
BtoB企業様専用の広告配信システム
ExLead-DSP（エクスリード）

無料トライアル実施のご案内
※費用は一切かかりません!お気軽にお試しください。

TEL: 03-5318-9654
Mail: meitens@meitens.biz



３、バナー（300x250）３、バナー（300x250）

４、リンク先４、リンク先

１、対象エリア１、対象エリア

２、対象ターゲット２、対象ターゲット

右記の4つをご送付いただくことで、無料トライアルを実施いたします。
配信数は、おおよそ30,000imp (約¥10,000相当)を実配信（配信期間は、
2-3日程度）し、終了後に配信結果と結果を基にしたシミュレーション
をご提出いたします。

全国、県単位で配信エリアが選定可能です。
御社商圏エリアに絞って配信が可能です。

300x250（ヨコxタテ）のバナーを最低1つご入稿ください。
ABテストもご希望であれば、2種類のバナーをご入稿くださ
い。そちらも合わせて配信いたします。
※トライアル用のバナー1本の制作も無料サービスで実施し
ております。

エクスリードで選定可能なターゲットをご選定ください。御
社サービス、商品を購入する決定権者となるターゲットをご
選定ください。

バナーのリンク先をご指定ください。

※ターゲット選定にご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

無料トライアルのご案内
ExLead-DSP（エクスリード）
職種特化型ターゲティング広告

エクスリードの強み
１、膨大なデータ量
様々なビジネスサイト、専門サイト、人材紹介会社のデータベース、大手求人サイ
トなどから収集した大量のデータ（数千万データ）を職業別に分けてセグメントを
構築しているため、多種多様な職種を選択できます。

２、鮮度の高いデータ
収集したデータは、毎月古くなったデータを削除し、新しいデータを追加している
ため、配信対象のユーザーは、常に鮮度の高いアクティブな対象者となります。

３、決定権者へのアプローチが可能
収集先のデータ提供元も順次増やしております。特に経営層でのデータを増強して
いるため、決定権者へのアプローチが充実しています。



エクスリードのご利用業種、PR内容の割合表

製造業

IT企業

その他BtoB向け

メディア
建設業

製品・サービス

イベント告知

キャンペーン

ご利用企業の100%がBtoB企業様となっております。
主に商品のPRで、定常的なPR手法としてご利用いただくケースが多い広告システムとなっております。



トライアル実施の流れ

・セグメント選定

（別途一覧表）

・バナー

・リンク先

・セグメント選定

（別途一覧表）

・バナー

・リンク先

配信設定

※入稿完了から、2営
業日～5営業日となり

ます。

配信設定

※入稿完了から、2営
業日～5営業日となり

ます。

広告掲載

スタート

広告掲載

スタート

広告掲載

完了

広告掲載

完了

レポートと

シミュレーション

のご提出

レポートと

シミュレーション

のご提出

1 2 543

※配信スタートからレポート提出までは、
約8営業日ほどを目安にお考えください。



ExLead:地域セグメント

全国 1

北海道・東北地方

福島県 13

関西地方

兵庫県 36

地域

東海地方 2 北海道 14 滋賀県 37
首都圏 3 秋田県 15 三重県 38
北陸地方 4 山形県 16 大阪府 39
全国 5 宮城県 17 和歌山県 40
近畿地方 6 青森県 18 京都府 41
九州・沖縄地方 7 岩手県 19 奈良県 42
四国地方 8

関東地方

東京都 20

中国地方

鳥取県 43
北関東 9 茨城県 21 山口県 44
中国地方 10 埼玉県 22 岡山県 45
東北地方 11 群馬県 23 広島県 46
中部地方 12 千葉県 24 島根県 47

神奈川県 25

四国地方

愛媛県 48
栃木県 26 香川県 49

中部地方

福井県 27 高知県 50
長野県 28 徳島県 51
静岡県 29

九州・沖縄地方

大分県 52
石川県 30 宮崎県 53
山梨県 31 福岡県 54
岐阜県 32 沖縄県 55
愛知県 33 長崎県 56
富山県 34 熊本県 57
新潟県 35 鹿児島県 58

