
ビジネスピックアップ カテゴリ別資料請求単価⼀覧

※資料請求・お問い合せ１件あたりのご請求単価（税別）になります。

※出稿企業の掲載がないカテゴリは現在、掲載中の企業様がいない、カテゴリとなります。

お問い合せ先：㈱ライトアップ ビジネスピックアップ事務局 TEL：03-5784-0701 MAIL:life-biz@writeup.co.jp

サイトテーマ 単価 URL 備考

営業代⾏・営業⽀援 7,000 http://daikou.pickup.jp/ 出稿・問い合わせ件数共にNo.1 
新規開拓営業代⾏ 7,000 http://daikou-new.pickup.jp/
販売促進 7,000 http://hanbaisokushin.pickup.jp/
販売代理店募集 10,000 http://dairiten.pickup.jp/
卸売業 7,000 http://oroshi.pickup.jp/
SFA（営業⽀援）／CRM／CTI 10,000 http://sfa.pickup.jp/
コールセンター／テレアポ代⾏ 10,000 http://callcenter.pickup.jp/    問い合わせ多い
クレーム処理 7,000 http://claim.pickup.jp/
ダイレクトメール作成・配送 7,000 http://dm.pickup.jp/
フランチャイズ比較 10,000 http://fc.pickup.jp/
パチンコホール集客⽀援 7,000 http://hall-shukyaku.pickup.jp/
パチンコホール販促ツール 7,000 http://hall-hansoku.pickup.jp/
パチンコホール店舗運営⽀援 7,000 http://hall-tenpo.pickup.jp/
名刺制作 5,000 http://meishi.pickup.jp/
リサーチ 10,000 http://research.pickup.jp/
ビジネスセミナー 3,000 http://seminar.pickup.jp/
売上向上・販売⽀援 7,000 http://uriage.pickup.jp/
ネット通販⽀援 7,000 http://tuhan.pickup.jp/
OEM 7,000 http://oem.pickup.jp/
インターネット広告代理店 7,000 http://webad.pickup.jp/

MBA・⼤学院・留学 2,000 http://mba.pickup.jp/
SES（システムエンジニアリングサービス） 7,000 http://ses.pickup.jp/
ビジネススクール・資格 2,000 http://shikaku.pickup.jp/
ヘッドハンティング 7,000 http://head.pickup.jp/
メンタルヘルス 7,000 http://mental.pickup.jp/
モチベーション向上コンテンツ制作 7,000 http://yaruki-contents.pickup.jp/
リーダーシップ、マネジメント研修 7,000 http://mg.pickup.jp/
リーダーシップ、マネジメント研修【⻑期】 7,000 http://mg-long.pickup.jp/
ロジカルシンキング、コミュニケーション研修 7,000 http://logical.pickup.jp/
営業研修、セールスマン研修 7,000 http://sales.pickup.jp/
営業研修、セールスマン研修【⻑期】 7,000 http://sales-long.pickup.jp/
採用ホームページ・パンフレット 7,000 http://saiyosite.pickup.jp/    契約率が⾼い
社員モチベーション向上 7,000 http://yaruki.pickup.jp/
社員研修【全国対応可能】 7,000 http://kenshu-all.pickup.jp/
社員研修・社内セミナー⽀援 7,000 http://kenshu.pickup.jp/    出稿・問い合わせ多数
社⻑、経営者研修 7,000 http://keiei.pickup.jp/

■ 営 業 ・ 販 売 ⽀ 援 

■ 採 用 ・ 研 修



サイトテーマ 単価 URL 備考
新卒採用⽀援コンサル 7,000 http://shinsotsu.pickup.jp/
新卒採用⽀援コンサル【全国対応可能】 7,000 http://shinsosu-all.pickup.jp/
新⼊社員、若⼿社員研修 7,000 http://wakate.pickup.jp/
新⼊社員、若⼿社員研修【⻑期】 7,000 http://wakate-long.pickup.jp/
人材採用・紹介会社 7,000 http://saiyo.pickup.jp/
人材採用・紹介会社【成功報酬型】 7,000 http://saiyo-seiko.pickup.jp/
人材採用・紹介会社【全国対応可能】 7,000 http://saiyo-all.pickup.jp/
人事情報システム 7,000 http://jinjisystem.pickup.jp/
人事評価制度・人事コンサル 7,000 http://jinjiseido.pickup.jp/    契約率が⾼い
中途採用⽀援 7,000 http://chutosaiyo.pickup.jp/
転職⽀援 7,000 http://tenshoku.pickup.jp/

