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【デベロッパー】
●総合不動産会社
ＮＴＴ都市開発
ＭＩＤ都市開発
小田急不動産
関電不動産
ゴールドクレスト
コスモスイニシア
清水総合開発
新日鉄興和不動産
新日本建物
住友不動産
総合地所
大　京
大成有楽不動産
中央不動産
東急不動産
東京ガス都市開発
東京建物
東電不動産
都市再生機構
日本土地建物
野村不動産
阪急不動産
ヒューリック

平和不動産
三井不動産
三菱地所
明和地所
森トラスト
森ビル
安田不動産

●建設・住宅
大林組
鹿　島
清水建設
積水ハウス
大成建設
大和ハウス工業
竹中工務店
戸田建設
長谷工コーポレーション
フジタ

●商　社
三菱商事
伊藤忠商事
住友商事
双　日

丸　紅
三井物産

●鉄　道
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
京浜急行電鉄
JR東海
JR東日本
西武鉄道
東京急行電鉄
東京地下鉄
東武鉄道

【ビル賃貸業】
（ビルオーナー、金融機関除く）

飯野海運
サンケイビル
GLプロパティーズ
世界貿易センタービルディング
ダイビル
三菱倉庫

「日経不動産マーケット情報」主要購読者勤務先より

発注者向け
ソリューションの
ご案内2014
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まちづくり、ビルづくりの発注者に、
貴社製品・サービスの情報を届けませんか？

●「日経不動産マーケット情報」主要購読者勤務先

デベロッパー
●総合不動産会社
ＮＴＴ都市開発
ＭＩＤ都市開発
小田急不動産
関電不動産
ゴールドクレスト
コスモスイニシア
清水総合開発
新日鉄興和不動産
新日本建物
住友不動産
総合地所
大　京
大成有楽不動産
中央不動産
東急不動産
東京ガス都市開発
東京建物
東電不動産
都市再生機構
日本土地建物
野村不動産
阪急不動産
ヒューリック
平和不動産
三井不動産
三菱地所
明和地所
森トラスト
森ビル
安田不動産

※SA：シングルアンサー、MA：マルチプルアンサー

68.4％

49.8％
54.9％

26.2％
29.5％

13.9％
17.3％分野を問わず関心がある

医療、高齢者施設

物流施設

ホテル

集合住宅

商業施設

オフィスビル わからない不動産（土地・建物）は取り扱わない

1億円未満

1億円～5億円未満

5億円～10億円未満

10億円～50億円未満

50億円以上

31.6％

11.8％

16.0％

4.6％

10.5％
7.6％

17.7%

●関心のある不動産（MA）

ビル建築における建材・設備や、各種ソリューションの選定に
おいて、デベロッパーやビルオーナーなど、発注者側の権限
が大きくなってきたことは、皆さんもお感じのことと思います。
発注者は今、いかに不動産の価値を向上させるかを課題とし、
日々情報を集めています。
なかでも、環境性能のアップや耐震・防災・BCPといった提案
は必須課題となっており、また意匠や建物の快適性といった
分野にまで関心をよせています（p.4参照）。
そこで日経BP社では、発注者をあらためてターゲットとして

見直し、各種プロモーションメニューをご用意しました（p.6-7
参照）。
日経BP社が「日経不動産マーケット情報」で培った情報を元に
囲い込んだ読者に対して、ぜひ貴社の製品・サービス情報を
PRしていただければ幸いです。
また、建築士が購読する日経アーキテクチュアと一緒に活用
していただくことにより、 発注者から設計者まで、ターゲット
対象をすべてカバーすることができます。
あわせてご活用ください。

̶デベロッパー・ビルオーナーを中核にしたコアターゲットが、ここにいます。

大手デベロッパー、ビルオーナーを中心に、不動産関係者＝発注者を囲いこんでいます。 

関心のあるジャンルはオフィス・商業施設・集合住宅。取扱い物件は大規模。

サンプル数=237 サンプル数=237

●取扱い不動産の1件当たりの平均資産規模（SA）

●建設・住宅
大林組
鹿　島
清水建設
積水ハウス
大成建設
大和ハウス工業
竹中工務店
戸田建設
長谷工コーポレーション
フジタ

●商　社
三菱商事
伊藤忠商事
住友商事
双　日
丸　紅
三井物産

●鉄　道
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
京浜急行電鉄
JR東海
JR東日本
西武鉄道
東京急行電鉄
東京地下鉄
東武鉄道

