
日経メディカル 50周年
感謝キャンペーン企画

1972年4月に創刊した『日経メディカル』は、日本の医師へ医療専門情報を届ける専
門メディアとして情報発信を行い、2006年にはオンライン版も開設して、多くの読者
の支持をいただきながら共に歩んでまいりました。
おかげさまで2022年に50周年を迎えることができ、読者、取材先、広告主、その他関
係企業の皆様のご支援あってのものと、深く感謝申し上げます。
この度、50周年を記念し「50周年特設サイト」を日経メディカル Online内に新設し、
50周年にふさわしい編集記事とともに、皆様への感謝キャンペーンとしてプロモー
ションを実施いただける特別企画もご用意いたしました。
ぜひこの機会に貴社の情報提供活動の一助としてご検討ください。



50周年感謝キャンペーンパッケージプラン

★本パッケージプランでは、「MReach e-Detail Quiz」にて以下の企画配信が対象となります。
★提供企業名を明示した企業提供記事となります。
※テキスト版を想定しておりますが、動画をご希望の場合はご相談ください。

★企画記事作成もお受けします。
※内容は別途お打合せ。

企画①
～時代を変えた薬・機器・医療技術～

当該の医薬品や機器・技術が登場し
たことで、それまでの治療とどう変
わったのか？どのような点がエポッ
クメイキングであったのかを訴求し
ます。
医師による解説、または企業トップ、
開発担当者などからの解説記事でま
とめることも可能です。

企画②
～Unmet Medical Needsに挑む～

それまで治療法がなかった疾病に
対する治療や技術、既存治療とは
異なるアプローチで問題点を打開
した点や社会的使命から開発した
製品など、「Unmet Medical 
Needs」の概念に沿った内容でまと
めます。

企画③
～抑えておきたいトライアル～

近代医学の歴史の中で重要性がう
たわれるようになったEvidence 
Based Medicine（EBM）。様々な領
域で重要な臨床試験結果が報告さ
れました。そのような重要なエビ
デンスを振り返り、意義や現在の
治療にどう活かされているかを
フォーカスします。



★料金プラン
e-Detail Quiz（4週間）の配信費用を
定価から最大 2レートUP いたします！
※既に適用レートがある場合は、別途お見積りいたします。

★その他の特典
①50周年特設サイトでの「アーカイブ掲載」

―2023年3月ごろまで掲載いたします。
②アーカイブ期間中に、2週間「テキストアド」での誘導付き
－アーカイブページにも誘導いたします。

③制作したコンテンツの素材納品
－テキストおよび図版等をご納品いたします。

④抜刷費用が20％OFF！
－通常費用から割引いたします。

⑤制作費のパッケージ割引適用！
－記事制作費やクイズ正答画面制作費をパッケージ割引いたします。
※制作費想定：記事３ｐ相当116万円⇒100万円
※クイズ正答画面制作費：30万円⇒20万円

キャンペーン料金＆特典

実施回数

告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥1,563,000 ¥1,250,000 ¥1,094,000 ¥1,450,000 ¥1,160,000 ¥1,015,000 ¥1,350,000 ¥1,080,000 ¥945,000

～5,000 ¥1,875,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000 ¥1,740,000 ¥1,392,000 ¥1,218,000 ¥1,620,000 ¥1,296,000 ¥1,134,000

～10,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000 ¥2,100,000 ¥1,680,000 ¥1,470,000 ¥1,950,000 ¥1,560,000 ¥1,365,000

～15,000 ¥2,625,000 ¥2,100,000 ¥1,838,000 ¥2,400,000 ¥1,920,000 ¥1,680,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000

～20,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥2,600,000 ¥2,080,000 ¥1,820,000

～25,000 ¥3,375,000 ¥2,700,000 ¥2,363,000 ¥3,038,000 ¥2,430,000 ¥2,126,000 ¥2,888,000 ¥2,310,000 ¥2,021,000

～30,000 ¥3,750,000 ¥3,000,000 ¥2,625,000 ¥3,375,000 ¥2,700,000 ¥2,363,000 ¥3,225,000 ¥2,580,000 ¥2,258,000

～40,000 ¥4,500,000 ¥3,600,000 ¥3,150,000 ¥4,050,000 ¥3,240,000 ¥2,835,000 ¥3,900,000 ¥3,120,000 ¥2,730,000

40,001～ ¥5,250,000 ¥4,200,000 ¥3,675,000 ¥4,725,000 ¥3,780,000 ¥3,308,000 ¥4,500,000 ¥3,600,000 ¥3,150,000

1回 6回 12回

★費用例
①医師全数配信、A4 3p相当コンテンツ
抜刷4C4p 10,000部
6,685,000円
（定価：8,328,000円＋1,500,000円×アーカイブ月数）

②医師10,000名配信、A4 3p相当コンテンツ
抜刷4C4p 5,000部
3,956,000円
（定価：5,178,000円＋1,500,000円×アーカイブ月数）


料金改定後

				WEB講演会（2020.1～） コウエンカイ

				年間実施回数 ネンカン ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥500,000		¥400,000		¥350,000		¥480,000		¥384,000		¥336,000		¥450,000		¥360,000		¥315,000		¥430,000		¥344,000		¥300,000		¥410,000		¥328,000		¥290,000		¥400,000		¥320,000		¥280,000

				～5,000		¥625,000		¥500,000		¥438,000		¥600,000		¥480,000		¥420,000		¥563,000		¥450,000		¥394,000		¥537,500		¥430,000		¥376,000		¥513,000		¥410,000		¥363,000		¥500,000		¥400,000		¥350,000