facebookファンページ制作・運用⽀援 7,000 http://facebook.pickup.jp/
Androidアプリ開発 7,000 http://android.pickup.jp/
CG制作 7,000 http://cg.pickup.jp/
ECサイトリニューアル 7,000 http://re-ec.pickup.jp/
ECサイト構築 7,000 http://ec.pickup.jp/    出稿・問い合わせ多数
ECサイト構築・運用 7,000 http://ec-support.pickup.jp/
Flash制作 7,000 http://flash.pickup.jp/
iPhoneアプリ開発 7,000 http://iphone.pickup.jp/
LPO 5,000 http://lpo.pickup.jp/
SNSシステム構築 7,000 http://sns.pickup.jp/
システム開発・運用 7,000 http://system-support.pickup.jp/
システム開発受託 10,000 http://system.pickup.jp/    問い合わせ多い
ビジネスブログ構築 7,000 http://blog.pickup.jp/
企業サイトリニューアル 7,000 http://re-web.pickup.jp/
企業サイト制作 7,000 http://web.pickup.jp/    出稿人気
企業サイト制作・コンサルティング 7,000 http://web-consul.pickup.jp/
携帯コンテンツ制作 7,000 http://keitai-contents.pickup.jp/
携帯サイト構築 7,000 http://keitai.pickup.jp/
携帯サイト構築【ＡＳＰ】 7,000 http://keitai-asp.pickup.jp/
⼼理テスト・占い・ゲーム 7,000 http://shindan.pickup.jp/

オリジナルキャラクター制作 7,000 http://character.pickup.jp/
タクシー広告 5,000 http://taxikoukoku.pickup.jp/
デジタルサイネージ 7,000 http://signage.pickup.jp/
ノベルティ制作 7,000 http://novelty.pickup.jp/
パンフレットデザイン・コピー制作 7,000 http://pamph-copy.pickup.jp/
パンフレット制作 5,000 http://pamphlet.pickup.jp/
印刷会社 7,000 http://print.pickup.jp/
広報・PR・プレスリリース 7,000 http://pr.pickup.jp/
雑誌・新聞広告 5,000 http://masskoukoku.pickup.jp/

■ 制 作 ・ 構 築

■ 宣 伝 ・ 広 告 



サイトテーマ 単価 URL 備考
新築者向けＤＭ 7,000 http://shinchikudm.pickup.jp/
賃貸経営者向け広告 7,000 http://chintaiad.pickup.jp/
電⾞、駅広告 5,000 http://train.pickup.jp/
動画制作・映像配信 7,000 http://doga.pickup.jp/

Twitterマーケティング 7,000 http://twitter.pickup.jp/
ソーシャルマーケティング 7,000 http://social.pickup.jp/
クラウドサービス 7,000 http://cloud.pickup.jp/
SEO対策 7,000 http://seo.pickup.jp/    出稿・問い合わせ多数
WEB会議 7,000 http://webmeeting.pickup.jp/
インターネットリサーチ 10,000 http://netresearch.pickup.jp/
バズマーケティング 7,000 http://buzz.pickup.jp/
バス広告 5,000 http://bus.pickup.jp/
メールマガジン編集代⾏ 7,000 http://mailmagazine.pickup.jp/
メール配信システムASP 5,000 http://mailsystem.pickup.jp/
アフィリエイトASP 7,000 http://affi-asp.pickup.jp/
モバイルアフィリエイト 7,000 http://mobileaf.pickup.jp/
決済代⾏ 3,500 http://pay.pickup.jp/
ホスティングサービス 7,000 http://hosting.pickup.jp/

