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バナー広告

【トップページ】 【記事ページ】

①トップ第1レクタングル （左右300×天地300ピクセル）

450,000円/月 【1社限定】

②

③トップニュース（ビジュアルボックス）
（画像：左右110×天地110ピクセル、ショルダー：全角33文字、

タイトル：全角25文字、リード全角110文字）

600,000円/週 【1社限定】

④テキストアド （全角30文字）

100,000円/月 【ローテーション】

⑤

②

①

⑤記事ダブルレクタングル （左右300×天地600ピクセル）

3円/ｉｍｐ 【ローテーション】

※レクタングルの掲載も可能 （左右300×天地300ピクセル）

●住宅関連記事指定も可能 ※P.10参照

④

③

④

※①+②ダブルレクタングルの掲載も可能 （左右300×天地600ピクセル）

900,000円/月 【1社限定】

②トップ第2レクタングル （左右300×天地300ピクセル）

450,000円/月 【1社限定】
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バナー広告

【トップページ】【記事ページ】

⑥ウェルカムバナー （左右640×天地480ピクセル）

800,000円/週 【1社限定】

⑦トップビルボード
A 展開時（エキスパンド） 左右970×天地400（250）ピクセル

B 収束時（リマインダー） 左右970×天地90ピクセル

400,000円/週 【1社限定】

⑥

【ウェルカムページ】

⑦-A

CLOSE
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バナー広告

【トップページ】 【記事ページ】

①トップレクタングル （左右300×天地300ピクセル）

300,000円/月 【1社限定】

②トップニュース（ビジュアルボックス）
（画像：左右110×天地110ピクセル、ショルダー：全角33文字、

タイトル：全角25文字、リード全角110文字）

400,000円/週 【1社限定】

③テキストアド （全角30文字）

80,000円/月 【ローテーション】

④記事ダブルレクタングル （左右300×天地600ピクセル）

2円/ｉｍｐ 【ローテーション】

※レクタングルの掲載も可能 （左右300×天地300ピクセル）

②

④
①

③

②

③
③
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バナー広告

【トップページ】【記事ページ】

⑤

【ウェルカムページ】

⑥-A

CLOSE

⑤ウェルカムバナー （左右640×天地480ピクセル）

600,000円/週 【1社限定】

⑥トップビルボード
A 展開時（エキスパンド） 左右970×天地400（250）ピクセル

B 収束時（リマインダー） 左右970×天地90ピクセル

300,000円/週 【1社限定】
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バナー広告

【トップページ】 【記事ページ】

①トップレクタングル （左右300×天地300ピクセル）

450,000円/月 【1社限定】

②トッププレミアムバナー （左右300×天地60ピクセル）

300,000円/月 【2社限定】

③テキストアド （全角30文字）

100,000円/月 【ローテーション】

④

④記事ダブルレクタングル （左右300×天地600ピクセル）

3円/ｉｍｐ 【ローテーション】
※レクタングルの掲載も可能 （左右300×天地300ピクセル）

③

①

②

②

③
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メール広告

※イメージ

■日経アーキテクチュアメール
配信通数：263,509 毎週月・水曜日配信
（メールヘッダ 38文字×5行のテキスト）

200,000円/回

■日経アーキテクチュア 住宅メール
配信通数：263,509 毎週金曜日配信
（メールヘッダ 38文字×5行のテキスト）

200,000円/回

■日経コンストラクションメール
配信通数：252,893 毎週火・木曜日配信
（メールヘッダ 38文字×5行のテキスト）

200,000円/回

■日経不動産マーケット情報メール
配信通数：2,106（読者）＋9,423（一般会員） 毎週月曜日配信
（メールヘッダ 38文字×5行のテキスト）