				～10,000		¥1,250,000		¥1,000,000		¥875,000		¥1,200,000		¥960,000		¥840,000		¥1,125,000		¥900,000		¥788,000		¥1,075,000		¥860,000		¥753,000		¥1,025,000		¥820,000		¥718,000		¥975,000		¥780,000		¥683,000

				～15,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,050,000		¥1,425,000		¥1,140,000		¥998,000		¥1,350,000		¥1,080,000		¥945,000		¥1,275,000		¥1,020,000		¥893,000		¥1,225,000		¥980,000		¥840,000		¥1,175,000		¥940,000		¥788,000

				～20,000		¥1,875,000		¥1,500,000		¥1,313,000		¥1,781,000		¥1,425,000		¥1,247,000		¥1,688,000		¥1,350,000		¥1,182,000		¥1,594,000		¥1,275,000		¥1,115,000		¥1,513,000		¥1,210,000		¥1,050,000		¥1,438,000		¥1,150,000		¥985,000

				～25,000		¥2,187,000		¥1,750,000		¥1,530,000		¥2,075,000		¥1,660,000		¥1,453,000		¥1,963,000		¥1,570,000		¥1,374,000		¥1,875,000		¥1,500,000		¥1,313,000		¥1,768,000		¥1,415,000		¥1,243,000		¥1,694,000		¥1,355,000		¥1,175,000

				～30,000		¥2,500,000		¥2,000,000		¥1,750,000		¥2,350,000		¥1,880,000		¥1,645,000		¥2,250,000		¥1,800,000		¥1,575,000		¥2,150,000		¥1,720,000		¥1,505,000		¥2,050,000		¥1,640,000		¥1,435,000		¥1,950,000		¥1,560,000		¥1,365,000

				～40,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000		¥2,850,000		¥2,280,000		¥1,995,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000		¥2,600,000		¥2,080,000		¥1,820,000		¥2,488,000		¥1,990,000		¥1,750,000		¥2,388,000		¥1,910,000		¥1,680,000

				40,001～		¥3,500,000		¥2,800,000		¥2,450,000		¥3,300,000		¥2,640,000		¥2,310,000		¥3,150,000		¥2,520,000		¥2,205,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000		¥2,850,000		¥2,280,000		¥1,995,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000

				e-Detail 4週間（2020.1～） シュウカン

				実施回数 ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥1,250,000		¥1,000,000		¥875,000		¥1,200,000		¥960,000		¥840,000		¥1,125,000		¥900,000		¥788,000		¥1,075,000		¥860,000		¥753,000		¥1,025,000		¥820,000		¥718,000		¥975,000		¥780,000		¥683,000

				～5,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,050,000		¥1,425,000		¥1,140,000		¥998,000		¥1,350,000		¥1,080,000		¥945,000		¥1,275,000		¥1,020,000		¥893,000		¥1,225,000		¥980,000		¥840,000		¥1,175,000		¥940,000		¥788,000

				～10,000		¥1,800,000		¥1,440,000		¥1,260,000		¥1,740,000		¥1,392,000		¥1,218,000		¥1,680,000		¥1,344,000		¥1,176,000		¥1,560,000		¥1,248,000		¥1,126,000		¥1,498,000		¥1,198,000		¥1,048,000		¥1,440,000		¥1,152,000		¥1,008,000

				～15,000		¥2,100,000		¥1,680,000		¥1,470,000		¥2,016,000		¥1,613,000		¥1,411,000		¥1,920,000		¥1,536,000		¥1,344,000		¥1,800,000		¥1,440,000		¥1,260,000		¥1,747,000		¥1,398,000		¥1,223,000		¥1,680,000		¥1,344,000		¥1,176,000

				～20,000		¥2,400,000		¥1,920,000		¥1,680,000		¥2,280,000		¥1,824,000		¥1,596,000		¥2,160,000		¥1,728,000		¥1,512,000		¥2,040,000		¥1,632,000		¥1,428,000		¥1,997,000		¥1,597,000		¥1,398,000		¥1,920,000		¥1,536,000		¥1,344,000

				～25,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000		¥2,550,000		¥2,040,000		¥1,785,000		¥2,430,000		¥1,944,000		¥1,701,000		¥2,310,000		¥1,848,000		¥1,617,000		¥2,246,000		¥1,797,000		¥1,572,000		¥2,160,000		¥1,728,000		¥1,512,000

				～30,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000		¥2,850,000		¥2,280,000		¥1,995,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000		¥2,600,000		¥2,080,000		¥1,820,000		¥2,488,000		¥1,990,000		¥1,750,000		¥2,388,000		¥1,910,000		¥1,680,000

				～40,000		¥3,600,000		¥2,880,000		¥2,520,000		¥3,420,000		¥2,736,000		¥2,394,000		¥3,240,000		¥2,592,000		¥2,268,000		¥3,120,000		¥2,496,000		¥2,184,000		¥2,995,000		¥2,396,000		¥2,097,000		¥2,880,000		¥2,304,000		¥2,016,000

				40,001～		¥4,200,000		¥3,360,000		¥2,940,000		¥3,960,000		¥3,168,000		¥2,772,000		¥3,780,000		¥3,024,000		¥2,646,000		¥3,600,000		¥2,880,000		¥2,520,000		¥3,494,000		¥2,796,000		¥2,446,000		¥3,360,000		¥2,688,000		¥2,352,000

				e-Detail 2週間（2020.1～） シュウカン

				実施回数 ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥990,000		¥792,000		¥693,000		¥950,000		¥760,000		¥665,000		¥920,000		¥736,000		¥644,000		¥870,000		¥696,000		¥609,000		¥824,000		¥659,000		¥577,000		¥792,000		¥634,000		¥554,000

