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トランジスタ技術 Interface 組み込みネット 

合同広告企画 

そこは知っておきたい，見ておきたい 

ESEC プレビュー2010 
 

2010 年 ESEC プレビューは，弊誌「トランジスタ技術」，「Interface」と弊社 Web サイト「組み込みネ

ット」を組み合わせた合同企画となります．「組み込みネット」では，ESEC プレビュー特設サイトを 4

月中旬に開設します．特設サイトでは，ESEC 会場に行く前に「知っておきたい」最新技術や，要素技

術を解説し，「見ておきたい」出展者の最新情報を掲載します．また，トランジスタ技術と Interface に

おいても，9 万人の読者に ESEC の見どころを紹介いたします．ぜひ，企画趣旨をご理解いただき．こ

の機会に広告出稿のご検討をお願いいたします． 

 

■ 媒体概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企画広告出稿概要 
今回の広告出稿は，二つのパターンからお選びいただけます． 

 

パターン 1： トランジスタ技術 + Interface + 組み込みネット 

パターン 2： Interface + 組み込みネット 
 

 

■出稿のメリット 

1． 4 色 1/6 ページの製品紹介スペースを無料でご提供． また同内容の情報を，組み込みネットにも 

掲載します． 

2．通常定価と比べ，本企画ならではの安価な料金設定． 1,020,000 円 → 749,000 円※
 

※トランジスタ技術(4C1P) + Interface(4C1P) + 組み込みネット(メール配信) の場合 

3. 本企画を抜き刷りし，ESEC 会場内において，3,000 部を配布． 

トランジスタ技術 
6 月号（5 月 10 日発売）

60,000 部 

Interface 
6 月号（4 月 24 日発売）

30,000 部 

組み込みネット http://www.kumikomi.net/ 
ESEC プレビュー特設サイト（4 月下旬） 

月間 pv : 900,000pv メール配信数：4,000 件
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集客メール 

●企業紹介スペース原稿内容 

1．製品名もしくは型番 

2．ブース番号 

3．製品紹介（200 文字以内） 

4．連絡先 

社名［株式会社などは，（株）でお願いいたします］ 

部署名，〒，住所，TEL/ FAX，E-mail，ホームページ・ 

アドレス（ http://からお願いします） 

5．製品画像（350dpi 程度の JPG ファイル） 

 

以上のデータを fujiwara@cqpub.co.jp までお送りください．件名は

「1/6 製品紹介原稿」としてください． 

 

■ 組み込みネットの企画内容 

 

1．ESEC プレビュー特設サイト http://www.kumikomi.net/ 

◎ESEC プレビュー記事 

今年の ESEC 会場で話題となる最新技術や要素技術の解説記事を掲載します．会場に行く前の準備に

ご活用いただけます． 

◎ESEC 出展企業情報 

広告出稿企業の製品紹介スペースの内容を掲載いたします． 

 

2．事前アンケート調査 
来場予定者を対象に，展示会に期待する意識調査を会期前に調査します． 

 

3．展示ブースへの集客メール 
御社ブースへの集客を高めるために，メール・マガジン「組み込みがらみ

番外編」を配信します．御社ブースの情報を 4,000 名の購読者に配信します．

（掲載文字数：全角 35 文字×6 行） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■製品紹介スペース 無料（4 色 1/6P） 

 

製品紹介スペースでは，出品新製品や御社出展ブース情報などが一覧できるコーナーです．合同広告企画

にご出稿がない場合でも，80,000 円でご利用いただけます．（トランジスタ技術 ，Interface，組み込みネッ

トの 3 媒体に掲載）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前アンケート調査サイト 

製品紹介スペースの例 

特設サイト 
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■広告掲載要項 
◎進行日程 ※広告進行は，Interface 誌の進行日程となります． 
広告申込日 3 月 24 日(水) 

データ入稿締切日 3 月 30 日(火) 

 

◎掲載料金（円） 

パターン 1  (トランジスタ技術 + Interface + 組み込みネット) 

スペース 普通版 断切版 

4C1P 749,000 823,900 

2C1P 504,000 554,400 

1C1P 399,000 - 

1C1/2P 301,000 - 

 

パターン 2  (Interface + 組み込みネット) 

スペース 普通版 断切版 

4C1P 408,000 448,800 

2C1P 320,000 352,000 

1C1P 264,000 - 

1C1/2P 216,000 - 

※取材形式の記事体広告も可能です．製作費はプラス約 150,000 円/ページとなります．  

 

◎広告寸法[天地×左右]    

掲載誌 スペース 普通版 断切版 

１P 255mm×180mm 280mm×210mm 
Interface [A4 変形] 

１/2P 125mm×180mm - 

１P 230mm×160mm 257mm×182mm 
トランジスタ技術[B5] 

１/2P 110mm×160mm - 

※パターン 1 の場合，A4 変形と B5 のデータを 2 種類ご入稿ください． 

※1/2P の場合，必ず囲み罫を入れてください． 

 

◎4C1/6 製品紹介スペース （本企画に広告掲載がある場合は無料です） 
スペース 掲載料金 原稿締切日 備考 

4C 1/6 80,000 3 月 30 日(火) 原稿製作費用込み 

 

 

■限定 3 社・ESEC 会場配布用抜き刷り・表紙広告 
ESEC会場で配布する抜き刷りの表紙広告スペースです．製品告知の他に，３日間ブースで行うセミナのタイ

ムテーブルの告知などに有効です．本企画に広告掲載のお客様のみ掲載できます． 

 

掲載スペース 掲載料金 原稿寸法(天地×左右) 原稿締切日 配布部数

表 4 150,000 280mm×210mm 4/23（金） 3,000 

表 2 100,000    

表 3 80,000    

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

■広告のお申し込み，お問い合わせ CQ出版(株) 〒170-8461東京都豊島区巣鴨1-14-2 CQビル 

・営業 組み込み出版部 千葉昌之 松元道隆 TEL．03-5395-2901 
・進行 統括支援部  藤原悌子    TEL．03-5395-2132 FAX．03-5395-2104 
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■事前アンケート調査項目(予定) 
 
ESEC への参加目的は？  

・商談のため  

・製品導入の検討のため  

・最新動向の情報収集のため  

・セミナ受講のため  

・その他   

 

ESEC で見てみたい，聞いてみたい組み込み技術のテーマは？ 

・ボード・コンピュータ，CPU ボード  

・組み込み PC（ボックス型コンピュータ）  

・タッチ・パネル・モニタ/モジュール  

・音声認識・音声合成システム  

・画像処理システム，画像処理ボード  

・無線ネットワーク（ZigBee，Bluetooth など）  

・車載ネットワーク（CAN，FlexRay など）  

・高速インターフェース（PCIe，USB 3.0 など）  

・セキュリティ・システム  

・RFID，IC カード  

・マイクロプロセッサ，マイクロコントローラ  

・FPGA  

・リアルタイム OS  

・組み込み Linux  

・Android  

・Windows Embedded（CE を含む） 

・組み込みデータベース  

・組み込みソフトウェア開発環境  

・ICE/エミュレータ  

・ロジック・アナライザ，オシロスコープ  

・設計・開発サービス  

・教育サービス，研修用教材  

 

あなたのプロフィールを教えてください． 

・年齢 

・役職 

・業種 

・職種 

・専門分野 

・地域 

 
その他 

 
 
 
 
 

 