200,000円/回
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メール広告

※配信サンプル

■日経BPアクティブ・ターゲティングメール

本文

サブジェクト

●メールのサブジェクト：全角30文字以内
●メール原稿；全角38文字×30～50行程度

日経BP社の専門Web媒体の読者の中から、属性毎にターゲットを抽出し、
1社単独のPR情報を掲載したメールを配信するメニューです。

■配信単価：120円/1通
最低料金30万円（2,500通）

③専門属性

●建設・不動産関連業種
・設計事務所
･住宅メーカー/工務店
・ゼネコン/サブコン
・建設コンサルタント
・不動産ディベロッパー

①基本属性
年齢、性別、年収、地域、興味・関心分野

②ビジネス属性
業種、所属部署、役職、従業員数、メールマガジン

●建設・不動産関連資格
・一級建築士
・二級・木造建築士
・建築施工管理技士
・土木施工管理技士
・技術士・技術士補
・測量士・測量士補
・宅地建物取引主任者

①基本属性 ②ビジネス属性 ③専門属性 からターゲットを抽出することが可能です。
※①、②、③の中からいくつ条件をお選びいただいても構いません。

※詳細は別紙企画書をご覧ください
8



メール広告

※配信サンプル

■ターゲティングメール 特別パッケージ

本文

サブジェクト

●メールのサブジェクト：全角30文字以内
●メール原稿；全角38文字×30～50行程度

各メールを購読し、お知らせメールを許諾している方に配信する1社単独のメール広告です。
高い開封率が期待でき、多くの情報を盛り込むことができますので、詳細情報をより多くの
ターゲットに伝えることができます。

●日経アーキテクチュア パッケージ
（日経アーキテクチュアメール読者）
配信通数 約160,000通
料金 1,500,000円

●日経コンストラクション パッケージ
（日経コンストラクションメール読者）
配信通数 約158,000通
料金 1,500,000円

●不動産パッケージ
（日経不動産マーケット情報メール読者＋勤務先登録：不動産業）
配信通数 約12,000通
料金 1,000,000円
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パッケージ

①＋② 合計 定価 500,000円 → 400,000円

① 日経アーキテクチュア 記事ダブルレクタングル （左右300×天地600ピクセル）

【住宅関連記事指定】
100,000imp保証/1ヶ月 【ローテーション】 300,000円

※レクタングルの掲載も可能 （左右300×天地300ピクセル） ※P.2 ⑤参照

①

② 日経アーキテクチュア 住宅メール
配信通数：263,509 毎週金曜日配信
（メールヘッダ 38文字×5行のテキスト）

1回掲載 200,000円

②

※P.7 参照

工務店・住宅会社・戸建て住宅 設計者向けをターゲットとした特別パッケージメニューです。
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メニュー名 掲載面 表示形式 期間/回数 想定表示回数 サイズ

① 日経アーキテクチュアSpecial(ビジュアルボックス) トップ＋記事 貼り付け 1ヶ月 1,100,000imp 左右90×天地90ピクセル＋テキスト全角33文字

② 日経アーキテクチュア テキストアド トップ＋記事 ローテーション 1ヶ月 200,000imp 全角30文字以内

③ 日経アーキテクチュア メール ヘッダ広告 ー ー 4回配信 263,509通/回 全角38文字以内×5行

タイアップサイト

トップページ 記事ページ メール広告

タイアップ
サイトへ

Special

●誘導枠 ※下記以外にオプションとしてバナー/メール追加が可能です

1

2

1

2

3

Special
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【オプション】
Ａ．リード獲得型メニュー

① PDFダウンロード 100,000円
PDFファイルをダウンロードした読者リストをご提供します。
記事をじっくり読み込んだ後に、貴社製品・サービスに関心を持った方のリスト
を取得することができます。 （PDFデータは広告主様にご用意いただきます。）

②コンテンツ閲読 300,000円
タイアップサイトを複数ページで構成。
2ページ目以降を読む際に、読者の認証を取りますので、
コンテンツを興味を持って読み進んだ方のリードを取得することができます。