				～5,000		¥1,188,000		¥950,000		¥832,000		¥1,140,000		¥912,000		¥798,000		¥1,104,000		¥883,000		¥773,000		¥1,044,000		¥835,000		¥731,000		¥988,000		¥791,000		¥692,000		¥950,000		¥760,000		¥665,000

				～10,000		¥1,368,000		¥1,094,000		¥958,000		¥1,320,000		¥1,056,000		¥924,000		¥1,272,000		¥1,018,000		¥890,000		¥1,200,000		¥960,000		¥857,000		¥1,138,000		¥911,000		¥797,000		¥1,094,000		¥876,000		¥766,000

				～15,000		¥1,548,000		¥1,238,000		¥1,084,000		¥1,476,000		¥1,181,000		¥1,033,000		¥1,404,000		¥1,123,000		¥983,000		¥1,332,000		¥1,066,000		¥932,000		¥1,288,000		¥1,030,000		¥902,000		¥1,238,000		¥991,000		¥867,000

				～20,000		¥1,728,000		¥1,382,000		¥1,210,000		¥1,656,000		¥1,325,000		¥1,159,000		¥1,560,000		¥1,248,000		¥1,092,000		¥1,488,000		¥1,190,000		¥1,042,000		¥1,438,000		¥1,150,000		¥1,010,000		¥1,382,000		¥1,106,000		¥968,000

				～25,000		¥1,908,000		¥1,526,000		¥1,336,000		¥1,818,000		¥1,454,000		¥1,273,000		¥1,728,000		¥1,382,000		¥1,210,000		¥1,644,000		¥1,315,000		¥1,151,000		¥1,587,000		¥1,270,000		¥1,110,000		¥1,526,000		¥1,220,000		¥1,068,000

				～30,000		¥2,088,000		¥1,670,000		¥1,462,000		¥1,980,000		¥1,584,000		¥1,386,000		¥1,896,000		¥1,517,000		¥1,327,000		¥1,800,000		¥1,440,000		¥1,260,000		¥1,737,000		¥1,390,000		¥1,220,000		¥1,670,000		¥1,337,000		¥1,169,000

				～40,000		¥2,448,000		¥1,958,000		¥1,714,000		¥2,328,000		¥1,862,000		¥1,630,000		¥2,220,000		¥1,776,000		¥1,554,000		¥2,112,000		¥1,690,000		¥1,478,000		¥2,037,000		¥1,630,000		¥1,430,000		¥1,958,000		¥1,567,000		¥1,371,000

				40,001～		¥2,808,000		¥2,246,000		¥1,966,000		¥2,664,000		¥2,131,000		¥1,865,000		¥2,520,000		¥2,016,000		¥1,764,000		¥2,400,000		¥1,920,000		¥1,680,000		¥2,336,000		¥1,870,000		¥1,640,000		¥2,246,000		¥1,800,000		¥1,570,000

				e-Detailクイズ 4週間（2020.1～） シュウカン

				実施回数 ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥1,563,000		¥1,250,000		¥1,094,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,050,000		¥1,450,000		¥1,160,000		¥1,015,000		¥1,350,000		¥1,080,000		¥945,000		¥1,300,000		¥1,040,000		¥910,000		¥1,250,000		¥1,000,000		¥875,000

				～5,000		¥1,875,000		¥1,500,000		¥1,313,000		¥1,800,000		¥1,440,000		¥1,260,000		¥1,740,000		¥1,392,000		¥1,218,000		¥1,620,000		¥1,296,000		¥1,134,000		¥1,560,000		¥1,248,000		¥1,092,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,050,000

				～10,000		¥2,250,000		¥1,800,000		¥1,575,000		¥2,175,000		¥1,740,000		¥1,523,000		¥2,100,000		¥1,680,000		¥1,470,000		¥1,950,000		¥1,560,000		¥1,365,000		¥1,872,000		¥1,498,000		¥1,310,000		¥1,800,000		¥1,440,000		¥1,260,000

				～15,000		¥2,625,000		¥2,100,000		¥1,838,000		¥2,520,000		¥2,016,000		¥1,764,000		¥2,400,000		¥1,920,000		¥1,680,000		¥2,250,000		¥1,800,000		¥1,575,000		¥2,184,000		¥1,747,000		¥1,529,000		¥2,100,000		¥1,680,000		¥1,470,000

				～20,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000		¥2,850,000		¥2,280,000		¥1,995,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000		¥2,600,000		¥2,080,000		¥1,820,000		¥2,488,000		¥1,990,000		¥1,750,000		¥2,388,000		¥1,910,000		¥1,680,000

				～25,000		¥3,375,000		¥2,700,000		¥2,363,000		¥3,188,000		¥2,550,000		¥2,231,000		¥3,038,000		¥2,430,000		¥2,126,000		¥2,888,000		¥2,310,000		¥2,021,000		¥2,808,000		¥2,246,000		¥1,966,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000

				～30,000		¥3,750,000		¥3,000,000		¥2,625,000		¥3,525,000		¥2,820,000		¥2,468,000		¥3,375,000		¥2,700,000		¥2,363,000		¥3,225,000		¥2,580,000		¥2,258,000		¥3,120,000		¥2,496,000		¥2,184,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000

				～40,000		¥4,500,000		¥3,600,000		¥3,150,000		¥4,275,000		¥3,420,000		¥2,993,000		¥4,050,000		¥3,240,000		¥2,835,000		¥3,900,000		¥3,120,000		¥2,730,000		¥3,744,000		¥2,995,000		¥2,621,000		¥3,600,000		¥2,880,000		¥2,520,000

