
サイバーセキュリティ.com
製品・サービス資料請求型広告のご案内

お問い合わせ先 株式会社 セキュアオンライン
04-7114-2945 ／ security@secureonline.co.jp
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サイバーセキュリティ.com で実現できること

サイバーセキュリティ製品/サービス特化︕
リード獲得のためのオウンドメディアです︕

掲載企業様は効率的に、⾼品質の⾒込み客が
１件１０,０００円(税抜)で獲得できます︕
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利⽤・活動状況

会員数

約7,000⼈超
(2021年10⽉現在)

⽉間アクセス数

約150万PV
(2021年10⽉実績)

総ページ数

4,190ページ
(2021年10⽉現在)

サイバーセキュリティ.com アクセス解析データより 3



ユーザープロフィール

⾸都圏

71.1%

東海
6.8%

近畿
6.6%

九州・沖縄
6.6%

東北
2.2%

北海道
6.7%

6.7

22.2

44.4

22.2

4.4
年齢 ※1

20代
30代
40代
50代
60代以上

決裁権者の多いと思われる
30〜50代が9割を占める

51.5

12.6

20.0

15.9

従業員規模 ※2

250⼈未満
250〜750⼈未満
750〜5000⼈未満
5000⼈以上

最新の製品情報に興味
を持つ⼤企業が3割以上

今後セキュリティ対策
が進むと考えられる中
⼩企業が5割以上

※１ サイバーセキュリティ.comユーザーアンケート(2018年5⽉実施)データより
※２ サイバーセキュリティ.com会員属性集計(2020年10⽉4⽇) 4



ユーザー属性
IT・情報通信業に勤めるエンジニアや、
ネットワーク・セキュリティ担当者が主なユーザー層です。
また、決裁権限を持つ役職者が4割以上を占めています。

55.7

4.4
6.7

13.3

19.9

職種 ※1 IT担当者

事務職

営業職

マーケティング・企画職

その他

※１ サイバーセキュリティ.comユーザーアンケート(2018年5⽉実施)データより
※２ サイバーセキュリティ.com会員属性集計(2020年10⽉4⽇)

54.2

12.5

10.3

6.3
4.2
4.2 8.3

業種 ※1

情報通信業
公務
サービス業
教育・学習⽀援
医療・福祉
不動産
その他

10.9
9.3

14.1

12.9
27.7

35.9

役職 ※2
経営者・役員
部⻑職相当
課⻑職相当
係⻑・主任職相当
IT関連専⾨職相当
無し

決裁権限を持つ
課⻑職相当以上が4割以上
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セキュリティに関⼼の⾼いユーザーが訪問

マッチしたターゲットのみ課⾦される⾼い費⽤対効果

n 集客はSEO（検索エンジン最適化）対策のみです。
n サイバーセキュリティに特化した専⾨サイトでは⽇本最⼤級です。

n検討度の⾼いユーザーからお問い合わせが⾒込めます。

当サイト掲載の特徴

n 「企業規模」「導⼊時期」を⾒て、必要な企業情報だけを購⼊する

ことができる無駄のない完全成果報酬型となっています。
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⾃社製品へ資料請求があると管理画⾯上で表⽰されます。

①資料請求のあった企業の「業種」「役職」「従業員規模」「導⼊時期」
「あなたの⽴場」「予算」を確認可能です。（項⽬は補⾜資料参照）

②①の段階で、⾃社のターゲットに合うと思われる企業であったら
右端にある「購⼊する」ボタンをクリック

③「会社名」部分に会社名が表⽰され、「会社名」がクリックできるよう
になり、連絡先等詳細情報の確認が可能になります。

資料請求画⾯のイメージ

①

③

7

②



製品・サービス掲載料⾦

掲載料⾦（税込） 成果報酬（税込）※
初期費⽤ ⽉額料⾦ 1件当たりのリスト情報購⼊⾦額

55,000円
※提案から3週間以内の申込書提出

提案から1ヶ⽉以内の掲載情報提出で無料
提案をご希望の⽅はお問い合わせください

無料 11,000円/1件 = 10ポイント

※必要な企業の情報のみを購⼊可能

ポイント数 通常価格
（税込）

単価
（1ポイントあたりの価格）

50ポイント 55,000円 1,100円
100ポイント 110,000円 1,100円
1100ポイント 1,100,000円 1,000円
2400ポイント 2,200,000円 917円
3900ポイント 3,300,000円 846円
5600ポイント 4,400,000円 785円
7500ポイント 5,500,000円 733円

事前にポイントをご購⼊いただき、成果報酬をお⽀払いいただきます。
ポイントはまとめて買うほどお得です。
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掲載型広告のご活⽤例

1 ⽉間資料請求5件うち、粗利100万の製品1件成約

リード払いのみで売上が上がります。

2 1製品ページあたり年間1500PV以上(⽉間150PV〜)

