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02日経BPアクティブ・ターゲティングメール のセールスポイント

日経BP社の良質なビジネスパーソンに向けて
貴社のPR情報（一社単独）を案内できます！

良質なビジネスパーソンに直接アプローチいただける広告メニューです。セミナー・展示会の集客、キャン
ペーン告知、新製品・サービスの案内など、幅広く皆さまのマーケティング活動をお手伝いいたします。

訴求ポイントにあわせて
最適な配信ターゲットを選定できます！

年齢、性別、地域などの基本属性から、勤務先の情報（業種、所属部署、役職、従業員数）、さらには「IT
に関わる立場」、「建設・不動産関連資格」など日経BPならではの専門的な属性も選択可能です。

日経BP社のデータベースを活用できます！
日経BPのデータベース（Webサイト会員、メールマガジン読者、雑誌購読者、セミナー・展示会来場者の
登録属性、および行動履歴情報）の中に貴社が求める潜在顧客がきっと見つかります。



●基本属性

年齢

29歳以下

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

性別
男

女

地域 都道府県別

●興味分野

IT

IT経営

システム

ソフト開発

セキュリティ

ネットワーク

PC・モバイル（BtoB）

スキルアップ（IT）

電子・機械・製造

クルマ
エレクトロニクス
（電子機器・デバイス）

ロボット

エネルギー

ものづくり（設計・生産）

スキルアップ（製造）

新産業

建築・土木・不動産

建築・住宅

土木

不動産

建設IT

03配信属性と料金単価のご案内

最低実施料金（ミニマムチャージ）は30万円（税別）です。
※上記以外の属性項目もございます。詳しくはお問い合わせください。

●業種（共通）

業種（共通）

建設※

不動産 ※

製造業 ※

商社/流通/小売

金融/証券/保険

運輸/エネルギー

通信サービス

情報処理/ソフトウエア/ＳＩ/
コンサルティング

サービス業

教育/研究機関

医療機関/介護施設

政府/官公庁/団体

※媒体によっては詳しい属性がセグメントCにあります。

●所属部署

所属部署

経営全般

経営企画

情報システム

総務/庶務/法務

経理/財務

人事/教育

宣伝/広報

販売/営業

保守/サポート

研究/開発/設計

製造/生産/検査

●役職

役職

会長/社長/役員

部長クラス

課長クラス

係長/主任クラス

●従業員数

従業員数

1～99人

100～299人

300～499人

500～999人

1,000～4,999人

5,000～9,999人

10,000人以上

●年収

年収

500万円～1,000万円未満

1,000万～2,000万円未満

2,000万円以上

●ITpro会員の登録属性

ITに関わる立場

ユーザー企業 経営者・役員

情報システム部門

システム企画部門

SI、コンサルティング 経営者・役員

システムエンジニア

コンサルタント

研究・開発

保守・管理

営業

企画・マーケティング
IT関連ハード/ソフトの
メーカー/ベンダー

経営者・役員

システムエンジニア

コンサルタント

研究・開発

保守・管理

営業

企画・マーケティング

通信サービス提供者 経営者・役員

システムエンジニア

コンサルタント

研究・開発

保守・管理

営業

企画・マーケティング

●日経テクノロジーオンライン会員の登録属性

業種（専門）

電気・電子機器製造 民生用エレクトロニクス/家電

コンピュータ、周辺機器

通信機器

電子部品製造

その他電気・電子機器製造

機械製造 産業用機械製造

半導体/液晶製造装置製造

一般機械製造

輸送用機器製造

精密機器製造

機械部品製造

自動車部品/モジュール製造

その他機械製造

上記以外の製造 化学品製造

食品・飲料製造

医薬品製造

鉄鋼・非貴金属

建材・資材メーカー

職種（専門）

基礎研究

開発設計 製品企画・開発

開発・設計（ハードウエア）

開発・設計（ソフトウエア）

その他開発・設計

購買・資材

●建設系webサイトの登録属性
（日経アーキテクチュア、日経コンストラクション、
日経不動産マーケット情報）