佐賀県 59

全職種セグメント対応

広告効果、配信数を保証するものではございません。
何卒、ご理解のほど宜しくお願いします。



ExLead:業種・BtoB全般（約40種）

詳細なセグメント表に関しましては別紙をご参照ください。

経営層（経営者・CEO等・経営幹部）
店⾧
営業職（法人営業・個人営業・金融・保険・海外営業）
小売等販売職
サービス業従事者
飲食サービス職
ホテル業従事者
販促企画・マーケティング
広報・IR
人事・総務
財務・経理・会計
事務職全般
通信サービス職
経営企画
理容・美容師
公認会計士・税理士
医療・福祉関連職（医師・看護師・介護士・薬剤師・医療事務）
教師・講師
コンサルタント
法務
司法書士・行政書士
保育士
情報セキュリティ関連職・ITエンジニア
クリエイティブ職
倉庫作業・管理業職
運輸サービス職（ドライバー・配送）

などの職種をターゲティングして配信が可能です。
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ExLead:製造業（約180種）

詳細なセグメント表に関しましては別紙をご参照ください。

医療用機械器具・医療用品製造業
映像・音響機械器具製造業
基礎素材産業用機械製造業
記録メディア製造業
金属加工機械製造業
計量器・測定器・分析機器・試験機
測量機械器具・理化学機械器具製造業
建設機械・鉱山機械製造業
光学機械器具・レンズ製造業
航空機・同附属品製造業
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
事務用機械器具製造業
自動車・同附属品製造業
生活関連産業用機械製造業
繊維機械製造業
船舶製造・修理業，舶用機関製造業
通信機械器具・同関連機械器具製造業
鉄道車両・同部分品製造業
電子デバイス製造業
電子回路製造業
電子計算機・同附属装置製造業
電子部品製造業
農業用機械製造業（農業用器具を除く）
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

などの業種に携わる技術職がターゲティング可能です。
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ExLead:建設・不動産業（約30種）
土木工事業（舗装工事業を除く）
舗装工事業
建築工事業(木造建築工事業を除く)
木造建築工事業
建築リフォーム工事業
大工工事業
とび・土工・コンクリート工事業
鉄骨・鉄筋工事業
左官工事業
板金・金物工事業
塗装工事業
床・内装工事業
電気工事業
機械器具設置工事業
建物売買業，土地売買業
不動産代理業・仲介業
駐車場業
不動産管理業

などの業種・職種のターゲティングが可能
です。

詳細なセグメント表に関しましては別紙をご参照ください。



ExLead:その他セグメント（約330種）
農業
林業
水産養殖業
鉱業，採石業，砂利採取業
電気業
ガス業
水道業
放送業
情報サービス業
映像・音声・文字情報制作業
鉄道業
道路旅客運送業
道路貨物運送業
水運業
航空運輸業
倉庫業
繊維・衣服等卸売業
飲食料品卸売業
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
機械器具卸売業
宿泊業
飲食店
などの業種・職種のターゲティングが可能です。
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トライアルレポートのサンプル

・トライアル配信の結果
配信金額、Imp、CTR、CPCをご報告します。

・結果を基にしたシミュレーション
オーディエンス配信の結果を基に
リターゲティング配信を組み合わせた場合の予測
数値をご報告します。

・考察と改善策
トライアル配信から、本配信を実施した場合の考
察と改善策をお知らせします。



企業理念・ビジョン

お客様にとって本当に「必要なモノ・コト」を提供する
良い商品をユーザーが利用できる「きっかけ」を作る

社名の由来

Make potential customers
メイク ポテンシャル カスタマーズ

BtoB企業専門のマーケティング支援会社
※「企業対企業間取引」のクライアント様専門のマーケティング支援企業です。

株式会社メイテンス
代表者:渡辺 一宜
設 立:2017年2月 東京都中野区
事務所:東京都 中野区 新井1-1-5 中央マンションビル（事務所棟）2F

加盟団体
一般社団法人 日本BtoB広告協会 正会員

その他の会員企業
三菱電機、富士電機、日本精工、日本電気、オムロンマーケティング、パナソニック、
堀場製作所、味の素、関西電力、岡村製作所、日刊工業新聞社、電通、東急エージェンシーなど
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会社紹介



本件に関するお問い合わせについては以下にお願いいたします。

ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

お問合せ先

meitens@meitens.biz
Tel:03-5318-9654
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