				40,001～		¥5,250,000		¥4,200,000		¥3,675,000		¥4,950,000		¥3,960,000		¥3,465,000		¥4,725,000		¥3,780,000		¥3,308,000		¥4,500,000		¥3,600,000		¥3,150,000		¥4,368,000		¥3,494,000		¥3,058,000		¥4,200,000		¥3,360,000		¥2,940,000

				e-Detailクイズ 2週間（2020.1～） シュウカン

				実施回数 ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥1,238,000		¥990,000		¥866,000		¥1,188,000		¥950,000		¥831,000		¥1,150,000		¥920,000		¥805,000		¥1,088,000		¥870,000		¥761,000		¥1,030,000		¥824,000		¥721,000		¥990,000		¥793,000		¥693,000

				～5,000		¥1,485,000		¥1,188,000		¥1,040,000		¥1,425,000		¥1,140,000		¥998,000		¥1,380,000		¥1,104,000		¥966,000		¥1,305,000		¥1,044,000		¥914,000		¥1,235,000		¥989,000		¥865,000		¥1,188,000		¥950,000		¥831,000

				～10,000		¥1,710,000		¥1,368,000		¥1,198,000		¥1,650,000		¥1,320,000		¥1,155,000		¥1,590,000		¥1,273,000		¥1,113,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,071,000		¥1,423,000		¥1,139,000		¥996,000		¥1,368,000		¥1,095,000		¥958,000

				～15,000		¥1,935,000		¥1,548,000		¥1,355,000		¥1,845,000		¥1,476,000		¥1,291,000		¥1,755,000		¥1,404,000		¥1,229,000		¥1,665,000		¥1,333,000		¥1,165,000		¥1,610,000		¥1,288,000		¥1,128,000		¥1,548,000		¥1,239,000		¥1,084,000

				～20,000		¥2,160,000		¥1,728,000		¥1,513,000		¥2,070,000		¥1,656,000		¥1,449,000		¥1,950,000		¥1,560,000		¥1,365,000		¥1,860,000		¥1,488,000		¥1,303,000		¥1,798,000		¥1,438,000		¥1,263,000		¥1,728,000		¥1,383,000		¥1,210,000

				～25,000		¥2,385,000		¥1,908,000		¥1,670,000		¥2,273,000		¥1,818,000		¥1,591,000		¥2,160,000		¥1,728,000		¥1,513,000		¥2,055,000		¥1,644,000		¥1,439,000		¥1,984,000		¥1,588,000		¥1,388,000		¥1,908,000		¥1,525,000		¥1,335,000

				～30,000		¥2,610,000		¥2,088,000		¥1,828,000		¥2,475,000		¥1,980,000		¥1,733,000		¥2,370,000		¥1,896,000		¥1,659,000		¥2,250,000		¥1,800,000		¥1,575,000		¥2,171,000		¥1,738,000		¥1,525,000		¥2,088,000		¥1,671,000		¥1,461,000

				～40,000		¥3,060,000		¥2,448,000		¥2,143,000		¥2,910,000		¥2,328,000		¥2,038,000		¥2,775,000		¥2,220,000		¥1,943,000		¥2,640,000		¥2,113,000		¥1,848,000		¥2,546,000		¥2,038,000		¥1,788,000		¥2,448,000		¥1,959,000		¥1,714,000

				40,001～		¥3,510,000		¥2,808,000		¥2,458,000		¥3,330,000		¥2,664,000		¥2,331,000		¥3,150,000		¥2,520,000		¥2,205,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000		¥2,920,000		¥2,338,000		¥2,050,000		¥2,808,000		¥2,250,000		¥1,963,000

				WEB講演会+e-Detail 4週間（2020.1～） コウエンカイ シュウカン

				年間実施回数 ネンカン ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,050,000		¥1,440,000		¥1,152,000		¥1,008,000		¥1,350,000		¥1,080,000		¥945,000		¥1,290,000		¥1,032,000		¥902,000		¥1,230,000		¥984,000		¥864,000		¥1,180,000		¥944,000		¥826,000

				～5,000		¥1,825,000		¥1,460,000		¥1,278,000		¥1,740,000		¥1,392,000		¥1,218,000		¥1,643,000		¥1,314,000		¥1,150,000		¥1,558,000		¥1,246,000		¥1,090,000		¥1,493,000		¥1,194,000		¥1,035,000		¥1,440,000		¥1,152,000		¥980,000

				～10,000		¥2,690,000		¥2,152,000		¥1,883,000		¥2,592,000		¥2,074,000		¥1,814,000		¥2,469,000		¥1,975,000		¥1,729,000		¥2,323,000		¥1,858,000		¥1,654,000		¥2,223,000		¥1,778,000		¥1,556,000		¥2,127,000		¥1,702,000		¥1,489,000

				～15,000		¥3,180,000		¥2,544,000		¥2,226,000		¥3,038,000		¥2,430,000		¥2,127,000		¥2,886,000		¥2,309,000		¥2,020,000		¥2,715,000		¥2,172,000		¥1,901,000		¥2,623,000		¥2,098,000		¥1,818,000		¥2,519,000		¥2,015,000		¥1,729,000

				～20,000		¥3,795,000		¥3,036,000		¥2,657,000		¥3,605,000		¥2,884,000		¥2,524,000		¥3,416,000		¥2,732,000		¥2,392,000		¥3,226,000		¥2,581,000		¥2,257,000		¥3,111,000		¥2,488,000		¥2,168,000		¥2,974,000		¥2,379,000		¥2,060,000