業種（専門）

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

職種（専門）

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

●日経メディカルオンライン会員の登録属性

職種（専門）

勤務医（病院・診療
所・研究所など）

病院理事長・院長

診療所理事長・院長

歯科医師

薬剤師

看護師・准看護師

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

その他医療従事者

医学・薬学系学生

医学生

薬学生

製薬企業勤務者

病床数

無床

1～19床

20～99床

100～199床

200～299床

300～499床

500床以上

診療科目
詳細はお問い合わせ
ください。

セグメントA（単価40円） セグメントB（単価100円） セグメントC（単価120円）：媒体別ユニーク属性

特定記事「URL」指定

単価150円
特定記事「キーワード」指定

単価150円
企業ドメイン指定

単価200円

記事指定/ドメイン指定

※記事指定/ドメイン指定についての
詳細はお問い合わせください。抽出
にはお時間をいただく場合がございます。



04配信内容と料金のシミュレーション

貴社のご希望に応じて属性を自由にご選択いただけます。（P.03の属性よりご選択）

各属性項目は、内容によりA~Cの3つのセグメントに分類されています。
ご利用いただく属性に応じて配信単価（セグメントA：＠40円／セグメントB：＠100円／セグメントC：＠120円）が異
なります。

家電に関心の高い女性に新製品情報を提供したい

おすすめの属性がパッケージになったお得なパッケージプランもご用意しています。→詳細はP.07～09
最低実施料金（ミニマムチャージ）は30万円（税別）です。

配信単価：40円／1通
セグメントA

女性 家電・AV

セグメントA （セグメントAの料金を適用）

×

東京で開催のセキュリティセミナーに役職者を中心に集客したい

配信単価：100円／1通
（セグメントBの料金を適用）

IT新製品を導入決裁権のある役職者に案内したい

配信単価：120円／1通
（セグメントCの料金を適用）

関東

セグメントA

× ×

セグメントA

関東 × ×

セグメントC

ユーザー企業の
情報システム部

門

セキュリティ

セグメントA

部長クラス

部長クラス
課長クラス

セグメントB

セグメントB



05

記事指定／ドメイン指定というこれまでメニューになかった配信条件を設定しました。
詳しくはお問い合わせください。

※条件によっては抽出作業にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
※他のセグメントと掛け合わせも可能ですが、特殊条件のため十分な件数が確保できない場合があります。
※配信対象の指定、商材、原稿など、条件によっては、承れない場合があります。
※特定の企業向けのメッセージは原稿内には入れられません。
※記事指定/ドメイン指定について詳細はお問い合わせください。
最低実施料金（ミニマムチャージ）は30万円（税別）です。

配信単価：150円／1通
配信対象 URLで指定された記事の閲覧者

閲覧者がターゲットになりうる記事群がある場合に！
①URL指定

※弊社媒体の記事のURLをご指定ください。（原則直近3カ月のアクセス者が対象）

配信単価：150円／1通
配信対象 キーワードに関連する記事の閲覧者

特定キーワードに関連する記事の読者に訴求したい場合に！
②キーワード指定

※キーワードをお知らせください。

配信単価：200円／1通
配信対象 特定のドメインや企業名の登録者

アプローチしたい企業リストを保有している場合に
③ドメイン指定

※nikkeibp.co.jpのようなドメイン、または会社名のリストにてご指定ください。

【お知らせ】記事指定/ドメイン指定ができるようになりました



06テキストメールだけでなくHTMLメール配信も可能

日経BPアクティブ・ターゲティングメール 通常料金（テキスト版料金）＋「HTML版追加料金：10万円」
（配信数によらず一律）とします。 ※テキスト版料金はP.03/P.07～09をご参照ください。

