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特集型リード獲得商品のご紹介 - 2022年2月「セールステック」-
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はじめに

“「営業推進」に100%セグメントした、「電話接続ができる」リードを獲得する”

TECH+だからできるオンライン、オフラインを複合したプランで上記テーマを実現します
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特集型リード獲得商品_概要

ユーザーの多様化が進み、テレワークなどによって営業活動におけるリード獲得が困難になりつつあります。
デジタルマーケティングはここへの有効な手段として注目されていますが、オンラインで獲得したリード情報は、その情報が ”ユーザーによ
る入力内容“ に依存するため、得られたリードに対してなかなか電話接続がかなわないというケースが多々あります。

リード獲得の成果を最大化するためには、
「ターゲット（営業推進）」であり且つ、「その後のナーチャリングで電話接続ができる」リードを獲得するための手法が必要になります。

TECH+のリード獲得商品は、
“「営業推進部門」に100%セグメントした、「電話接続ができる」リードの獲得” を支援します。

独自のサービス設計で、営業推進部門のリード獲得を支援

100%のターゲティング
150名以上企業の営業推進
担当者だけに架電を実施。
リード化した名簿すべてを、
上記の担当者で揃えます。

高い接続率
媒体社という客観立場から
架電を実施。これにより、
アウトバウンドコールサー
ビスと比べ高い確率で代表
通過し担当者へ接続します。

電話連絡が可能なリード
リード化した名簿へのセー
ルス活動にあたって有効な
「電話での営業が可能な
リード」として、名簿を納
品いたします。

マイナビニュース リード商品の独自価値

TECH+独自のスキームにより、
- オンラインメディアでは困難な「100%ターゲットで揃えたリード獲得」 - 「電話接続ができるリード」の含有率を最大化

この双方を実現いたします。

Opt-in獲得時に2度会話（コール）を
しているため、フォローがしやすい点
もポイントです。
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特集型リード獲得商品_特集型とスタンダード型

TECH+のリード獲得商品は、「獲得単価重視」の特集型プラン と 「質重視」のスタンダードプラン の2種を用意しています。
リードの創出において、広告主様の要望に応じ、使い分けていただけます。

※本資料では特集型プランについて紹介しています。スタンダードプランについては、別紙をご参照ください。

「獲得単価重視：特集型」と「質重視：スタンダード型」の2つのプランを用意

TECH+ リード獲得商品

獲得単価重視：特集型 質重視：スタンダード型
1つのテーマに沿って記事を作成。

記事上で複数の企業の製品が羅列した形で記事を紹介。
複数社のパーミッション取得を図る施策となります。

メリット： スタンダードプランと比べ、廉価にリードを
獲得できる

デメリット：競合他社と獲得リードをシェアするため、
獲得したリードを独占することができない

共通のメリット：「100%ターゲティング」した「電話接続ができる」リードの獲得

案件ごとに記事やスクリプトを作成。
広告主様の製品のみを紹介し、

個社単体のパーミッション取得を図る施策となります。

メリット： 個社でのパーミッション取得の為、リードを
独占することができ、その粒度も高い

デメリット： 特集型プランと比べてコストが高い
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特集型プランでは、「好評な記事の紹介」を名目としたマイナビニュース名義のテレマーケティングにより、リード獲得を
実施。架電先を後述（P6）記載のセグメントに限定とすることで、当該セグメントの企業に揃えたリード獲得を実現します。

テレマーケティングという手法によって、デジタルメディアを活用した一般的な手法では獲得できなかった新規層のリードを獲得します。

保証件数は②のテレマーケティングでの獲得数となります。①のオンライン上で獲得したリードは、無償で納品いたします。

オンライン(①)とオフライン(②)の各獲得手法は個別に展開いたします。納品時には、①で取得したリードと②で取得したリードを
別個のExcelとして納品差し上げる形となります。

特集型リード獲得商品_施策スキーム

サイト内誘導

記事ページ

WPダウンロード者の
リード情報を納品

②テレマーケティングでの獲得①オンライン上での獲得

WPのサマリ記事を紹介
するトークスクリプト
を準備。トークスクリ
プトに沿ってテレマー

ケティングを実施

従業員数150名以上企業
かつ「営業推進」担当者

上記に該当する企業のみを
コールリスト化

電話上でパーミッ
ションを取得した
方のリード情報を

ご提供（件数保証）

記事
※序文のみ掲載
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特集型リード獲得商品_獲得フロー

ターゲットリスト作成 コール準備 テレマーケティング

「マイナビニュースで掲載している好評な記事の紹介」を趣旨とするテレマーケティングをマイナビニュースで実施。
下記フローのもと、予め設定したターゲットリストのみを対象としてテレマーケティングを行うことで、
営業対象になり得るリードのみを獲得いたします。

Excel形式
で納品

納品

テレマーケティングの内容

弊社DBよりターゲット企業をリスト化 コール内容を策定、各社確認し確定

コールスクリプト作成

コール実施

ターゲットリストに対し、定めた内容でコールを実施

従業員数150名以上企業
かつ「営業推進」担当者
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いつもお世話になっております。
マイナビニュースの○○でございます。

マイナビニュースに掲載中の、セールステッ
ク関連の製品紹介記事が、現在各社様からご
好評いただいておりまして。本記事ではいま
注目を集めている製品について、製品①と製
品②、製品③、製品④の4つを紹介したもの
となっています。

御社でも、営業活動を高度化したり営業推進
の業務効率を加速させていくうえで有効な情
報になると思いますが、こちら、メールにて
記事と資料を送付させていただけないでしょ
うか。