				～25,000		¥4,347,000		¥3,478,000		¥3,042,000		¥4,115,000		¥3,292,000		¥2,881,000		¥3,907,000		¥3,125,000		¥2,735,000		¥3,723,000		¥2,978,000		¥2,607,000		¥3,565,000		¥2,853,000		¥2,501,000		¥3,422,000		¥2,737,000		¥2,385,000

				～30,000		¥4,900,000		¥3,920,000		¥3,430,000		¥4,606,000		¥3,685,000		¥3,224,000		¥4,410,000		¥3,528,000		¥3,087,000		¥4,214,000		¥3,371,000		¥2,950,000		¥4,040,400		¥3,232,000		¥2,835,000		¥3,860,000		¥3,088,000		¥2,709,000

				～40,000		¥5,880,000		¥4,704,000		¥4,116,000		¥5,586,000		¥4,469,000		¥3,910,000		¥5,292,000		¥4,234,000		¥3,704,000		¥5,096,000		¥4,077,000		¥3,567,000		¥4,884,000		¥3,907,000		¥3,428,000		¥4,692,000		¥3,753,000		¥3,293,000

				40,001～		¥6,860,000		¥5,488,000		¥4,802,000		¥6,468,000		¥5,174,000		¥4,528,000		¥6,174,000		¥4,940,000		¥4,322,000		¥5,880,000		¥4,704,000		¥4,116,000		¥5,645,000		¥4,517,000		¥3,952,000		¥5,388,000		¥4,310,000		¥3,772,000

				WEB講演会+e-Detail 2週間（2020.1～） コウエンカイ シュウカン

				年間実施回数 ネンカン ジッシ カイスウ		1回						3回						6回						12回						18回						24回

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥1,292,000		¥1,034,000		¥904,000		¥1,240,000		¥992,000		¥868,000		¥1,186,000		¥949,000		¥830,000		¥1,126,000		¥901,000		¥787,000		¥1,069,000		¥855,000		¥752,000		¥1,034,000		¥827,000		¥723,000

				～5,000		¥1,575,000		¥1,260,000		¥1,104,000		¥1,512,000		¥1,210,000		¥1,059,000		¥1,446,000		¥1,156,000		¥1,012,000		¥1,373,000		¥1,098,000		¥961,000		¥1,303,000		¥1,043,000		¥917,000		¥1,260,000		¥1,008,000		¥882,000

				～10,000		¥2,344,000		¥1,875,000		¥1,641,000		¥2,256,000		¥1,805,000		¥1,579,000		¥2,143,000		¥1,714,000		¥1,500,000		¥2,035,000		¥1,628,000		¥1,439,000		¥1,935,000		¥1,549,000		¥1,356,000		¥1,850,000		¥1,481,000		¥1,296,000

				～15,000		¥2,738,000		¥2,190,000		¥1,917,000		¥2,606,000		¥2,085,000		¥1,824,000		¥2,473,000		¥1,978,000		¥1,731,000		¥2,341,000		¥1,873,000		¥1,639,000		¥2,255,000		¥1,804,000		¥1,562,000		¥2,165,000		¥1,733,000		¥1,482,000

				～20,000		¥3,257,000		¥2,606,000		¥2,281,000		¥3,106,000		¥2,485,000		¥2,174,000		¥2,936,000		¥2,348,000		¥2,056,000		¥2,784,000		¥2,227,000		¥1,949,000		¥2,663,000		¥2,130,000		¥1,858,000		¥2,544,000		¥2,034,000		¥1,759,000

				～25,000		¥3,713,000		¥2,971,000		¥2,599,000		¥3,529,000		¥2,823,000		¥2,471,000		¥3,345,000		¥2,676,000		¥2,342,000		¥3,190,000		¥2,552,000		¥2,234,000		¥3,038,000		¥2,431,000		¥2,131,000		¥2,915,000		¥2,331,000		¥2,029,000

				～30,000		¥4,170,000		¥3,336,000		¥2,920,000		¥3,934,000		¥3,147,000		¥2,754,000		¥3,767,000		¥3,014,000		¥2,637,000		¥3,590,000		¥2,872,000		¥2,513,000		¥3,440,000		¥2,752,000		¥2,411,000		¥3,286,000		¥2,630,000		¥2,300,000

				～40,000		¥4,958,000		¥3,966,000		¥3,471,000		¥4,712,000		¥3,770,000		¥3,299,000		¥4,476,000		¥3,581,000		¥3,133,000		¥4,290,000		¥3,432,000		¥3,002,000		¥4,118,000		¥3,294,000		¥2,894,000		¥3,954,000		¥3,164,000		¥2,777,000

				40,001～		¥5,746,000		¥4,597,000		¥4,023,000		¥5,431,000		¥4,345,000		¥3,802,000		¥5,166,000		¥4,133,000		¥3,616,000		¥4,920,000		¥3,936,000		¥3,444,000		¥4,719,000		¥3,776,000		¥3,307,000		¥4,497,000		¥3,600,000		¥3,146,000





Sheet2

						実施回数 ジッシ カイスウ		1回						6回						12回

						告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

						～2,000		¥1,563,000		¥1,250,000		¥1,094,000		¥1,450,000		¥1,160,000		¥1,015,000		¥1,350,000		¥1,080,000		¥945,000

						～5,000		¥1,875,000		¥1,500,000		¥1,313,000		¥1,740,000		¥1,392,000		¥1,218,000		¥1,620,000		¥1,296,000		¥1,134,000

						～10,000		¥2,250,000		¥1,800,000		¥1,575,000		¥2,100,000		¥1,680,000		¥1,470,000		¥1,950,000		¥1,560,000		¥1,365,000