Ｂ．モニター先コーディネート 150,000円～
製品モニターとしてご協力いただける取材先をコーディネートいたします。
金額はモニターによって変動いたします。

※htmlデータのご提供も上記料金に含まれます。
※貴社ホームページ上に2次掲載いただくことが可能です。
※遠方取材は別途費用がかかります。

日経アーキテクチュアSpecial

簡易パッケージ A4サイズ1ページ（約800文字）程度

1,500,000円 ※雑誌タイアップ流用の場合：1,000,000円

標準パッケージ A4サイズ2ページ（約2,000文字）程度

1,800,000円 ※雑誌タイアップ流用の場合：1,200,000円



メニュー名 掲載面 表示形式 期間/回数 想定表示回数 サイズ

① 日経コンストラクションSpecial(ビジュアルボックス) トップ＋記事 貼り付け 1ヶ月 600,000imp 左右90×天地90ピクセル＋テキスト全角33文字

② 日経コンストラクション テキストアド トップ＋記事 ローテーション 1ヶ月 200,000imp 全角30文字以内

③ 日経コンストラクション メール ヘッダ広告 ー ー 4回配信 252,893通/回 全角38文字以内×5行

●誘導枠 ※下記以外にオプションとしてバナー/メール追加が可能です

タイアップサイト

トップページ 記事ページ メール広告

タイアップ
サイトへ

1

2

1

2

3

Special

Special
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※htmlデータのご提供も上記料金に含まれます。
※貴社ホームページ上に2次掲載いただくことが可能です。
※遠方取材は別途費用がかかります。

【オプション】
Ａ．リード獲得型メニュー

① PDFダウンロード 100,000円
PDFファイルをダウンロードした読者リストをご提供します。
記事をじっくり読み込んだ後に、貴社製品・サービスに関心を持った方のリスト
を取得することができます。 （PDFデータは広告主様にご用意いただきます。）

②コンテンツ閲読 300,000円
タイアップサイトを複数ページで構成。
2ページ目以降を読む際に、読者の認証を取りますので、
コンテンツを興味を持って読み進んだ方のリードを取得することができます。

Ｂ．モニター先コーディネート 150,000円～
製品モニターとしてご協力いただける取材先をコーディネートいたします。
金額はモニターによって変動いたします。

日経コンストラクションＳＰＥCIAL

簡易パッケージ A4サイズ1ページ（約800文字）程度

1,000,000円 ※雑誌タイアップ流用の場合：650,000円

標準パッケージ A4サイズ2ページ（約2,000文字）程度

1,200,000円 ※雑誌タイアップ流用の場合：800,000円



日経不動産マーケット情報Special

簡易パッケージ A4サイズ1ページ（約800文字）程度

1,200,000円 ※雑誌タイアップ流用の場合：800,000円

標準パッケージ A4サイズ2ページ（約2,000文字）程度

1,500,000円 ※雑誌タイアップ流用の場合：1,000,000円

※htmlデータのご提供も上記料金に含まれます。
※貴社ホームページ上に2次掲載いただくことが可能です。
※遠方取材は別途費用がかかります。

タイアップサイト

●誘導枠 ※下記以外にオプションとしてバナー/メール追加が可能です

トップページ 記事ページ メール広告

タイアップ
サイトへ

1

2

1

2

3

Special

Special
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メニュー名 掲載面 表示形式 期間/回数 想定表示回数 サイズ

① 日経不動産マーケット情報Special(ビジュアルボックス) トップ＋記事 貼り付け 1ヶ月 600,000imp 左右90×天地90ピクセル＋テキスト全角33文字

② 日経不動産マーケット情報 テキストアド トップ＋記事 ローテーション 1ヶ月 200,000imp 全角30文字以内

③ 日経不動産マーケット情報 メール ヘッダ広告 ー ー 4回配信 11,529通/回 全角38文字以内×5行

【オプション】
Ａ．リード獲得型メニュー

① PDFダウンロード 100,000円
PDFファイルをダウンロードした読者リストをご提供します。
記事をじっくり読み込んだ後に、貴社製品・サービスに関心を持った方のリスト
を取得することができます。 （PDFデータは広告主様にご用意いただきます。）

