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企業やビジネスパーソンのデータを分析・広告配信に活用

2020.7.1－2020.9.30 ＜簡易版資料＞



サービス概要 －「シラレル」－

1000万以上のデータ量を誇る大規模ビジネスデータを

利用してターゲティング広告の配信が可能。

BtoB製品やサービスの認知拡大を狙う。
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▼バナー広告掲載イメージ（静止画/動画）

▼国内最大級の配信ネットワーク
（PC：635億imp/月 SP：1,750億imp/月 ※2020年4月実績）

※上記メディアは一例となります

累計導入企業数400社突破！

BtoB業界に特化したディスプレイ広告(DSP)



データ概要①企業IP情報・名刺情報

ランドスケイプ社「LBC」
Geolocation Technology社「どこどこJP」

--------------------------
両社とデータ連携し国内最大級の
ビジネスデータベースを構築

▼

PC・SP合わせて約500万UBの

ビジネスパーソンへアプローチが可能
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企業情報データベース 名刺情報データベース

Sansan社が運営する無料の
名刺管理ツール「Eight」
--------------------------
Eightを利用する240万人の
ビジネスデータの利活用が可能

▼

PC・SP合わせて約460万UBの

ビジネスパーソンへアプローチが可能

下記データベースを利用し、特定の業種や職種を絞って
企業・ビジネスパーソンへのアプローチが可能



データ概要②セグメントイメージ
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業種（大区分）

企業名
※企業IPデータのみ

上場区分
※企業IPデータのみ

従業員規模

建設業 製造業 電気・ガス 情報通信 運輸業 卸売・小売 金融

食料品
製造

機械器具
卸売業

株式会社●●

東証一部

繊維
工業

情報
サービス

・・・・・

・・・

~50人
51~

100人
101~
300人

301~
1000人

1001~
3000人

3001~
5000人

地方上場 JASDAQ マザーズ ヘラクレス東証二部

売上高規模 ~5000万円
1億~

10億円
10億~
30億円

30億
~50億円

5000万~
1億円

鉄道

△△△株式会社

業種（中区分）

・・・教育

銀行
不動産
管理 ・・・医療

非上場

・・・5001~
10000人

50億~
100億円

100億~
1000億円

10001人
~

1000億円
~

職種
※Eightデータのみ

SE 営業
企画
マーケ

デザイン ・・・管理部門 人事 総務 法務

役職・職位
※Eightデータのみ

取締役
役員・CxO

会長・代表
社長・CEO

GM
局長・部長

Mgr
次長・課長

Ldr・チーフ
係長・主任

役職なし

※上記セグメントは一例となります。また、利用データによりセグメント可能な内容・粒度が異なります。詳細は営業担当までお問い合わせください。



データ概要②その他専門メディアデータ
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その他多くのビジネス関連メディアの閲覧データもご利用可能

国内のほぼ100％のエンジニア
にリーチする、国内最大級のエ
ンジニア特化型コミュニティ。
毎日50,000人以上のエンジニ
アが訪れ、活発に問題解決が行
われている。
▶活用例：エンジニア向け

国内最大級の会員数と、カード
取扱高を誇るクレジットカード
利用データ。女性に人気のセゾ
ンカード、男性に人気のUC
カードの他、百貨店や銀行など
幅広い提携カードを展開。
▶活用例：職位（役員、個人事
業主）

スマートフォンから取得出来る
位置情報を活用するジオターゲ
ティング技術。ライフスタイル
系を中心に100以上の提携アプ
リから取得した位置情報を利用
した広告配信が可能。
▶活用例：大学や工場などの施
設

導入企業は249,000社を超える
ビジネスチャットツール
（2020年1月末日時点）。従業
員規模300人未満の中小企業が
大半を占める。
▶活用例：中小・スタートアッ
プ企業向け

経営者層やマネジメント層など、
日本の未来を創るビジネスリー
ダーのための総合メディア。国
際情勢、最新ビジネス動向、イ
ノベーションなど本質的な論考
を毎日更新。
▶活用例：マネジメント層向け

日本最大級の共通ポイントサー
ビス。T会員データから実店舗
の購買データ、属性データ等を
取り込み配信セグメントの生成
が可能。

▶活用例：職位（会社役員・経
営者）

プログラマのための技術情報共
有サービス。プログラミングに
関するTips、ノウハウ、メモを
簡単に記録 & 公開することが
可能で、他のエンジニアと知見
の共有が行われている。
▶活用例：エンジニア向け

エンジニアをつなぐ IT勉強会
支援プラットフォーム。イベン
トやIT勉強会の開催、さらに参
加者の集客に便利。コミュニ
ティの運営やイベントの検索、
事前決済も可能。
▶活用例：エンジニア向け