						～15,000		¥2,625,000		¥2,100,000		¥1,838,000		¥2,400,000		¥1,920,000		¥1,680,000		¥2,250,000		¥1,800,000		¥1,575,000

						～20,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000		¥2,700,000		¥2,160,000		¥1,890,000		¥2,600,000		¥2,080,000		¥1,820,000

						～25,000		¥3,375,000		¥2,700,000		¥2,363,000		¥3,038,000		¥2,430,000		¥2,126,000		¥2,888,000		¥2,310,000		¥2,021,000

						～30,000		¥3,750,000		¥3,000,000		¥2,625,000		¥3,375,000		¥2,700,000		¥2,363,000		¥3,225,000		¥2,580,000		¥2,258,000

						～40,000		¥4,500,000		¥3,600,000		¥3,150,000		¥4,050,000		¥3,240,000		¥2,835,000		¥3,900,000		¥3,120,000		¥2,730,000

						40,001～		¥5,250,000		¥4,200,000		¥3,675,000		¥4,725,000		¥3,780,000		¥3,308,000		¥4,500,000		¥3,600,000		¥3,150,000





Sheet1





コロナ



				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥800,000		¥700,000		¥650,000

				～5,000		¥925,000		¥800,000		¥738,000

				～10,000		¥1,550,000		¥1,300,000		¥1,175,000

				～15,000		¥1,800,000		¥1,500,000		¥1,350,000

				～20,000		¥2,175,000		¥1,800,000		¥1,613,000

				～25,000		¥2,487,000		¥2,050,000		¥1,830,000

				～30,000		¥2,800,000		¥2,300,000		¥2,050,000

				～40,000		¥3,300,000		¥2,700,000		¥2,400,000

				40,001～		¥3,800,000		¥3,100,000		¥2,750,000

								¥300,000

				■改定後 カイテイ ゴ

				告知対象者数 コクチ タイショウシャ		医師 イシ		薬剤師 ヤクザイシ		看護師 カンゴシ

				～2,000		¥500,000		¥400,000		¥350,000

				～5,000		¥625,000		¥500,000		¥438,000

				～10,000		¥1,250,000		¥1,000,000		¥875,000

				～15,000		¥1,500,000		¥1,200,000		¥1,050,000

				～20,000		¥1,875,000		¥1,500,000		¥1,313,000

				～25,000		¥2,187,000		¥1,750,000		¥1,530,000

				～30,000		¥2,500,000		¥2,000,000		¥1,750,000

				～40,000		¥3,000,000		¥2,400,000		¥2,100,000

				40,001～		¥3,500,000		¥2,800,000		¥2,450,000





Link lite薬剤師

						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～640,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ		8%		～1,600クリック		400円 エン		400,000円 エン

						～960,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～2,400クリック

						～1,440,000円 エン				～45,000通（名） ツウ メイ				～3,600クリック

						～1,920,000円 エン				～60,000通（名） ツウ メイ				～4,800クリック

						～1,560,000円 エン				～80,000通（名） ツウ メイ				～6,400クリック

						～3,200,000円 エン				～100,000通（名） ツウ メイ				～8,000クリック

						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～450,000円 エン				～3,000通（名） ツウ メイ		15%		～450クリック		1,000円 エン		500,000円 エン

						～750,000円 エン				～5,000通（名） ツウ メイ				～7,500クリック

						～1,500,000円 エン				～10,000通（名） ツウ メイ				～1,500クリック

						～2,250,000円 エン				～15,000通（名） ツウ メイ				～2,250クリック

						～3,000,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ				～3,000クリック

						～4,500,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～4,500クリック

						～6,000,000円 エン				～40,000通（名） ツウ メイ				～6,000クリック

						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～750,000円 エン				～5,000通（名） ツウ メイ		15%		～750クリック		1,000円 エン		500,000円 エン

						～1,500,000円 エン				～10,000通（名） ツウ メイ				～1,500クリック

						～2,250,000円 エン				～15,000通（名） ツウ メイ				～2,250クリック

						～3,000,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ				～3,000クリック

						～4,500,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～4,500クリック

						～6,000,000円 エン				～40,000通（名） ツウ メイ				～6,000クリック

						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～900,000円 エン				～10,000通（名） ツウ メイ		15%		～1,500クリック		600円 エン		450,000円 エン

						～1,350,000円 エン				～15,000通（名） ツウ メイ				～2,250クリック

						～1,800,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ				～3,000クリック

						～2,700,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～4,500クリック

						～3,600,000円 エン				～40,000通（名） ツウ メイ				～6,000クリック

						～5,400,000円 エン				～60,000通（名） ツウ メイ				～9,000クリック





Exp無しLink類

						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～840,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ		3%		～600クリック		1,400円 エン		400,000円 エン

						～1,260,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～900クリック

						～1,890,000円 エン				～45,000通（名） ツウ メイ				～1,350クリック

						～2,520,000円 エン				～60,000通（名） ツウ メイ				～1,800クリック

						～3,360,000円 エン				～80,000通（名） ツウ メイ				～2,400クリック

						～4,200,000円 エン				～100,000通（名） ツウ メイ				～3,000クリック

						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～500,000円 エン				～5,000通（名） ツウ メイ		5%		～250クリック		2,000円 エン		450,000円 エン