リード購⼊なしの無料掲載でも認知度が向上し、お問い合わせが
増加します。

3 複数製品の掲載で、マーティングの参考資料に活⽤

商材毎にどのくらいの「規模」「業種」「時間帯」に興味を持つ
かが確認/⽐較できます。
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補⾜情報
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⾃社SEOノウハウを活かした
検索エンジン対策

⽐較検討から資料請求、
お問い合わせまでが
ワンストップで可能

画像とテキストで記載 資料請求の際に、
その都度⼊⼒作業が発⽣
最新の情報が得られる

Google・Yahoo!で
上位表⽰

カテゴリーTOPに
直接遷移

商品詳細
事例・仕様

個⼈情報⼊⼒

リード獲得までの流れ
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資料請求画⾯の項⽬⼀覧

• 10⼈未満
• 10〜50⼈未満
• 50〜100⼈未満
• 100〜250⼈未満
• 250〜500⼈未満
• 500〜750⼈未満
• 750〜1000⼈未満
• 1000〜5000⼈未満
• 5000⼈以上

従業員規模
• 不動産/建設/設備系
• メーカー/製造系
• エネルギー/環境/リサイクル系
• IT/通信/インターネット系
• 輸送/交通/物流/倉庫系
• ⼩売/流通/商社系
• ⾦融/保険系
• サービス/外⾷/レジャー系
• コンサルティング・専⾨サービス
• マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エ
ンターテイメント系

• 医療系">医療
• その他

業種
• 経営者・役員相当
• 部⻑職相当
• 課⻑職相当
• 係⻑・主任職相当
• IT関連専⾨職相当
• 特になし
• その他

役職

• ⾃社での導⼊
• 検討他社への提案・紹介
• 情報収集のため
• その他

あなたの⽴場
• 3ヶ⽉以内
• 1年以内
• 2年以内
• まだ未定・検討中
• 予定はない
• その他

導⼊予定 • 〜50万円
• 〜100万円
• 〜300万円
• 〜500万円
• 〜1000万円
• 1000万円〜
• 予算無し

予算
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掲載カテゴリー
コンピュータシステム
• ウイルス対策ソフト
• フォレンジック
• データ消去・バックアップ
• ハードディスク暗号化
• ファイル暗号化
• USBメモリ暗号化
• フィルタリングソフト
• その他コンピュータセキュリティ

ネットワークセキュリティ
• ファイアウォール
• WAF
• 不正侵⼊検知・防御（IPS・IDS）
• UTM（統合脅威管理）
• メールセキュリティ
• メール誤送信対策
• 標的型攻撃・スパムメール対策
• DDOS対策
• ネットワーク暗号化
• アクセス制御
• SSLサーバ証明書
• その他ネットワークセキュリティ

セキュリティサービス
• セキュリティ・脆弱性診断
• ペネトレーションテスト
• セキュリティトレーニング（研修・講習）
• 認証制度取得⽀援サービス
• 資格制度
• その他セキュリティサービス

その他セキュリティ
• IoT機器⽤セキュリティ対策
• テレワーク関連セキュリティ
• DLP
• 印刷セキュリティ
• マイナンバーセキュリティ

製品カテゴリーについて ■1製品で複数のカテゴリに登録が可能です。
■最新情報はWEBサイトにてご確認ください。
■独⾃のカテゴリー掲載基準を設けております。
※ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。

監視サービス
• EDR
• セキュリティ監視・運⽤
• サーバ運⽤監視
• ネットワーク監視
• ログ監視
• トラフィック監視
• その他監視サービス
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サイバーセキュリティ.comでは検索エンジンからの集客に注⼒しています。
主にリスティング広告、SEOによって検索エンジンから検討度合いの⾼い優良⾒込み客を流⼊させています。

?

検索上位実績
（Googleの検索結果）

集客施策

サイバーセキュリティ サイバー攻撃 サイバーテロ

セキュリティソフト 情報漏洩対策 セキュリティ資格 UTM

ランサムウェア コンピュータウイルス トロイの⽊⾺ 脆弱性診断

暗号化 Wifi セキュリティ WAF 選び⽅ VPN

EDR メール セキュリティ メール 暗号化 ペネトレーションテスト
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※「ポイントの購⼊」「ポイントでの広告メニュー申し込み」は、
今後ベンダー様の管理画⾯上で処理できるようにシステムを改修していく予定です。
現状はメールにてお申し込みをお願いいたします。（security@secureonline.co.jp）

