データベース
□TPモニター □CORBA/DCOM関連 □アプリケーションサーバー □Webサービス/SOA/ESB関連ソフト □EAI/ETL
□EDI □通信ソフト □エミュレータ □各種ミドルウエア

OS/DB/ミドルウエア

□統合運用管理 □ジョブ管理/監視 □ファイル転送 □データベース管理 □各種システム運用管理 □ITILサービスサポート管理
□サーバー管理 □仮想サーバー管理 □システム/ネットワーク管理ソフト □テスター/アナライザ □帯域管理ソフト □各種ネットワーク管理
□バックアップ/ストレージ管理ソフト □インベントリ（資産）管理 □ネットワーク・クライアント管理（アプリケーション配布） □ヘルプデスク専用ソフト
□各種クライアント管理 □コンフィギュレーション管理/CMDB □パフォーマンス監視/管理 □サービスレベル監視/管理 □障害監視/管理
□各種ログ解析

運用管理

□CTI □各種VoIP □テレプレゼンス □テレビ会議/Web会議ネットワーク

□各種ユーティリティ上記以外のソフトウエア

□意思決定支援　 □経営可視化　 □スピード経営　 □内部統制 □事業継続計画　 □人材活用・研修　
□各種IT経営・IT戦略立案実行系ソリューション

ＩＴ経営・IT戦略立案・
実行

□金融　 □公共　 □製造　 □流通・卸　 □運輸　 □建設・不動産　
□医療 □小売・サービス □行政・自治体　 □各種業種特化型ソリューション

業種特化型

□BPO　 □基幹系アウトソーシング　 □コンタクトセンター　 □保守・サポート □ネットワーク運用サービス　 □ホスティング　
□ハウジング　 □コンテンツ配信サービス □セキュリティ運用サービス　 □各種アウトソーシング系ソリューション

アウトソーシング

□IAサーバー/x86サーバー □UNIXサーバー/IPFサーバー □メインフレーム □スーパーコンピュータ □ディスクストレージ □SAN
□NAS/ファイルサーバー □光ディスク装置 □半導体メモリー □メディアゲートウエイ □各種ストレージ □ラック
□KVMスイッチ □UPS □エンクロージャ □ストレージ用周辺機器

サーバー/ストレージ

□ファイアウォール □VPN □UTM製品（統合脅威管理） □IDS/IPS □認証サーバー □生体認証
□認証デバイス □検疫ネットワーク □入退室管理 □監視画像伝送システム □警報器 □監視カメラ
□各種物理セキュリティ

セキュリティ

□デスクトップパソコン □ノートパソコン □エンジニアリングワークステーション □シンクライアント端末 □PDA/ビジネス携帯/スマートフォン
□POS端末 □特定用途クライアント □ディスプレイ/表示関連機器 □プロジェクタ □電話/FAX □複合機
□スキャナ □プリンタ/出力関連機器 □各種OA機器

クライアント/OA機器

□統合コンソール □テープバックアップ装置 □ネットワークフォレンジック装置運用管理

□各種周辺機器/設備上記以外のハードウエア

□ルーター □BBルーター □スイッチ □メディアコンバータ □リモートアクセス □無線LAN関連製品
□RFID（ICタグ）関連製品 □帯域制御装置 □負荷分散装置 □WAN/Web高速化 □Web/キャッシュ・サーバー □メールサーバー
□FAXサーバー □各種ネットワークサーバー □PBX/IP-PBX □VoIPゲートウエイ □IP電話機 □テレプレゼンス
□テレビ会議/Web会議

ネットワーク

□各種基幹業務ソリューション基幹業務

□SCM系ソリューションSCM

□コンテンツ制作 □デジタル著作権管理 □ナレッジマネジメント □各種情報共有系ソリューション文書管理/
コミュニケーション/KM 

□CRM　 □ネットマーケティング  □各種顧客対応系ソリューション □SFA　 □CTICRM /SFA /CTI

□EC系ソリューションEC

□ストレージ仮想化 □ストレージ増強   □バックアップ □各種ストレージ・バックアップ系ソリューションストレージ/バックアップ

□分析・設計　 □開発支援　 □Webアプリケーション開発支援 □開発自動化 □開発プロジェクト管理 □組み込み設計/開発

□脅威・不正侵入・脆弱性対策　 □情報漏洩対策　 □アクセス制御・認証　 □迷惑メール対策 □セキュリティマネジメント　 □各種セキュリティソリューションセキュリティ