採用、育成、労務管理、組織開
発、働き方改革など、様々な人
事課題を抱えるビジネスパーソ
ン向けの人事総合メディア。人
事・HR関連の幅広い情報を提
供。
▶活用例：人事向け、HR/組織
分野の関心者

日本最大級の法律相談、弁護士
検索ポータルサイト。オンライ
ン法律相談サービスや弁護士検
索サービスなどを提供。

▶活用例：弁護士向け訴求

法人向けITサービスの比較・資
料請求サイト。SaaS領域（ク
ラウドサービス）を中心に幅広
いサービスを掲載。ツール紹介
や使い方などの情報を提供して
います。
▶活用例：ITサービス導入検討
者向け

世界中の事業・製品・技術・特
許の情報プラットフォーム。世
界中のイノベーターが取り組む
べき課題、過去20年分の技術情
報など様々な情報を提供、創造
活動を支援。
▶活用例：BtoB(R&D、製品
開発部門)向け

法人向けIT製品の比較・資料請
求を無料でご利用いただけます。
導入事例や特集記事といった、
製品導入をする前に知っておき
たいIT情報も充実しています。
▶活用例：ITサービス導入検討
者向け

日本で創業する全ての起業家が
集う国内最大級のポータルサイ
トです。情報収集はもちろん、
事業計画書作成ツールの利用や
ホームページ代わりに使える情
報掲載サイトの利用なども無料
で使えます。
▶活用例：創業者・起業家

クラウド関連サービスや製品に
ターゲットを絞り、スモールビ
ジネスからエンタープライズま
でサービス/製品選定に役立つ
情報や最新の技術動向などを
日々配信しています。
▶活用例：ITサービス導入検討
者向け

ITビジネスの＋αを提供する情
報サイト。「週刊ＢＣＮ」と連
携し、IT関連のセミナー・イベ
ント情報等、ビジネスマッチン
グに関する情報も多数掲載。
▶活用例：ITサービス事業者・
ITサービス導入検討者向け

NEW!!NEW!!

自動車・電気機器・ITといった
消費者になじみ深い産業を中心
に、企業の最新動向や見逃せな
いトレンドのニュースを広く配
信。
▶活用例：中堅・管理職世代の
ビジネスパーソン向け

NEW!!

社会課題をテーマに、ビジネス
創出を目指すスタートアップ、
起業家、復業家、企業をつなぐ
挑戦者のためのオープンイノ
ベーションメディアです。
▶活用例：起業家、新規事業責
任者、スタートアップ関連事業
の従事者

NEW!!



Appendix：分析レポート

分析レポートによりユーザー（impression/click）の企業情報の可視化が可能

6

企業IPデータ 企業別配信結果レポート 名刺情報データ サマリレポート

企業名 業種 上場区分 売上規模 資本金 従業員数 住所 電話番号 Impression click CTR

株式会社1111＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-11112,000,000 2,000 0.10%

株式会社1112＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-11121,666,667 1,833 0.11%

株式会社1113＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-11131,388,889 1,694 0.12%

株式会社1114＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-11141,157,407 1,157 0.10%

株式会社1115＊＊業 非上場 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1115 964,506 1,447 0.15%

株式会社1116＊＊業 非上場 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1116 803,755 844 0.11%

株式会社1117＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1117 669,796 924 0.14%

株式会社1118＊＊業 非上場 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1118 558,163 614 0.11%

株式会社1119＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1119 465,136 488 0.11%

株式会社1120＊＊業 東証二部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1120 387,613 775 0.20%

株式会社1121＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1121 323,011 355 0.11%

株式会社1122＊＊業 非上場 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1122 269,176 283 0.11%

株式会社1123＊＊業 東証一部 +億～+億+億～+億+人～+人●●県～03-1111-1123 224,313 274 0.12%

※分析レポートは、各データ50万円以上のお申込よりご提出可能です。
※企業IPデータを利用した配信時のみ、企業名別のレポートがご提出可能となります。



Appendix：配信実績
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法人向け

PC関連製品

オフィス向け複合機の

資料ダウンロード

サーバーセキュリティ

サービス

レンタルオフィスサービス

認知

クラウド型

人材管理サービス

29円 200円 146円 70円 166円

0.45% 0.04% 0.12% 0.23% 0.10%

○業種：製造・通信

○売上：10億～5000億

○従業員数：300人以上

○職種：総務 ○売上規模：20億～50億
○職位：会社代表・役員・

部長クラス以上

○職種：人事・総務・

管理部門

60円

請求業務代行サービス

認知

0.15%

○従業員数：50～500人

※その他の実績やご相談につきましては、営業担当者もしくは<info_to_b@microad.co.jp>までお問合せください。