ビル賃貸業 （ビルオーナー、金融機関除く）
飯野海運
サンケイビル
GLプロパティーズ
世界貿易センタービルディング
ダイビル
三菱倉庫

不動産売買・賃貸、仲介会社
住友不動産販売
泉友総合不動産
東急リバブル
東京建物不動産販売
東洋プロパティ
日本土地建物販売
野村不動産アーバンネット
みずほ信不動産販売
三井住友トラスト不動産
三井不動産リアルティ
三井不動産レジデンシャル
三菱地所リアルエステートサービス
三菱地所レジデンス

金融機関
アーク証券
あおぞら銀行
SMBC日興証券
NECキャピタルソリューション
オリックス
クレディ・スイス証券
ゴールドマン・サックス証券
JPモルガン証券

シティグループ証券
新生銀行
住友生命保険
大和証券
ドイツ証券
東京海上日動火災保険
東京スター銀行
日本GE
日本生命保険
農林中央金庫
野村證券
野村信託銀行
福岡銀行
みずほ銀行
みずほコーポレート銀行
みずほ証券
みずほ信託銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
三井住友ファイナンス＆リース
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
メリルリンチ日本証券
モルガン・スタンレーMUFG証券
UBS証券
りそな銀行

不動産ファンド運用、不動産投資顧問
ゴールドマンサックスリアルティ
東京海上不動産投資顧問
野村アセットマネジメント

三井住友アセットマネジメント
三井不動産投資顧問
三菱地所投資顧問
三菱地所プロパティマネジメント

不動産鑑定
大和不動産鑑定
日本不動産研究所
谷澤総合鑑定所
立地評価研究所

不動産管理会社
東急コミュニティー
野村ビルマネジメント
三井不動産ビルマネジメント
三菱地所ビルマネジメント

その他
イナバインターナショナル
NTT東日本
NTTファシリティーズ
新日本有限責任監査法人
東京美装興業
有限責任監査法人トーマツ
日本通運
野村総合研究所
三菱総合研究所
三井デザインテック

　　　　　　　　　     （順不同）
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　当社は、「逃げ出す街から逃げ込める街へ」のコン
セプトのもと、安全と安心に重きを置いて街づくりに
取り組んでいます。その最たるものが、耐震性です。
損傷を抑えて、早期の事業再開を図れるように、高
強度の材料を使う一方で、柱や梁のダメージを抑え
る必要から制震や免震を積極的に採用しています。
装置の選定では、メンテナンス性、耐久性・信頼性、
中小の揺れに対する効果という視点で評価します。
　二次部材の安全確保も重要なテーマと認識して
います。安全性を高めるにはどうすればいいか、
検討には力を入れています。
　事業継続を考えると、電力の確保も不可欠です。
六本木ヒルズのような都市ガスを燃料とするエンジ
ンを用いた常用発電設備を備える一方で、非常用発
電設備の電力をテナント専用部に供給する仕組みを

整えるようにしています。非常時に情報収集に役立
つテレビを視聴できるように、テレビ共視聴設備に
発電機設備の電源を確保するようにもしています。
　構造の観点からは、信頼性の高い高強度の材料に
関心を持っています。「大きなスパンを確保したい」
「細い部材を使いたい」との要請に応えられるよう
な材料が求められます。一方で、工場生産の部材を
組み立てる工業化という流れの中で、ジョイント
部分を簡単に確実に仕上げるコンクリート技術も
求められます。設備の観点からは、長周期地震動で
揺れが大きくなりそうなときにエレベーターを停止
させる長周期センサーのような、新しい事象に対応
した新しい技術の開発が求められます。興味がある
のは、ガスエンジンです。エネルギー効率の高い、
新しい製品の登場に期待を掛けています。

街づくりには安全と安心が欠かせない
事業継続に制振・免震や発電設備

森ビル株式会社
設計統括部 第１設計部
構造担当部長　

土橋 徹 氏

森ビル株式会社
設計統括部 設備設計部
電気担当部長　

及川 武彦 氏

森ビル株式会社

　新築・改修プロジェクトでは高効率機器を取り入
れて、省ＣＯ2を図るのが大前提です。具体的にど
の程度の仕様・性能にするかは、プロジェクト毎に
検討し、最適なものを導入しており、時々のトッ
プランナーを狙います。
　ただ、開発するビルはお客さまに利用していた
だく賃貸ビルです。安全性をはじめ基本性能に信
頼の置けるものを採用していく方針です。選定に
あたってはさらに、更新時期やそのコスト・施工性
という観点も欠かせません。ライフサイクルコス
トを含め、総合的に見て、判断しています。
　環境性能の高さを打ち出したビルとして例えば、
丸の内パークビルディングが挙げられます。基準
階事務室の窓は外側のLow-eペアガラスと内側ガ
ラスの間に空気を循環させ、熱還流率や日射遮へ