視覚効果の高い「HTML形式」のメール配信も可能 ※オプション：＋10万円

広告料金

※Outlook、Becky!、Mozilla Thunderbird等、入稿前に複数メーラーでの表示確認をお願いいたします。

【原稿規定】 下記規定をご参照のうえ、HTMLメールを制作ください。



07お得なパッケージプラン①

分野
パッケージ

番号
パッケージ名 ターゲット条件

配信
単価

最大配信
可能数

IT-010 ITユーザーパッケージ ITユーザー企業 213,000

IT-011 ITユーザー首都圏（一都三県）パッケージ ITユーザー企業　地域：首都圏 119,000

IT-012 ITユーザー近畿（二府五県）パッケージ ITユーザー企業　地域：近畿地方 27,000

IT-026
ITユーザー企業の情報システム・システム企画部門
パッケージ

ITユーザー企業の情報システム、
システム企画部門

27,000

IT-027
ITユーザー企業の情報システム・システム企画部門
首都圏（一都三県）パッケージ

ITユーザー企業の情報システム、
システム企画部門　地域：首都圏

15,000

総務/庶務/法務 B-010 総務/庶務/法務パッケージ 総務/庶務/法務 15,000

人事/教育 B-011 人事/教育パッケージ 人事/教育 9,000

経理/財務 B-012 経理/財務パッケージ 経理/財務 8,500

B-020 会長/社長/役員パッケージ 会長/社長/役員 94,000

B-021 会長/社長/役員、部長パッケージ 会長/社長/役員、部長 177,000

デザイナー B-031 デザイナーパッケージ デザイナー 7,000

マーケティング担当者 B-032 マーケティング担当者パッケージ マーケティング担当者 6,500

ITユーザー企業

¥60

ITユーザー企業の情報システム・
システム企画部門

役職

基本メニューのほかにお得な料金でご利用いただけるパッケージメニューをご用意しました。
※最大配信可能数の範囲内で配信数をご指定いただけます。

最低実施料金（ミニマムチャージ）は30万円（税別）です。
※最大配信可能数は目安です。配信通数は変動します。最新の数はお問い合わせください。



08お得なパッケージプラン②

メールマガジン登録者（メール受取許諾者のみ）に配信いただけるメニューです。
配信単価もぐんとお得にご利用いただけます。

パッケージ
番号

配信対象
（メールマガジン登録者）

メールマガジン概要 最大配信数※ 申込単位 料金

M-01 日経ビジネスオンラインメール
「日経ビジネス」が放つ、企業の意志決定に
携わる役職者を中心とした方に直接アプロー
チができるメールマガジン

約1,300,000 100,000 ¥1,000,000 

M-02 ITpro注目記事 メール
エンタープライズ分野の話題を中心に、ITpro
に掲載するコラムや解説記事などの新着情
報を毎日ピックアップして配信

約170,000 全件 ¥1,200,000 

M-05 ITpro PC/Mobileメール
仕事でパソコンやモバイルを使う際に生じるト
ラブル解決や、一歩先をいく活用情報を提供

約400,000 150,000 ¥950,000 

M-06 日経エレクトロニクスNEWS
エレクトロニクスの最新情報や新技術が産業
界にもたらすインパクトなどを日経テクノロ
ジーオンラインから選りすぐって提供

約175,000 全件 ¥1,200,000 

M-07 日経ものづくりNEWS
機械製品と要素部品、金型などの生産設備
の作り手である技術者に向けたメール配信

約150,000 全件 ¥1,000,000 

M-08 日経Automotive News
自動車技術・経営の情報を総合的に配信。自
動車関連のビジネス情報、製品、技術に関す
る最新動向を提供

約120,000 全件 ¥1,000,000 

M-09 日経デジタルヘルスNEWS
エレクトロニクスやICTを活用した新しい医療・
健康・介護の形、「デジタルヘルス」の最新動
向をお届け

約150,000 全件 ¥1,200,000 

※メールマガジン登録者のうち、お知らせメール受取許諾者のみが配信対象です。行動履歴は考慮していません。
※配信通数は目安です。配信通数は変動します。最新の数はお問い合わせください。



パッケージ
番号

配信対象
（メールマガジン登録者）

メールマガジン概要 最大配信数※ 申込単位 料金

M-10 日経アーキテクチュアメール

建築・住宅分野のウェブサイト「日経アーキテ
クチュア」会員向けメール。
中核読者は、一級建築士をはじめとした建設
業に携わるプロユーザー。

約160,000 全件 ¥1,500,000 

M-12 日経コンストラクションメール

土木分野のウェブサイト「日経コンストラクショ
ン」会員向けメール。
中核読者は、技術士をはじめとした土木分野
の実務者。

約158,000 全件 ¥1,500,000 

M-13
日経不動産マーケット情報メール

＋
【ビジネス属性】業種：不動産業

「日経不動産マーケット情報」の読者限定メー
ル。サイトで配信した不動産ジャンルの最新
ニュースやコンテンツの更新情報を提供

約12,000 全件 ¥1,000,000 

M-14 BPnetメール
すべてのビジネスプロフェッショナルに向けた
ビジネスメールマガジン、「nikkei BPnet」の
ニュースのヘッドラインやコラムを満載

約120,000 全件 ¥800,000 

M-16 TRENDYnetメール
ライフスタイル全般、デジタル、エンタテインメ
ント分野の最新情報やニュースをお知らせす
るメールマガジン

約110,000 全件 ¥800,000 

M-17 日経ウーマンオンラインメール
働く女性のONとOFFを応援、「キャリア&スキ
ル」「ヘルス＆ビューティー」「ライフ」の3つの
ジャンルから注目記事をピックアップ