						～1,000,000円 エン				～10,000通（名） ツウ メイ				～500クリック

						～1,500,000円 エン				～15,000通（名） ツウ メイ				～750クリック

						～2,000,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ				～1,000クリック

						～3,000,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～1,500クリック

						～4,000,000円 エン				～40,000通（名） ツウ メイ				～2,000クリック

						～6,000,000円 エン				～60,000通（名） ツウ メイ				～3,000クリック



						ご予算上限目安 ヨサン ジョウゲン メヤス				配信数（名）
テキストアド＆メール ハイシン スウ メイ		合計想定最大クリック率 ゴウケイ ソウテイ サイダイ リツ		想定最大クリック数 ソウテイ サイダイ スウ		クリック単価 タンカ		ミニマム費用※2 ヒヨウ

						～750,000円 エン				～5,000通（名） ツウ メイ		5%		～250クリック		3,000円 エン		500,000円 エン

						～1,500,000円 エン				～10,000通（名） ツウ メイ				～500クリック

						～2,250,000円 エン				～15,000通（名） ツウ メイ				～750クリック

						～3,000,000円 エン				～20,000通（名） ツウ メイ				～1,000クリック

						～4,500,000円 エン				～30,000通（名） ツウ メイ				～1,500クリック

						～6,000,000円 エン				～40,000通（名） ツウ メイ				～2,000クリック

						～9,000,000円 エン				～60,000通（名） ツウ メイ				～3,000クリック







e-Detail Quiz（テキスト版）展開イメージ

貴社製品/サービスの動画コンテンツをセグメントした配信ターゲットに告知
視聴者の個人情報とクイズ＆アンケート結果などをフィードバック致します。

コンテンツページ クイズ→解説→アンケート

※クイズ、アンケートは共に6問以内
※コンテンツに関する質問や
コンテンツ視聴後処方意向などの
意識変容等のアンケートを実施可能

※アンケート結果、自由回答など
含めレポート

※個人情報を取得するような設問は
ご遠慮いただいております。

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

対象者だけに告知 コンテンツ閲覧

※配信期間は、4週間 or 2週間

視聴レポート提出

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の第三者提供

に関する許諾を取得します。

MReach規約画面

※テキストコンテンツで医師などによる
解説。図表掲載による理解促進。

※ＤＩページへのリンク又はPDFで表示
※提供クレジット有
※貴社サイトへのリンク可能

※Expの付与について

コンテンツ閲覧後、「閲覧完了ボ
タン」を表示します。そのボタン
をクリックした閲覧完了者のみに
320Expを付与致します。
また、クイズに全問正解すると追
加で50Expを付与致します。

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・視聴時間
・クイズ回答結果
・アンケート回答結果
（回答者のみ）

・メールアドレスは含みません。
・薬剤師/看護師には、一部識
別コードが含まれる場合があり
ます。



Quiz画面のイメージ（6問以内）

●設問数
6問まで（シングルアンサー、マルチプルアン
サーどちらも対応可能・自由記述不可）
●設問文の文字数
推奨 200文字以内（最大1024文字）
●選択肢数
推奨 5つまで（最大10個）
●選択肢の文字数
推奨 50文字以内（最大256文字）
●解答用解説文
推奨 300文字以内（最大1024文字）
●解答用図版（有無選択可能）
1問につき1点まで
ファイル形式：jpeg、1点につき5MB以内
表示サイズ：720×405px

●設問ページでは全問分の、
・設問内容
・選択肢
を1画面内に表示し、回答ボタンで次ページへ進みます。

●正答ページでは自身の解答、正解と解説文を掲出します。
図版の掲出も可能です。

●全問正解すると、ボーナスExpとして50Expを追加で進呈す
る仕組みになっています。

●クイズへの回答は1アカウントにつき1回までとなります。
回答後に再度クイズ画面に遷移しますと、「既にお答えいた
だいております」という表示とともに、設問と正解および解
説文を再表示いたします。

アンケート画面

クイズ設問＆回答画面 クイズ正答
＆

解説画面

コンテンツ画面

視聴/閲覧完了後の
自動遷移
または

視聴/閲覧中の回答
が可能です。

●設問数
6問まで
（シングルアンサーのみ。自由記述も可能）
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e-Detail Quizログレポート提出イメージ

視聴者情報レポート
アクセス日、識別コード、氏名、職種、勤務先、所属部署、勤務先住所、勤務先病床数
診療科目、視聴合計時間・視聴完了有無、閲覧回数、クイズ回答結果、正答率、アンケート回答結果

※メールアドレスは含まれません。

配信開始の翌日から配信終了の翌日まで（休日問わず）
“累積形式”で毎日、日別ユニークの視聴者情報をレポート提出致します。（時刻はAM10時前後）

また配信終了から2日後に、トータルのユニーク視聴者のまとめリストを提出致します。

・・・

※ログレポートのダウンロード期限は7日間です。ご注意ください。

動画版のみ テキスト版のみ

※薬剤師/看護師には診療科目は含まれません。

アクセス日 医師個人
識別コード

施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載

氏名 職種 勤務先名称 所属部署 勤務先郵便番号勤務先住所

2020/04/01 612345 3690001 日経　一郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第一病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 612346 3690002 日経　二郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第二病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 日経　薬子 薬剤師（薬局勤務） 日経BP薬局 108-8646 東京都　港区
2020/04/01 612348 3690004,3690010 日経　三郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP中央病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 日経　薬太郎 薬剤師（薬局開設） BPドラッグストア 108-8646 東京都　港区
2020/04/02 612350 3690007 日経　四郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/02 612351 3690004,3690012,3690045 日経　五郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第四病院 外科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/03 日経　六実 薬剤師（病医院勤務） 日経BP第10病院 薬剤部 108-8646 東京都　港区
2020/04/04 612353 3690009 日経　七子 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP労災病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　