ERPパッケージ 10,000 http://erp.pickup.jp/
OA機器 10,000 http://oa.pickup.jp/
アウトソーシング 7,000 http://outsource.pickup.jp/
アクセス解析 7,000 http://access.pickup.jp/
ウォーターサーバー 7,000 http://water.pickup.jp/
オフィスデザイン 7,000 http://officedesign.pickup.jp/
オフィス移転・オフィスコンサル 10,000 http://iten.pickup.jp/
オフィス不動産 7,000 http://hudosan.pickup.jp/
オフィス文具 7,000 http://stationery.pickup.jp/
オフショア開発 7,000 http://offshore.pickup.jp/
グループウェア 7,000 http://groupware.pickup.jp/
ケータリング 7,000 http://catering.pickup.jp/
コスト削減（BPO)・経費節約 10,000 http://bpo.pickup.jp/
コミュニティ管理 7,000 http://community.pickup.jp/
データ⼊⼒・名刺⼊⼒ 7,000 http://nyuryoku.pickup.jp/
テニススクール 7,000 http://tennis.pickup.jp/

■ W E B マ ー ケ テ ィ ン グ

■ 業 務 改 善 ・ 節 約 、他



サイトテーマ 単価 URL 備考
ネットセキュリティ 7,000 http://netsecurity.pickup.jp/
ネットワーク 7,000 http://network.pickup.jp/
ハウスキーピング（家事代⾏） 7,000 http://housekeep.pickup.jp/
ビジネスホン（新品・中古） 7,000 http://tel.pickup.jp/
マニュアル 7,000 http://manual.pickup.jp/
レンタルオフィス 5,000 http://rentaloffice.pickup.jp/
レンタルユニフォーム 7,000 http://uniform.pickup.jp/
飲食店バックヤード 7,000 http://inshokuback.pickup.jp/
飲食店開業・リニューアル 5,000 http://inshokurenew.pickup.jp/
飲食店経営コンサルティング 5,000 http://inshokuconsul.pickup.jp/
会計ソフト 10,000 http://kaikei.pickup.jp/
会社設⽴・創業⽀援 7,000 http://sogyo.pickup.jp/
解雇 7,000 http://discharge.pickup.jp/
楽天出店⽀援 7,000 http://rakuten.pickup.jp/
株式公開⽀援・資本政策 7,000 http://ipo.pickup.jp/
観葉植物レンタル 7,000 http://green.pickup.jp/
危機管理・リスク評価 7,000 http://kikikanri.pickup.jp/
業務管理システム 7,000 http://gyomukanri.pickup.jp/
経営コンサルティング 7,000 http://consul.pickup.jp/
警備・セキュリティ 7,000 http://keibi.pickup.jp/
⾏政書⼠ 7,000 http://gyoseishoshi.pickup.jp/
債権回収 7,000 http://saikenkaishu.pickup.jp/
債務整理(BtoC向け) 7,000 http://saimu.pickup.jp/
債務整理・債権整理 7,000 http://saimuseiri.pickup.jp/
資産調達・資⾦繰り対策 5,000 http://asset.pickup.jp/
社会保険労務⼠ 7,000 http://syaroshi.pickup.jp/
就業規則 7,000 http://rule.pickup.jp/
助成⾦ 7,000 http://joseikin.pickup.jp/
助成⾦・補助⾦コンサル 7,000 http://hojokin.pickup.jp/
食品加工作業者派遣 7,000 http://foodhaken.pickup.jp/
是正勧告 7,000 http://zesei.pickup.jp/
性格適性検査・採用テスト 7,000 http://tekisei.pickup.jp/
税理⼠・記帳代⾏ 7,000 http://zeirishi.pickup.jp/
節水・節電 7,000 http://syouene.pickup.jp/
節税対策 7,000 http://setsuzei.pickup.jp/
探偵会社・身辺調査 7,000 http://tantei.pickup.jp/
内部統制 7,000 http://tousei.pickup.jp/
二代目経営者⽀援 5,000 http://nidaime.pickup.jp/
不用品回収・処分 7,000 http://huyohin.pickup.jp/
法人携帯電話・通話料節約 7,000 http://houjinkeitai.pickup.jp/
翻訳・通訳 7,000 http://language.pickup.jp/
労働トラブル 7,000 http://rodotrouble.pickup.jp/
労働基準監督署 7,000 http://rouki.pickup.jp/


