
サイバーセキュリティ.com
掲載型広告のご案内

お問い合わせ先 株式会社 セキュアオンライン
04-7136-1211 ／ security@secureonline.co.jp
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セキュリティパーソンに効率的にアプローチ

サイバーセキュリティに関⼼の⾼いユーザーが利⽤する
⽇本最⼤のサイバーセキュリティネットワークを活⽤できます！

サイバーセキュリティ.comとは？

サイバーセキュリティに関⼼の⾼いユーザーをターゲット
としたセキュリティ総合情報サイト。

サイバーセキュリティに特化した専⾨記事、ニュース、
インシデント事例、製品・サービス情報、資料ダウンロード
などの多様なコンテンツを提供。

セキュリティ・システム担当者、経営者、管理職を中⼼に
情報集やPRの場として、⾼い⽀持を得ています。
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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)

〈経営者、管理職、セキュリティ・
システム担当者向け情報〉

• サイバーセキュリティコラム
• 企業インタビュー
• セミナーレポート
• インシデント事例集
• 資料ダウンロード（情報漏洩セ
キュリティ対策ハンドブック）

〈企業PR情報〉
• プレスリリース
• 企業ニュース
• 製品、サービス情報

サイバーセキュリティ.com アクセス解析データより



ユーザープロフィール
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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
30代以上が9割を占める

51.5

12.6

20.

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

今後セキュリティ対策
が進むと考えられる中
⼩企業が6割以上

5※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)



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約5割を占めています。

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

ユーザーの約6割がIT担当者
（ネットワークセキュリティ関連）

※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
課⻑職相当以上が約5割
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●バナー広告（⼤）

掲載料⾦：40万円/⽉
（=400ポイント）

●掲載ページ
○製品・サービス紹介ページ
○コラムページ
○ニュースページ
○その他情報ページ

●表⺬回数 約80万回/⽉

●バナーサイズ 300px × 200px

●枠数 １枠独占

●申し込み ３ヶ⽉単位

※別途消費税がかかります。
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●バナー広告（⼩）

掲載料⾦：30万円/⽉
（=300ポイント）

●掲載ページ
○製品・サービス紹介ページ
○コラムページ
○ニュースページ
○その他情報ページ

●表⺬回数 約80万回/⽉

●バナーサイズ 300px × 100px

●枠数 ２枠

●申し込み ３ヶ⽉単位

※別途消費税がかかります。

8



●タイアップ記事（企業インタビュー）

作成・掲載料⾦：40万円
（=400ポイント）

●掲載期間 永続的に掲載

●⽂字数 約3,000⽂字/記事

インタビューを記事にさせていただきます。
１度掲載していただければ永続的に掲載をさせ
ていただきます。
記事からリンクなどを貼ることで、SEOの効果
も期待でき、⻑期的なブランディングが可能と
なります。

PDFでの事例パンフレット作成、インタビュー動画などの作成も可能です（別途費⽤）。

詳しくはお問い合わせください。

参考URL ： https://cybersecurity-jp.com/interview/9106
※取材場所への交通費・宿泊費別途
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●タイアップ記事（セミナー・展⺬会レポート）

作成・掲載料⾦：30万円
（=300ポイント）

●掲載期間 永続的に掲載

●⽂字数・ページ数
セミナーの内容により異なります。

参考URL ： https://cybersecurity-jp.com/seminar-report/7542

※取材場所への交通費・宿泊費別途

インタビューを記事にさせていただきます。
１度掲載していただければ永続的に掲載をさせて
いただきます。
記事からリンクなどを貼ることで、SEOの効果も
期待でき、⻑期的なブランディングが可能となり
ます。

10
注１：継続掲載をご希望の場合、継続掲載費⽤1記事 11,000円/⽉(=10ポイント)

https://cybersecurity-jp.com/seminar-report/7542


●タイアップ記事（事例広告作成）

作成・掲載料⾦：40万円∼
（=400ポイント）

●掲載期間 永続的に掲載

●⽂字数・ページ数
1,000∼2,000⽂字程度 内容により異なります。

弊社担当者がお客様に直接インタビューさせて
いただき、その内容をレポートとして作成した
ものを掲載させていただきます。１度掲載して
いただければ永続的に掲載をさせていただきま
す。記事からリンクなどを貼ることで、SEOの効
果も期待でき、⻑期的なブランディングが可能
となります。

PDFでの事例パンフレット作成、インタビュー動画などの作成も可能です（別途費⽤）。

詳しくはお問い合わせください。

参考URL ： https://cybersecurity-jp.com/casestudy/16243
※取材場所への交通費・宿泊費別途
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●メルマガ広告（ヘッダー）

掲載料⾦：7万円/1回
（=70ポイント）

●掲載箇所
サイバーセキュリティ.comメルマガ会員
向けのメールマガジンの最上部にPR⽂

●１配信１社限定
●週に１度 ⽔曜⽇の配信になります。

※別途消費税がかかります。

メルマガの最上部に配置していることにより、
多くのユーザーに読んでもらえる広告になり
ます。

原稿内容

⽂字数:2⾏ × 各35⽂字以内／URL:3⾏⽬（1つのみ）
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●メルマガ広告（号外広告）

掲載料⾦：10万円/1回
（=100ポイント）

●掲載箇所
サイバーセキュリティ.comメルマガ会員
向けのメールマガジン広告で、広告主の
⽂章以外は⼊らない、１社独占メルマガ
の広告になります。

●配信希望⽇を選べます。

※別途消費税がかかります。

メルマガの全体に⽂字数の制限なく広告の配
信が可能になりますので、多くのユーザーに
読んでもらえる広告になります。
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●広告費⼀覧

広告種類 単位 通常価格
（税込）

必要
ポイント数

バナー広告（⼤） １ヶ⽉ 440,000円 400ポイント

バナー広告（⼩） １ヶ⽉ 330,000円 300ポイント

タイアップ記事（企業インタビュー） １回 440,000円 400ポイント

タイアップ記事（セミナー・展⺬会レポート） １回 330,000円 300ポイント

タイアップ記事（事例広告作成）
・オプション：チラシPDF作成 （A4両⾯：デザイン費込）
・オプション：事例広告動画作成（3分程度のインタビュー動画）

１回
440,000円

220,000円
33,000円

400ポイント

メルマガ広告（ヘッダー） １回 77,000円 70ポイント

メルマガ広告（号外広告） １回 110,000円 100ポイント
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●広告掲載⽅法について

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
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事前にポイントをご購⼊いただき、ポイントで広告掲載が可能です。
ポイントはまとめて買うほどお得です。



※「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）

●ポイント制に関するQ&A

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。