↓

以降、個人情報収集と、各社のパーミッショ
ン（営業許諾）取得を進行

※架電上では、製品名や企業名の掲出のみとなり、細か
な各社の製品紹介を行うことはできません。この点、ご
了承ください。

特集型リード獲得商品_記事内容とコールイメージ

以下構成のもと、
協賛企業様の製品を
紹介する記事を掲載。

リード文章
セールステックに注目を集め
るリード文章を掲載。「いま
注目を集めているセールス
テック製品について紹介す
る」というたきつけのもと、
本文へシフト
↓
本文
注目の製品として、各社様製
品を500文字前後で紹介
製品①紹介

・約500文字
製品②

・約500文字
製品③

・約500文字
製品④

・約500文字
↓
まとめ文章
各製品についてリンクから資
料をダウンロードしてほしい、
というまとめ

コールイメージ
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特集型リード獲得商品_申込締切と進行スケジュール

お申込締切、掲載製品のPDF資料のご支給（※）

ご実施のお申込みと、掲載を希望される製品の紹介資料（PDF）のご支給をお願いします。

記事原稿ご提出、記事原稿確認

マイナビより、掲載する特集記事の初校をご提出します。貴社製品紹介部分について、
確認をお願いします。

記事公開、架電開始

記事を公開し、架電をスタートいたします。2月24日～25日
公開、架電開始

最終納品

3月末にて、最終名簿を納品いたします。3月末
施策終了

2月9日
申込締切

2月14日
記事原稿確認

架電期間

4週間かけて150件の営業許諾を獲得。リードは週に2度、毎週月曜日、木曜日にご提出いたします。4週間

特集型リード獲得商品 - 2022年2月「セールステック」- 申し込み締切と進行スケジュール

スクリプトご提出、スクリプト確認

マイナビより、架電スクリプトをご提出します。貴社製品紹介部分について、確認をお願いします。
2月21日

スクリプト確認

※ 特集型プランでは原則、「製品カタログ」「製品紹介資料」のみに、ご支給いただく資料を制限させていただいて
おります。事例資料などを利用いただくことはできかねるため、何卒ご了承のほどお願い致します。
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特集型リード獲得商品_実施料金

実施料金と注意事項について、以下にてご案内申し上げます。

メニュー名 セグメント 保証リード件数 リード獲得方式 掲載枠 基本料金

特集型リード獲得商品
2022年2月 「セールステック」

企業：
150名以上規模の企業

職種：
営業推進部門

150件（保証） ① オンライン上での獲得
② テレマーケティングでの獲得 4社 ¥1,500,000

※ 基本料金である ¥1,500,000 の内訳は、
[WEB掲載料 ¥100,000(Gross) + コール準備費用 ¥500,000(Net)  + リード獲得費用 ¥900,000(@¥6,000_Gross)] となります。
※ ご実施にあたり、掲載を希望される製品の紹介資料（PDF）について、7MB以内にてご支給いただきます。

【申し込み締切：2月9日】特集型リード獲得商品 - 2022年2月 「セールステック」-
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特集型リード獲得商品_Q&A

Q. 記事掲出や架電時の社名読み上げの順番は、どのようになりますか？
A. こちら、記事掲出、架電時の社名読み上げともに、お申し込みの順となります。

Q. リード情報をパートナーとシェアしたいのですが、複数社の営業許諾を得ることは可能でしょうか？
A. 大変申し訳ありません。特集型プランでは、「協賛社様あたりの、複数社の営業許諾獲得」には対応しておりません。

スタンダードプランではこちら可能ですので、スタンダードプランにてご検討をお願いできますでしょうか。

Q. 獲得リードのうちどのくらいの割合が、「電話接続ができるリード」となりますか？
A. 当社ではTECH+商品でリード獲得をいただいた企業様向けに提供するナーチャリング商品があります。そこでの実績値ベースと

なりますが、およそ、獲得リードのうち、85%～90%が、「電話接続ができるリード」となっています。

Q. スタンダードプランと比べて「コール準備費用」や「リード獲得費用 （単価）」が異なるのはなぜですか？
A. 複数社のリード獲得を行う性質上、スクリプト作成や架電に向けたコミュニケーターのトレーニング、管理進行などのプロセスが

複雑となるため、「コール準備費用」がスタンダードプランと比べて高く設定しています。「リード獲得費用（単価）」については、
架電にかかる工数（から計算した金額）について複数社で案分する形となるため、スタンダードプランに比べて低い設定となります。

Q. 掲載企業枠が埋まらなかった場合、どのようになりますか？
A. 本特集では、実施企業様が2社以上で実施いたします。1社のみの場合、お申込みいただけても未実施となる可能性があります。

予めご了承のほど、お願い申し上げます。

Q. 架電対象のリストから既存顧客を除外するなど、事前のリスト確認とそこでの除外対応は可能でしょうか？
A. 大変申し訳ありません。特集型プランでは、「架電リストの事前確認」および「架電リストの除外対応」は対応不可となります。

スタンダードプランではこちら可能ですので、スタンダードプランにてご検討をお願いできますでしょうか・

特集型リード獲得商品 Q&A
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おわりに

マイナビコンテンツメディア事業部コンテンツ営業・制作第一統括部
電話番号： 03-6267-4336
メールアドレス：webmedia@mynavi.jp

TECH+「特集型リード獲得商品」のご案内は以上となります。

弊社リード獲得商品が
各社様のマーケティング戦略の一助になりますと幸いです。
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