□各種業務支援系ソリューション上記以外のソリューション

□電子帳票システム　 □帳票開発ソリューション　 □プリンティングソリューション帳票/印刷

□システム運用・管理 □ネットワーク運用・管理 □クライアント管理 □IT資産管理 □パフォーマンス管理・改善　 □各種運用・管理系ソリューション運用管理

□システムアセスメント　 □メインフレーム　 □マイグレーション　 □サーバー統合 □ネットワークサーバー　 □Webサービス　
□オープンソース活用 　 □システム統合 □アプリケーション統合　 □アプリケーション連携　 □アプリケーションサーバー □データ統合 　
□EDI □エミュレータ　 □データベース　 □各種ITシステム基盤系ソリューション

ＩＴシステム基盤

□社内LAN構築 □WAN構築　 □NGN　 □VoIP　 □テレビ会議/Web会議 □FAX　
□無線LAN □リモートアクセス　 □IP-VPN □広域イーサネット □インターネットVPN □アクセス系ソリューション
□モバイルソリューション　 □各種ネットワーク・通信系ソリューション

ネットワーク/通信

□ファイアウォール □VPN □IDS/IPS □DoS攻撃対策 □侵入対策 □脆弱性対策
□データベースセキュリティ □アイデンティティ（ID）管理 □ワンタイムパスワード □シングルサインオン □PKI（公開鍵基盤） □電子認証
□電子署名/透かし □生体認証 □時刻認証 □各種アクセス制御/認証 □検疫ネットワーク □フィルタリングソフト
□ウイルス（ワーム）対策 □スパイウエア対策 □フィッシング対策 □情報漏洩対策 □暗号 □改ざん検知
□ドメイン認証 □SMTPセッションに関係するセキュリティ機能 □メールアーカイブ □スパムメール対策 □各種メールセキュリティ
□ログ収集・管理 □ログ解析レポート □ネットワークフォレンジック

セキュリティ

大ジャンル分野 小ジャンル ※1製品/サービスにつき、1つの小ジャンル（下記□印）を選択していただきます。

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
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■広告申込書
広告主様名 取り扱い広告会社

会社名

部　署

役　職

氏　名

住　所

TEL / FAX TEL FAX

E-mail

TEL FAX

＠ ＠

▼ ※本数・金額のご記入をお願いいたします

750,000円特別編集記事対向ページ

650,000円1ページ

ページ＝ 円

ページ＝ 円

350,000円1/2ページ ページ＝ 円

本＝ 円

枠

枠

枠

枠 枠＝ 円

枠＝ 円

枠＝ 円

枠＝ 円

枠

枠

本＝ 円850,000円

1枠：20,000円
1枠：20,000円
1枠：20,000円

1枠： 購入枠100,000円

D

C

B

A

350,000円E

円（税別）

純  広  告

記事体広告
パッケージ

分野別
ディレクトリ

新設
データセンターガイド

合　計

お申し込みは下記内容を明記の上、FAXまたは電子メールで、お早めにお願いします。

広告のお申し込み・お問い合わせは貴社お取引広告会社 または、広告のお申し込み・お問い合わせ

株式会社日経BPアド・パートナーズ
TEL.03‐6811‐8880　FAX.03‐5421‐9136

E‐ mail:bpad@nikkeibp.co.jp

発行：

※申込締切日以降のキャンセルはお受けできません。

ソフトウエア

ソリューション

ハードウエア

購入枠 サービス枠

純　広　告
申込締切

2011年 8月 1日（月）
フルデータ校了締切日

2011年 9月 7日（木）1
記事体広告
パッケージ

申込締切

2011年 8月 1日（月） 2011年 8月 10日（水） 2011年 8月 5日（金）2
分野別
ディレクトリ

申込締切

2011年 8月 1日（月）
原稿締切日

2011年 8月 5日（金）3

の場合 取材締切日D の場合 原稿締切日E

7月中旬よりWebサイトからご入稿いただけます。
お申し込み後詳細をお知らせします。