約55,000 全件 ¥400,000 

09お得なパッケージプラン③

※メールマガジン登録者のうち、お知らせメール受取許諾者のみが配信対象です。行動履歴は考慮していません。
※配信通数は目安です。配信通数は変動します。最新の数はお問い合わせください。

メールマガジン登録者（メール受取許諾者のみ）に配信いただけるメニューです。
配信単価もぐんとお得にご利用いただけます。



10申込要項

●配信ターゲットの選定
メニューをもとに配信対象の選定をしてください。

●空き枠確認／見積り依頼
配信条件、配信数（ご予算）、配信希望日を明記の上、お問い合わせアドレス宛にご依頼ください。

お問い合わせ／お申込みアドレス ： tgml-ad@nikkeibp.co.jp

●申込メールをお申込アドレス宛にご送付ください。
●メールでのお申込み時点で正式なお申込みといたします。

お申込みフォーム
下記必要事項をご記入のうえ、tgml-ad@nikkeibp.co.jp 宛にお申込みください。
■メールのサブジェクト（件名）
【申込】xx/xx：日経BPアクティブ・ターゲティングメール ：○○○○株式会社

＜広告掲載申込書＞
***************************************************************** 
広告主 ：○○○○株式会社
広告会社 ：□□□□株式会社
媒体名 ：日経BPアクティブ・ターゲティングメール
配信日 ：xx/xx 
配信条件 ： （※パッケージメニューの場合は、パッケージ番号を記入）
配信数 ：x,xxx件
申込金額 ：xxx,xxx円
*****************************************************************

■メール本文

お問い合わせ >>> メール配信日の２～３週間前

お申込み >>> メール配信日の8営業日前

mailto:tgml-ad@nikkeibp.co.jp
mailto:tgml-ad@nikkeibp.co.jp


11入稿要項①

●お申込み内容とともに、配信原稿を入稿アドレス宛にご送付ください。

入稿 >>> メール配信日の５営業日前

※原稿内容により、配信をお断りするケースや原稿を修正していただくケースがあります。
（明らかにリスト収集目的の案件など）
※配信の可否は、日経BP社で判断させていただきます。判断基準は、日経BP社および日本経済新聞社の広告掲載基準に準じます。

http://adweb.nikkeibp.co.jp/adweb/wad/doc/bp_kitei.pdf

【テキスト版】tgml-box@nikkeibp.co.jp
【HTML版】html-box@nikkeibp.co.jp

【テキスト版】原稿体裁／規定
●メールのサブジェクト：全角30文字以内
●メール一行目に表示する見出し：全角15文字以内
●メール原稿：全角38文字×30～50行程度
日経BPアクティブ・ターゲティングメール の原稿につきましては、以下の点にご注意ください。
・機種依存文字は使用しないようにお願いします。
・本文中のURLの前後には半角スペースを入れてください。
・原稿はメール本文内に直接記載せず、テキストエディタで作成した原稿をファイル添付にてご入稿ください。
・本文中もしくはリンク先に、広告主様のお名前やセミナー主催者名を明記してください。

入稿規定「広告掲載の申込み・入稿について」は、下記WEBサイトもご確認ください。

入稿アドレス

【HTML版】原稿体裁／規定
●メールのサブジェクト：全角30文字以内
●メール原稿：P.12をご覧ください。

http://adweb.nikkeibp.co.jp/adweb/wad/doc/bp_kitei.pdf
mailto:tgml-box@nikkeibp.co.jp
mailto:html-box@nikkeibp.co.jp


12入稿要項②

本文

サブジェクト

【テキスト版】

コンテンツエリア

サブジェクト

【HTML版】



13掲載報告（レポート見本）

●配信日の10営業日後をメドに広告掲載確認報告書をお送りいたします。（エクセルデータをメールに添付）

掲載報告 >>> メール配信日の10営業日後

※繁忙期はレポートの送付が上記スケジュールより少々遅れることもございます。ご了承ください。



14日経BPアクティブ・ターゲティングメール に関するお問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

メニューに関するお問い合わせは

デジタルマーケティング局
digi-ad@nikkeibp.co.jp

03-6811-8029

tgml-ad@nikkeibp.co.jp
申込み・見積り依頼は

mailto:digi-ad@nikkeibp.co.jp
mailto:tgml-ad@nikkeibp.co.jp
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