②コンテンツ閲読 300,000円
タイアップサイトを複数ページで構成。
2ページ目以降を読む際に、読者の認証を取りますので、
コンテンツを興味を持って読み進んだ方のリードを取得することができます。

Ｂ．モニター先コーディネート 150,000円～
製品モニターとしてご協力いただける取材先をコーディネートいたします。
金額はモニターによって変動いたします。



リード提供型メニュー

［ご提供する個人情報］
● 氏名・フリガナ
● お勤め先住所
● 会社名 ● 所属部署
● 電話番号 ● 職業
● 業種 ● 職種
● 従業員規模 ● 役職
● アンケート項目（デフォルト）
①認知度 ②選定立場 ③掲載企業への要望

製品ガイド

※タイアップサイトでのPDFダウンロード、ページ遷移によるリード獲得も可能です。P.10-12 をご参照ください。

【記事ページ】 【アンケートページ】 【カタログ/パンフ等のＰＤＦ】

記事は編集部が執筆いたします。
編集記事となりますので、事実関係のみのご確認となります。

●ご用意いただくもの
①記事執筆用のリリースなど ②画像データ ③ダウンロード用PDF

PDFダウンロード者の
リードをご提供

▶製品ガイドの詳細は別紙企画書をご覧ください。

■料金（税別）

リード単価 ＠10,000円
500,000円～（ミニマム50件）
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メニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金 備考

① トップレクタングル トップ 貼り付け 1 1ヶ月 250,000 ¥450,000 期間保証

② トッププレミアムバナー トップ 貼り付け 2 1ヶ月 300,000 ¥300,000 期間保証

③ テキストアド トップ＋記事 ローテーション － 1ヶ月 200,000 ¥100,000 期間保証

④ 記事ダブルレクタングル 記事 ローテーション － ー ー ¥3.0/imp imp保証

バナー広告メニュー一覧

15

メニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金 備考

① トップ第1レクタングル トップ 貼り付け 1 1ヶ月 250,000 ¥450,000 期間保証

② トップ第2レクタングル トップ 貼り付け 1 1ヶ月 250,000 ¥450,000 期間保証

③ トップニュース(ビジュアルボックス) トップ 貼り付け 1 1週間 50,000 ¥600,000 期間保証

④ テキストアド トップ＋記事 ローテーション － 1ヶ月 200,000 ¥100,000 期間保証

⑤
記事ダブルレクタングル 記事 ローテーション － ー ー ¥3.0/imp imp保証

記事ダブルレクタングル(日経ホームビルダー記事指定) 記事 ローテーション ー － ー ¥3.0/imp imp保証

⑥ ウェルカムバナー ウェルカム 貼り付け 1 1週間 50,000 ¥800,000 期間保証

⑦ トップビルボード トップ 貼り付け 1 1週間 10,000 ¥400,000 期間保証

メニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金 備考

① トップレクタングル トップ 貼り付け 1 1ヶ月 100,000 ¥300,000 期間保証

③ トップニュース(ビジュアルボックス) トップ 貼り付け 1 1週間 30,000 ¥400,000 期間保証

③ テキストアド トップ＋記事 ローテーション － 1ヶ月 200,000 ¥80,000 期間保証

④ 記事ダブルレクタングル 記事 ローテーション － ー ー ¥2.0/imp imp保証

⑤ ウェルカムバナー ウェルカム 貼り付け 1 1週間 40,000 ¥600,000 期間保証

⑥ トップビルボード トップ 貼り付け 1 1週間 10,000 ¥300,000 期間保証



お問い合わせ先

テクノロジーメディア本部広告部(建設)

TEL.03-6811-8034

k-ad@nikkeibp.co.jp
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