い性能の向上を図るエアフローウィンドウシステ
ムを採用しています。屋上には設置可能な場所に
最大限、太陽光発電装置を設置し、屋上・壁面を含
めて緑化にも取り組みました。信頼の置ける各種
の技術を総合的に導入しています。
　建材・設備の情報源は多いに越したことはありま
せん。雑誌などの専門メディアももちろん活用し
ています。メーカー各社と等しく付き合いがある
とは限らないので、専門メディアから届く情報も
必要ですし、その情報をもとに、付き合いのある
メーカーや建築技術者に詳細を確認することもあ
ります。最先端の技術を取り入れたビルでそれが
その後どう評価されているか、という点にはとて
も興味があります。

高効率機器を取り入れた省CO2化が大前提
ライフサイクルコストも重要視

三菱地所株式会社
ビル管理企画部 副長

服部 謙一 氏

三菱地所株式会社
ビル管理企画部 副主事　

岩崎 哲也 氏

三菱地所株式会社

建物や街づくりにおいて、発注者となるデベロッパーやビルオーナーは、
どのようなキーワードをもとに開発～実施決定に至るのでしょうか。
業界をリードする企業から、リアルな声を聞かせていただきました。

● 注目キーワード 省CO2 安全性 ライフサイクルコスト Low-eペアガラス 太陽光発電装置

● 注目キーワード 事業継続（BCP） 耐震性 安全・安心 電力確保 高強度の材料
3
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52.7％
関心がある

