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「マーケティング支援.jp」サービス

商品案内

●マーケティング支援.jp 幹事会社

株式会社アイ・エム・プレス
http://www.im-press.jp/

●共同事業者
プロデューサー 玉腰泰三
http://taizotamakoshi.jp

http://www.im-press.jp/
http://www.im-press.jp/
http://www.im-press.jp/
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Ｂ ＴＯ Ｂ営業は、インターネット時代へ
インターネット上のＰＲ活動から、セミナー開催による対面機会の創出までを

「マーケティング支援.jp」がお手伝いします。

• 近年、企業の購買活動における、マーケティング支援商品・サービスにかかわる情報収集・購入先比較プロセスにおいて、
インターネットが利用されるようになってきました。特にマーケティングやCRMのご担当者、ネット事業者様に関しましては、
インターネットの利用が活発です。（弊社取引先への取材による）

• マーケティング支援.jpでは、幹事会社アイ・エム・プレスの幅広い情報リソースにより、購買担当者が必要とする企業情報、
商品情報、事例情報、マーケター個人の口コミ情報などをワンストップで提供しております。

• 下図にある、出版・イベントが担っている注意・興味を喚起する段階も、インターネットやデジタル放送などへの移行が始ま
っております。この領域にかかわる新商品も企画・開発中です。

インターネット時代のワンストップ型マーケティング理論 eCRM

注意
Atttention

興味
Interest

検索・事例調査・対話 購入決定
業者選定

紙メディア・ＤＭ、イベントによる発信情報→ネットによる詳細・最新情報、利用者の口コミ情報など

マーケティングブロガーズ.jp マーケティング支援.jpI.M.press Web

出版 イベント インターネット

マーケティング支援.jp事業
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アイ・エム・プレス「マーケティング支援.jp」サービスとは
 Webサイト 「マーケティング支援.jp」を基点としながら、多種の施策を組み合わせ、費用対効果の高い営業

支援を行うサービスです。

月刊『アイ・エム・プレス』
読者３６,０００人以上

Webサイト「アイ・エム・プレス」
月間２０,０００pv以上

Webサイト「マーケティングブロガーズ.jp」
月間5,000pv以上

http://www.im-press.jp/ http://marketingbloggers.jp/

見込客開発、サイト集客、セミナー運営、事例紹介・・・・
手間のかかる営業施策を一括でお引き受けします。

効果測定・予算管理・スケジュール管理・運営などがとっても楽！！

Webサイト「マーケティング支援.jp」月間５,１００ｐｖ

メールマガジン発行

CRM事例研究セミナー開催
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アイ・エム・プレスの読者プロフィール
• 読者の大半が、貴社の見込み客です。読者の関心ごと１位はCRM（７５％）。マーケティン

グ支援.jpは、アイ・エム・プレス読者に対して強力にサイト来訪を訴求します。
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マーケティング支援.jp

商品メニュー

ＮＥＷ
１、日経ＢＰ ＋ マーケティング支援.jp

セミナー集客～事後フォロー ３か月パック
２、google、Yahoo! 共同リスティングサービス

３、 「マーケティング支援.jp CRM事例研究セミナー」 セミナーパック
４、商品ＰＲサービス
５、導入事例紹介サービス
６、導入事例紹介サービス クロスメディアパック
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１、日経ＢＰ ＋ マーケティング支援.jp

セミナー集客～事後フォロー ３か月パック

集客：日経ＢＰ 「ＢＰnetイベント」
WEBサイト・メールにてセミナー告知

（セミナー開催）

継続対話：「マーケティング支援.jp（セミナー紹介、商品紹介、事例掲載）＋セミナー参加者ブログ」
Webサイトに３か月掲載、セミナー申し込み受付、商品紹介、セミナーレポート掲載、セミナー参加者ブログ、資料請求受付、メール配信。