Question Answer

ポイントに使⽤期限はありますか︖ 最終購⼊⽇から1年間となります。

ポイント数はどこで確認できますか︖
これまでの資料請求確認と同様、
サイバーセキュリティ.comへログインして頂き、
管理画⾯にてご確認いただけます。

ポイントの購⼊はいつでも可能ですか︖ いつでもご購⼊いただけます。※
購⼊希望の際はメールにてご連絡ください。

ポイントの購⼊⽅法は︖ メールにてご連絡ください。※

資料請求者情報をポイントで取得する⽅法は︖ これまで同様管理画⾯上で「購⼊する」をクリックし資料請求
者情報をご確認ください。

広告メニューをポイントで利⽤する⽅法は︖ メールにてご連絡ください。※

請求のタイミングは︖ ポイント購⼊時にご請求書を発⾏いたします。
ご⼊⾦確認後管理画⾯上にポイントが反映されます。

ポイント制に関するQ&A
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カテゴリー 想定クリック単価
（CPC）

想定お問い合わせ単価
（CPA）

サイバーセキュリティ 401 ¥80,200

セキュリティアプリ 573 ¥114,600

ファイヤーウォール 324 ¥64,800

暗号化 665 ¥133,000

ウィルス対策 573 ¥114,600

ウィルスソフト 701 ¥140,200

セキュリティソフト 717 ¥143,400

セキュリティ 881 ¥176,200

WAF 650 ¥130,000

DLP 497 ¥99,400

IDS 379 ¥75,800

DDOS 582 ¥116,400

UTM 367 ¥73,400

リスティング広告
→ クリックで費⽤発⽣

IT業界の平均CVR
→ 約0.5％

1件の問い合わせ単価
→ ¥70,000∼¥170,000

運⽤型広告の費⽤
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＜参考＞他社⽐較資料

媒体名
料⾦システム

リード獲得⼿法
平均件数 運営会社

掲載料⾦ 成果報酬

サイバーセキュリティ.com 無料 11,000円/1件
（10ポイント）

必要な企業の情報のみを
購⼊可能 株式会社セキュアオンライン

ボクシル 50,000円 12,000円/1件
1〜10件/⽉

（資料請求/問い合わせ）
資料請求来たところはすべて購⼊対象
(不要なところも購⼊が必要になる）

スマートキャンプ株式会社

ITトレンド 10,000円/1件
1〜10件/⽉

（資料請求/問い合わせ）
資料請求来たところはすべて購⼊対象
(不要なところも購⼊が必要になる）

株式会社イノベーション

ITPro Active 400,000円
（12週間）

100件/回
（ホワイトペーパー） 株式会社⽇経BP

キーマンズネット 500,000円
（50件保証）

1〜10件/⽉
（ホワイトペーパー）

アイメディア株式会社
（2015年4⽉〜）

Itmedia 600,000円
（2ヵ⽉間）

110件/回
（ホワイトペーパー） アイメディア株式会社

マイナビエンタープライズ 600,000円
（2ヵ⽉間）

25〜40件/回
（ホワイトペーパー） 株式会社マイナビ

ビジネス＋IT 500,000円
（2ヵ⽉間）

70件/回
（ホワイトペーパー） SBクリエイティブ株式会社

CNET Japan 500,000円
（2ヵ⽉間）

90件/回
（ホワイトペーパー） 朝⽇インタラクティブ株式会社
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エンドユーザーからの問い合わせ
商談の機会が欲しい

⾒込み客は欲しいけれど、
無駄な広告費はかけたくない

Web上でプロモーションをしたいが
製品の詳細を記載したページがない

Webマーケティング（広告・SEO）に
まで⼿が回らない、スタッフがいない

サイバーセキュリティ.com 個⼈情報を獲得し
アプローチが可能

サイバーセキュリティ.comでは、ユーザーが個⼈情報を⼊⼒した上
でお問い合わせをしてくる為、掲載企業様はすぐにアプローチする事
が可能です。

このような⽅にお勧めです

サイバーセキュリティ.com 成果報酬型なので
広告費の無駄がない

掲載⾃体は完全無料、お問い合わせが発⽣した際のみ課⾦される
成果報酬型の広告サービスですので、効果的に広告投資ができます。

サイバーセキュリティ.com 製品の詳細情報を
記載したページを作成

サイバーセキュリティ.comの製品ページは、製品詳細、製品仕様、
導⼊効果、導⼊事例など掲載情報が充実しています。

サイバーセキュリティ.com 掲載することで
Webマーケティングを代⾏

専属のスタッフがリスティング広告やSEOに取り組んでおります。
ご掲載頂ければ、サイバーセキュリティ.comの集客⼒をそのままビジ
ネスに活⽤することができます。
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■お申込みから、10営業⽇前後での掲載開始が可能です。
（ご掲載前の原稿修正等により多少所要⽇数は前後します。）

■コンテンツの変更や追加は随時可能です。

お申込み
掲載

ページ
確認

掲載
ページ
修正

お申込み
確認

掲載
ページ
作成

掲載
ページ
修正

弊社

貴社

カテゴリー
確認 掲載開始

掲載内容のFIXご契約事前確認

ご利⽤⽅法

お問い合わせ先

株式会社セキュアオンライン
04-7114-2945 

security@secureonline.co.jp

ポイント
購⼊
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