30.4％
まあ関心がある

14.8％
あまり関心はない 2.1％関心はない 65.5％家具・什器

46.2％トイレ

42.6％カーテンウォール

42.1％タイルカーペット

32.5％搬送機（エレベーター、エスカレーターなど）

25.9％ビル用サッシ

18.8％デジタルサイネージ・サイン（電子掲示板など）

5.6％ハンドドライヤー

●不動産の意匠・デザイン、快適性への関心（SA） ●意匠・デザイン、快適性を高めるために関心があるもの（MA）

※ SA：シングルアンサー、MA：マルチプルアンサー

デベロッパーやビルオーナーが圧倒的に関心を寄せているのは
「環境」と「耐震・BCP」、「意匠・デザイン」関連です。

●環境性能や環境価値を高めた環境不動産への関心（SA） ●環境性能や環境価値を高めるために関心があるもの（MA）

65.3％

46.4％37.6％

71.9％

61.3％
41.2％
37.2％

21.6％
21.1％
20.6％
18.1％
14.1％

13.1％
3.0％

遮熱塗料・フィルム

断熱材・工法

節水トイレ

複層ガラス

断熱サッシ

屋上・壁面緑化

ビルエネルギー管理システム（BEMS）

再生可能エネルギー（太陽光、地熱、風力等）

省エネ照明（LED、高効率蛍光灯等）

省エネ空調設備

関心はないあまり関心はない

まあ関心がある 関心がある

84％が、環境性能に関心を寄せています。

54.9％38.8％

48.6％

39.2％
43.2％

31.1％
9.5％

5.5％
0.8％関心はないあまり関心はない

まあ関心がある 関心がある
防火ガラス

無停電電源装置

43.2％発電機

蓄電池

セキュリティシステム

耐震・制震・免震設備や工法 89.2％

93.7％が、耐震・防災・BCPに関心を寄せています。

83.1％が、意匠やデザイン、快適性についても関心を寄せています。

サンプル数=237

サンプル数=237

サンプル数=237

●不動産の耐震・防災・BCP（事業継続計画）への関心（SA） ●耐震・防災・BCPに関連する建材・設備・工法への関心（MA）

サンプル数=199

サンプル数=222

サンプル数=197
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　渋谷ヒカリエでは、環境配慮が求められる時代な
がら、ガラス張りの意匠をあえて採用しています。
渋谷では人の動きが重要な景観要素ですから、ビル
内部の人の動きを外に見せようと考えました。もち
ろん、一定の環境性能を確保しようと、使用材料に
は検討を加えました。人が長時間滞在するオフィス
階では、LED照明を全面導入しました。また、Low-e
ペアガラスを組み合わせたカーテンウォールを採用
し、カーテンウォールとブラインドの間に空気を流
して除熱する簡易エアフローを採用しています。
　渋谷の情報発信力を強化するため、特徴のあるデ
ジタルサイネージも採用しました。リング状のデジ
タルサイネージの中にエスカレーターを通したり、
人の集まる階に140インチ弱の大型スクリーンを設
置して渋谷の来街者に情報を発信します。

　これらの建材・設備に関しては、発注者の意図、
設計者の思い、法的制約、工程・コスト上の制約など
の観点から、設計者と施工者と発注者の３者でプレ
ゼンテーションと協議を重ねながら決めました。互
いに対等な関係で緊密な連携を図れたと思います。
　発注者としての視点で重要なのは何より、ビル
の利用者が快適かどうか、という点です。さらに、
日常のメンテナンス性という視点も不可欠です。
利用者に親しんでいただける施設かどうかという
点が問われます。
　専門メディアには具体プロジェクトでメーカー
が取り組んだ技術開発を伝える記事体広告を求め
ます。それが分かれば、「こういう技術開発ができ
ないか」と、声を掛けて一緒に取り組む機会をつく
りやすいと思います。

具体プロジェクトで知りたい、各メーカーの技術開発
渋谷ヒカリエではLow-eペアガラスやデジタルサイネージを活用

東京急行電鉄株式会社
都市生活創造本部
渋谷開発事業部 
事業計画部課長　　

関 光浩 氏

東京急行電鉄株式会社

　当社で開発する賃貸オフィスビルでは、CASBEE
（建築環境総合性能評価システム）はAランク、大規
模であればSランクに相当する性能を発揮するよう
な設計を目指しています。さらに外資系企業の誘
致を意識して、米国のグリーンビル認証制度であ
るLEEDの取得まで視野に入れています。
　東日本大震災をきっかけに、省エネ技術の採用
や自然エネルギーの活用に一段と取り組んでいく
必要が生じました。省エネ技術に関しては、例え
ばLED照明を積極的に採用していく方針です。将
来的には有機EL照明にも期待を掛けています。
　一方、災害に強いビル開発に取り組む必要から、
燃えにくい建材や割れにくいガラスといった防災
性能の高い建材・設備も積極採用していこうと考え
ています。東日本大震災では、ガラス製の防煙垂

れ壁でも免震装置付きのものは被害がなかったこ
とから、その採用を広げていきたいと思います。
　ビルの建材・設備を決める場合には、意匠、環境
配慮、コストという主に３つの視点で良いものを
選ぶように心掛けています。それらの情報は一つ
には、専門メディアの広告から得ます。CASBEE
やLEEDの認証取得に役立つか否かという目で眺め
て、興味を持ったものに関しては、製品のホーム
ページを閲覧します。広告やホームページ上では
実際の施工例が見られると役に立ちます。
　2030年までにすべての新築建築物でZEB（ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ビル）化が目指されています。
実現に役立つ建材・設備が開発されていくことを
願っています。

建材・設備は「意匠」「環境」「コスト」で評価
CASBEEやLEEDの認証取得を視野に

日本土地建物株式会社
都市開発事業本部
設計第一部副部長　　

吉武 伸一 氏

日本土地建物株式会社

● 注目キーワード 環境性能 メンテナンス性 LED Low-eペアガラス デジタルサイネージ

● 注目キーワード CASBEE LEED LED照明 防災性能 ZEB

ここで紹介した企業に共通するのは、「環境性能」「安心・安全」「事業継続」
などを開発・設計の際のコンセプトとして重要視していること。
また、快適性や建材の意匠にも関心を寄せていることが分かります。
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営業支援ツールの作成

特別編集版・特別PR誌とは、企業の皆様の協力のもと、読者や顧客に啓蒙した
いジャンル・テーマについて、日経BP社の建設系メディアがコンテンツを設計・
監修し発行する冊子です。制作開始前に台割まで落とし込んだ綿密なミーティ
ングをさせていただき内容のすり合わせを行います。
特別編集版・特別PR誌ともに、ひとつのジャンル・テーマに絞り込んだ記事で構
成し読者の興味を強く喚起します。