セミナーを開催するお客様の、セミナー集客・セミナー参加申し込み受付から、商品/セミナーリポートのＰＲ・資料請求受

付・フォローＤＭ、ブログによる口コミ広告までが、一体となった３ヶ月間のサービスです。費用対効果の明確化と、貴社の
お手間の低減を行います。

費用 ６０万円

●マーケティング支援.jp
３０万円

・ＷＥＢサイト３ヶ月掲載 １６万５,０００円
（初期費用１万円 サイト制作５万円
月額掲載費３万５,０００円（×３か月間）

・eダイレクトメール（６,０００通×２回）
１０万円

・ブログポータルサイト「マーケティングブロ
ガーズ.jp」Webサイトへセミナーコーナー

設営３.５万円

●日経ＢＰ ＢＰnetイベント
セミナー集客パック ３０万円

月間３０万pv、メール配信人数８.３万人
1. 展示会/セミナー情報のWeb登録/掲載
2. BPnetイベントの「トップリスト」（7日間）

3. BPnetイベントメールの「5行広告」（1回）
4. 同メールのイベント紹介(編集記事）に掲

載（1回）（別紙詳細）

３ヶ月間
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実施フロー

セミナー集客・商品認知→ 見込み客リスト開発→口コミ

個
別
対
面
営
業

→

成
約

日経ＢＰ
ＢＰnetセミナー集客パック

・セミナー告知
・サイトＴＯＰ広告

・メールマガジン広告
月間３０万pv

メールマガジン８万３千通

マーケティング支援.jp Webサイト 3ヶ月間掲載（セミナーと商品紹介）

eダイレクトメール
（１２,０００通）

閲覧者数
問い合わせ
メールアドレス

セミナー参加リスト
資料請求リスト

受注・契約

成果

１ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目

ご
契
約
・展
開
方
針
決
定

セミナー申し込み受付 セミナー資料請求受付

セ
ミ
ナ
ー
開
催

オプション商品（別途お見積）
・ＷＥＢセミナー（ＷＥＢにて動画配信）
・セミナー開催（セミナー企画、開催）

セミナー参加者によるブログ
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２、Google、Yahoo!共同リスティング広告プラン

サイト集客に人気が高いgoogle、Yahoo!に対するリスティング広告を「マーケティング支援.jpお勧めコールセンター」と称したキ
ャンペーンページにて複数社で行います。低価格導入求める企業様向けの新しい広告プランです。

検索サイトをクリックした方の満足度、利便性を高めるために、マーケティング支援.jpサイトにて、商品・サービス紹介、企業紹
介、資料請求、問い合わせ、メルマガ登録を配置します。これらの施策により貴社情報への接触機会を増やします。

例：グーグルにてコールセンターと検索 １クリック６００円

コールセンター・ＣＲＭのポータルサイト
マーケティング支援.jpお勧めコールセンター

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

マーケティング支援.jp
お勧めコールセンターページ

１画面に３社掲載

ご利用費用例 １社様 ３７万５千円（１,０００ＰＶ ２６万円＋マーケティング支援.jp３ヶ月間掲載費用１１万５千円）
＊google、Yahoo!のリスティング単価×1.3÷３×１,０００pvがＰＶ費用となります。リスティング単価は変動いたします。

マーケティング支援.jp

企業紹介・商品紹介ページ
問い合わせ・資料請求・メルマガ登録
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３、「マーケティング支援.jp CRM事例研究セミナー」 セミナーパック

月刊『アイ・エム・プレス』広告
メールマガジン広告 「マーケティング支援.jp」

CRM事例研究セミナー（約３０社）
５６万５千円～
マーケティング支援.jp

３ヶ月掲載 １１万５,０００円～
初期費用１万円
月額掲載費３万５,０００円（３ヶ月契約）
＊問い合わせ受付別途１,０００円／1件

（またはTOPページ １ｐｖ0.5円）
＊マーケティングブロガー.jpのバナー込
＊弊社原稿制作の場合別途5万円～
＊特殊プログラム埋め込みは別途

セミナー開催（参加者30人程度まで）
（会場費・事務局代行費など）
２０万円～

メルマガ広告（ ６,０００通×２回）
１０万円

雑誌広告（モノクロ1p）
１５万円
＊弊社原稿制作の場合5万円～

セミナー集客からセミナーリポートの掲載

＊他の参加企業との合同セミナー、また貴社のプライベートセミナーや、イベント出展との組み合わせも可能です。

Webサイト「マーケティング支援.jp」

「マーケティング支援.jp」に掲載し、貴社サービスを広くＰＲすると同時に、貴社商品に関心を持つ月刊アイエムプレス購
読者、マーケティング支援.jp来訪者を集め「CRM事例研究セミナー」を開催。貴社にソリューションや商品導入事例を発
表していただくことで、多くの有望見込客との接点づくりを行います。
サイトＰＲ、セミナー集客・セミナー開催・セミナーリポートのサイト掲載が一体となったサービスです。
目に見える費用対効果の実現と、貴社のお手間の低減を行います。