発注者向け 特別編集版／特別PR誌
（監修：日経アーキテクチュア・日経不動産マーケット情報）

【料　金】

Solution1

日経アーキテクチュアと日経不動産マーケット情報の両方に
同梱することにより、発注者～設計者までを

すべてカバーすることができます。

発注者←　　→設計者
経営者　　ビルオーナー　　デベロッパー　　ゼネコン　　設計事務所　　ハウスメーカー　　工務店

日経不動産マーケット情報　 日経アーキテクチュア

メニュー名 特別編集版 特別PR誌
仕　様  4色16ページ　中綴じ
金　額 （税別）  600万円～
同梱費  含 別途
同梱部数  1,668部
同梱単価  ̶ 別途
スケジュール  約3カ月

※ただし、体裁や部数、内容によって料金が大きく変わります。上記は参考値としてご認識下さい。
　詳細は営業までお問い合わせください。

4つの発注者向けソリューション

久米設計様 
日経アーキテクチュア 
経営者、不動産会社・オーナー向け 
特別編集版

桐井製作所様 
日経アーキテクチュア／

日経不動産マーケット情報 特別編集版

奥地建産様 
日経アーキテクチュア／
日経不動産マーケット情報 特別編集版

日
経
特
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貴社
カタログ

カタログ・リーフレット同梱Solution2
カタログやリーフレットを「日経不動産マーケット情報」に同梱し、
発注者に向けて確実にお届けします。

カ

【料　金】（税別）
●日経不動産マーケット情報／ 1P表裏 160万円
 ／ 12Pまで240万円
 ／ 48Pまで320万円

調査・コンサルティングサービスSolution4
建設・不動産業界の専門家を抱えるケンプラッツ会員（日経不動
産マーケット情報など各メディア読者を含む）の中から、適性な
ターゲットを抽出し設問を設定、調査を実施します。
制度の高いデータ分析およびコンサルティングサービスを提供
します。

カタログ同梱
実施例

カタログやリー
フレットを郵送
時に同封して
お届けします。

不動産業向け1社単独メール配信
●メニュー名：日経BPアクティブ・ターゲティングメール　ケンプラッツ 不動産スペシャルメール

Solution3
建設不動産の総合情報サイト「ケンプ
ラッツ」全会員のなかから、不動産関
係者の方々を特別抽出して、貴社の1
社買いきりメールをお送りできるソリ
ューションです。新サービス・キャンペ
ーンの告知や、セミナー・展示会誘導
などの用途に最適です。

【含まれる読者】
●日経不動産マーケット情報読者メール会員　
●日経不動産マーケット情報一般メール会員　
●その他、「ケンプラッツ」登録者の中で不動産業、デベロッパー等の 
　業種で会員登録している読者　

上記読者のうち、お知らせ許諾がとれている読者全員に1社単独メー
ルを送付できるメニューです。

【金　額】（税別）
想定通数　11,000通　100万円38文字×30～ 50行程度で、メール

をまるごとお使いいただけます。

事例サンプル
▶基本メニュー
　納品データイメージ

【基本メニュー】
●インターネット調査、元データ納品／80万円（税別）
●スケジュール／打ち合わせ～調査～納品 ※全工程で約1カ月～

【基本メニュー料金表】（税別）

 100件 200件 300件 400件 500件

15問   80万円 110万円 140万円 170万円 200万円
20問   95万円 130万円 160万円 190万円 220万円
30問 135万円 170万円 200万円 235万円 270万円
40問 180万円 215万円 250万円 285万円 320万円

回収数
設問数

【オプション】（集計データ・報告書付き）
●追加料金（税別）／65万円（設問数20問）

 90万円（設問数30問）

 120万円（設問数40問）

●スケジュール／打ち合わせ～調査～納品
　※全工程で約3カ月～

【納品形態】
①元データはCSVまたはExcel形式の電子ファイル。
②集計データはCSVまたはExcel形式の電子ファイル。
③報告書はExcelまたはPowerPoint形式。
　調査結果の報告会（ご説明）も行います（オプション）。

※注意事項：費用は調査の設問数や目標回収数のほか、回答者の指定条件、
 スクリーニング調査の有無などによっても変動します。

【スケジュール】
同梱物を事前に確認させていただいた上で、発売日（P.8参照）の
5営業日前までに、カタログ現物の納品をお願い致します。

◀集計データ・報告書イメージ

（1,668部全数同梱）

をご用意しています。

【サイズ規定】
●大きさ／官製はがき以上～本誌サイズ以下（A4変型210×280mm）
●厚さ／ 1cm程度まで　●重さ／ 500g程度まで
※同梱可能かどうかの最終判断は、同梱物現物をいただいた上で判断させていただきます。
※見本帳、素材現物サンプルなどの同梱などについては、別途ご相談ください。



日経不動産マーケット情報
編集長　

三上 一大

【スケジュール】
 発行号 発売日 申込締切日 オフラインデータ締切日
 2014年2月号 1月17日（金） 12月6日（金） 12月26日（木）
 3月号 2月18日（火） 1月15日（水） 2月3日（月）
 4月号 3月18日（火） 2月13日（木） 3月4日（火）
 5月号 4月18日（金） 3月17日（月） 4月4日（金）
 6月号 5月19日（月） 4月11日（金） 5月1日（木）
 7月号 6月18日（水） 5月16日（金） 6月4日（水）
 8月号 7月18日（金） 6月17日（火） 7月4日（金）
 9月号 8月13日（水） 7月10日（木） 7月30日（水）
 10月号 9月18日（木） 8月12日（火） 9月3日（水）
 11月号 10月17日（金） 9月11日（木） 10月2日（木）
 12月号 11月18日（火） 10月15日（水） 11月4日（火）
 2015年1月号 12月18日（木） 11月14日（金） 12月4日（木）
 2月号 1月19日（月） 12月8日（月） 12月26日（金）

●勤務先の従業員数（SA） ●本誌の回読率（SA）

　日経不動産マーケット情報は、事業用・投資用
不動産の専門誌です。土地の仕入れから開発企画、
建設、賃貸、売買に至るまで、記者がそれぞれに
築いたネットワークを使って取材活動を展開し、鮮
度の高いニュースと解説記事を読者に届けていま
す。2002年の創刊以来、小誌が蓄積した不動産取
引データは 1万 4000件超。「これがなければ仕事
にならない」「すっかり業界の情報インフラですね」
といった声を多く頂戴できるまでに成長して参りま
した。
　小誌の読者は不動産ビジネスの第一線で活躍する
プロフェッショナルたちです。総合デベロッパー、
マンション分譲会社、建設会社、商社、鉄道会社、

ビルオーナー、仲介会社、金融機関、投資顧問会社
……と分野こそ多岐に及びますが、共通しているの
は不動産の「価値」に対する関心です。不動産価値
を決めるのは立地だけではありません。最近は特に
テナントのビル選びにつながるような耐震性能、
BCP（事業継続性）対応、環境性能といったハード
面、技術面の要素が重要性を増しつつあります。
　小誌は引き続き読者ニーズに応える情報を発信し
ていきます。併せて広告主の皆様には、ビルの開発
･運営や街づくりに携わる専門家に対して、皆様の
商品やサービスをダイレクトにうったえかける機会
を提供して参ります。この機会に小誌のご活用をぜ
ひご検討ください。

発注者向け専門メディア

「日経不動産マーケット情報」とは

建設局 広告部
〒108-8646 東京都港区白金1-17-3 

TEL : 03-6811-8034　e-mail : k-ad@nikkeibp.co.jp

表4 700,000円 天地255×左右210mm
表2 660,000円 
表3 620,000円 

天地280×左右210mm
4色1ページ 600,000円 
白黒1ページ 400,000円 
4色1/2ページ 360,000円 天地115×左右180mm
白黒1/2ページ 240,000円 天地233×左右82mm

25人以上

15～ 19人

10～ 14人 ５～９人

2～４人

１人無回答 3.4％ 11.8％

20.7％

24.5％14.8％

2.5％

12.7％

20 ～ 24人 9.7％

1000人以上

300～999人

100～299人 50～99人

10～49人

2～9人
1人 3.4％

15.6％

21.1％

11.4％11.4％

13.9％

23.2％

サンプル数=237

部　数

1,668 部×11.6人=19,349人（総閲読者数）
平均回読率

【広告料金】（税別）

本冊子に掲載したデータの調査概要
■調査期間：2011年12月9日～22日　
■調査方法：インターネット調査　
■対象：「日経不動産マーケット情報」現読者　
■回収数：237件　
■調査機関：日経BPコンサルティング

サンプル数=237