※写真はイメージです
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「マーケティング支援.jp CRM事例研究セミナー」 セミナーパックの価値

１、セミナー開催による新規見込み客との対面機会の創造

ＣＲＭへの関心が高く、企業での発言権がある方々、月刊アイ・エ
ム・プレス読者、マーケティング支援.jpサイト来訪者の中から貴社

商品に関心を持つ見込み客を特定化し、一同に集めプレゼンテー
ションを行い、個別提案、新規契約への足掛かりを作ります。

２、セミナー実施・運営の費用対効果向上

リスクを伴うセミナー開催による営業活動を、セミナーの企画、告
知、集客、開催を一括にマーケティング支援.jpが受託します。低コ
スト、低リスクに行うことで、費用対効果が高まります。

３、サイト掲載による認知・PR・集客

貴社の商品情報、導入事例情報、イベント情報、媒体掲載、その
ほか競合他社との差別化情報を、自社サイトとは違う切り口により、
新しい見込み客に届けます。
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「マーケティング支援.jp CRM事例研究セミナー」 セミナーパック 実施フロー

ブランド・商品認知 見込み客開発 顧客開発

貴
社
に
よ
る
個
別
対
面
営
業→

成
約

月刊誌『アイ・エム・プレス』
Ａ4サイズ純広告
（３万６千人閲覧）

マーケティング支援.jp Web 3ヶ月間掲載（予測値：１５,０００ｐｖ）

営業セミナー

４０人程度の会場で２時間
事例紹介と商品紹介

eダイレクトメール
（１２,０００通）

オプション商品（別途お見積）
メールマガジンによる定期継続的な対話

閲覧者数
問い合わせ
メルアド

セミナー来訪者 受注・契約

成果

１ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目

ご
契
約
・展
開
方
針
決
定
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「マーケティング支援.jp」サイト掲載による

４、商品ＰＲサービス

掲載企業（無料）

企業情報の掲載

参加企業（有料）
商品・サービスの詳細な紹介

問い合わせ受付・資料請求受付

メールマガジン受付

問い合わせ
資料請求
メルマガ登録

（デモソフトの閲覧も可能）

無料

＊弊社規定に合わせ
インターネットにより入力お願いします。

有料
３ヶ月掲載１１万５,０００円～

初期費用１万円
月額掲載費３万５,０００千円（３ヶ月契約）
＊問い合わせ受付別途１,０００円／１件
（またはTOPページ １ｐｖ0.5円）

＊マーケティングブロガーズ.jpへのバナー込
＊弊社原稿制作の場合別途５万円～
＊特殊プログラム埋め込み別途

※掲載項目・成功報酬費は応相談
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「マーケティング支援.jp」サイト掲載による

商品ＰＲサービスの価値

１、認知・PR ＝ PV

貴社の商品情報、導入事例情報、イベント情報、媒体掲載、その
ほか競合他社との差別化情報をより多くの方に届ける。

２、問い合わせ受付 ＝メールアドレス、見込み客リスト開発
見込み客を特定化し、対面営業へつなげる為の基礎情報を収集。

３、自社サイトへのサイト誘導 ＝クリック
検索サイトへの集客施策（SEO、SEM）と同様に、自社サイトへの
来訪者数を増やす施策。
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商品ロゴ＋商品・サービス名

企業ロゴ＋取扱企業名

■商品・サービスの機能

■ターゲット・導入事例

■企業プロフィール

※この商品・サービスが登録されているカテゴリー

※この商品・サービスが解決する課題

今すぐにアクセス！！

ロゴ使用は任意

200文字以内のリードで、
商品・サービスの概要や
主な特徴がここだけ読め
ば大枠で掴めるように

商品・サービスの構成、
機能、詳細特徴、導入
方法、価格などをテキ
スト（最大1000文字程
度）、写真、イラスト、
図表で説明

写真など

当該商品・サービスのター
ゲット・プロフィール、導入
企業名、導入事例などを
テキスト（最大500文字程
度）、写真、イラスト、
図表で説明

図表など

企業プロフィールは、
ユーザビリティの観点
から、社名、本社所在
地、URL、設立年月、
資本金、代表取締役、
業務内容、従業員数、
備考（500文字以内）で
固定

掲載企業検索において
当該商品・サービスが登
録されているカテゴリー
名を羅列

当該商品・サービスが登
録されている課題（現在
のお困りごと）を羅列

問い合わせ
資料請求・セミナー申し込み

メルマガ登録 デモ

商品掲載内容
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５、導入事例紹介サービス
貴社商品・サービスの「導入事例」を取材・編集し、「マーケティング支援.jp」に掲載します。

• 貴社商品・サービス導入企業
へ取材・原稿作成

– A4で2ページ程度が基本
（3,000文字程度＋図表・写真

２～3点）

「マーケティング支援.jp」

「マーケティング支援.jp」
事例掲載 ３ヶ月 ９万円

初期費用１万円
ページ制作費５万円

月額掲載費１万円（３ヶ月契約）
＊特殊プログラム埋め込み別途
＊貴社既存事例の掲載も可能

取材・原稿作成１０万円

合計 19万円

+
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６、導入事例紹介サービス クロスメディアパック
インターネット掲載と月刊『アイ・エム・プレス』とのクロスメディア展開

・貴社商品・サービス導入企業へ

取材・原稿作成

– A4で2ページ程度が基本
（3,000文字程度＋図表・写真

２～3点）

月刊『アイ・エム・プレス』

「マーケティング支援.jp」

月刊『アイ・エム・プレス』

広告料金 ２８万５,０００円
（モノクロ２ページ）

ページ制作費６万円
広告掲載費２2万５､０００円（10%割引）
＊カラー広告２ｐの場合、制作費８万円＋広
告掲載費３６万円～ 合計４４万円～です。

・事例記事を月刊誌にて同時に紹介すると
一層効果的です。

– A4で2ページ程度が基本
（3,000文字程度＋図表・写真２～3点）

・取材・原稿作成 同時掲載の場合4万円引き

・広告掲載費１０％割引

合計４３万５,０００円

取材・原稿作成６万円
（同時掲載特別価格）

「マーケティング支援.jp」
事例掲載 ３ヶ月 ９万円

初期費用１万円
ページ制作費５万円

月額掲載費１万円（３ヶ月契約）
＊特殊プログラム埋め込み別途
＊貴社既存事例の掲載も可能

＜同時掲載料金＞
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契約と期間について

• 掲載決定
– 弊社より掲載申込書をお渡しし、社印押印いただき掲載決定といたします。

• コンテンツ制作

– 貴社と協議の上、原稿内容を決定いたします。弊社にてコンテンツを制作す
る場合は、別途お見積もりさせていただきます。

– 掲載内容決定の２週間後に、Webサイトへ掲載されます。
– 特殊なプログラム作成の場合は、スケジュールを設定いたします。

• お支払い方法
– 毎月25日締めで請求書をお送りします。翌月末日までに指定口座に現金に
てお振込みください。

– 月の途中からの掲載は、日割り計算となります。
– 成功報酬費のご請求は、前日２４日までの計算となります。

• 契約期間
– ３ヶ月契約となります。４ヶ月目以降は、自動更新されます。

– 契約の終了につきましては、契約期間終了の２週間前までにお申し出くださ
い。
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「マーケティング支援.jp」の運営体制

• マーケティング支援.jpは、株式会社アイ・エム・プレスを幹事企業とした、共同事業体（Joint Venture）に
て、企画・開発、運営してまいります。
– 幹事企業

• 株式会社アイ・エム・プレス
– http://www.im-press.jp/

– 設立 1989年10月19日
– 東京都文京区本郷2-3-6聖台ビル
– 業務内容企画、調査、編集、出版、セミナー運営

– Web構築・顧客データ管理運営担当企業
• 株式会社WEMA

– http://www.wema.co.jp/

– 設立２００５年５月２５日
– 東京都千代田区九段南4-3-3 シルキーハイツ九段南2号館
– 業務内容 1.WEBシステムの企画・構築ならびにシステム運用・保守管理業務、2.企業
ネットワークの企画・構築ならびに運用・保守管理業務、3.インターネット通販の販売促
進支援業務、4.インターネットデータセンター運用業務、5.ネットワーク・サーバの受託
運用管理代行業務、6.WEBコンテンツの受託運用管理代行業務

– 企画・開発・プロデューサー
• プロデューサー 玉腰泰三

– http://taizotamakoshi.jp

– 設立2007年６月１日
– 業務内容 ＩＴ、ダイレクトマーケティング、CRMを活用した事業のプロデュース