勤務先病床数 施設識別コード
（NMO登録時施設）

病院（500床以上） 3690001
病院（500床以上） 3690002

　 区
病院（300～499床） 3690003

　 区
診療所（1～19床） 3690004
病院（300～499床） 3690005

　 区 3690006
病院（500床以上） 3690007

診療科目1 診療科目2 診療科目3 視聴環境
チャプタ1
視聴合計
時間

チャプタ
1視聴完
了

p.1閲
覧回
数

p.2閲
覧回
数

クイズ
問1

クイズ
問2

クイズ
問3

クイズ
問4

クイズ
問5

クイズ
問6 正答率

アン
ケート
問1

アン
ケート
問2

アン
ケート
問3

アン
ケート
問4

アンケート問5

内科 PC 0:20 0 2 2 2 1 3 1 1 3 33%
内科 循環器科 内分泌内科・糖スマホ 0:09 0 1 1 1 1 2 2 3 3 100%

PC 9:14 0 2 1 4 1 3 2 4 3 67%
内科 神経内科 PC 9:20 1 1 0 4 2 4 3 4 4 0% 2 2 2 2 コメントコメント

PC 9:20 1 1 1 2 1 1 2 4 4 25% 4 1 1,2,3, 3
腎臓内科 PC 10:16 1 1 1 3 1 2 2 4 4 60% 4 2 1,3,4 2
内科 消化器内科 PC 10:17 1 2 0 1 1 1 1 1 1 50%

PC 10:18 1 1 1 1 1 2 2 3 3 100% 4 1 1,2,3, 3 ダミーダミー
内科 PC 5:19 0 2 2 2 2 3 1 4 4 0%


Sheet0

		アクセス日 ビ		医師個人
識別コード コジン シキベツ		施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載 シキベツ		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2
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		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2






e-Detail

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2





Quiz

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		クイズ問1		クイズ問2		クイズ問3		クイズ問4		クイズ問5		クイズ問6		正答率 セイトウ リツ		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2		2		1		3		1		1		3		33%										

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1		1		1		2		2		3		3		100%										

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1		4		1		3		2		4		3		67%										

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		4		2		4		3		4		4		0%		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		2		1		1		2		4		4		25%		4		1		1,2,3,4		3		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		3		1		2		2		4		4		60%		4		2		1,3,4		2		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0		1		1		1		1		1		1		50%

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		1		1		2		2		3		3		100%		4		1		1,2,3,4		3		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2		2		2		3		1		4		4		0%







7

© Nikkei Business Publications ,Inc.  All rights reserved. 

e-Detail Quizサマリーレポート提出イメージ

配信終了から5営業日後に提出いたします。

視聴時間分布
（動画版のみ）

視聴/閲覧の日別状況視聴/閲覧結果

誘導枠別結果

クイズ＆アンケート
回答結果

クイズ＆アンケートの内容は

・個人情報を取得するような設問はご
遠慮いただいております。

・配信内容に関係するものに限らせて
頂きます。

・設問数はクイズ、アンケート共に
それぞれ6問以内とさせて頂きます。

・択一式回答の設問を必ず１つは設定
ください。



50周年特設サイト＆アーカイブ～イメージ～

50th特設サイト

e-Detail Quiz企画①
時代を変えた薬・機器

e-Detail Quiz企画②
Unmet Medical Needs

に挑む

編集コンテンツ

e-Detail Quiz企画③
抑えておきたい
トライアル

提供
コンテンツ

A

提供
コンテンツ

B

提供
コンテンツ

C

提供
コンテンツ

D

提供
コンテンツ

A

提供
コンテンツ

B

提供
コンテンツ

C

提供
コンテンツ

D

提供
コンテンツ

A

提供
コンテンツ

B

提供
コンテンツ

C

提供
コンテンツ

D

アーカイブページイメージ
（e-Detail Quiz配信時の告知対象以外の

医師会員も閲覧可能）

各企画ごとのアーカイブページを用意いたします。
アーカイブは2023年3月ごろまで配信いたします。

時代を変えた薬・機器・技術

Unmet Medical Needsに挑む

抑えておきたいトライアル



想定スケジュール & コンテンツイメージ

企画申込
↓

取材先選定
コンテンツ打合せ/記事骨子案作成

↓
貴社による取材先医師等への打診

↓
日経BPによるアポ取り・取材

（テレカンもしくは取材先OKならばリアル取材）
↓

記事原稿作成（およそ1カ月程度）
↓

文字原稿初稿案、図表候補提出
↓

貴社担当者様一次チェック/修正指示
↓

文字原稿、図表修正案再提出
↓

原稿素材OK指示
↓

取材先医師への校閲
並行してクイズ原稿・アンケート原稿作成

↓
サイト掲載用HTML体裁のPDF等で

審査用原稿提出
↓

審査終了・原稿校了
↓

e-Detail Quiz 公開（4週間）
↓

記事内容イメージ①
～時代を変えた薬・機器・医療技術～（仮）

・当該薬剤や機器、医療技術が登場する前までの
治療状況、予後などの実態について

・当該薬剤等の開発の経緯、上市前の医療現場の声、
ニーズ等

・当該薬の作用機序、既存薬等との違い、臨床成績、
エビデンス等

・当該薬等上市後の治療成果、予後、QOL変化、
医療現場や患者の反響、臨床に与えたインパクト等

上記の事柄やいかにエポックメイキングな登場であったか
等を領域KOL医師等にインタビューする。（勿論この通り
でなくても構いません）

記事内容イメージ②
～Unmet Medical Needsに挑む～（仮）

・当該薬等が登場するまでの各種難病等のおかれた状況や
患者の悩み、患者数の問題や開発採算性、技術的な問題点
などどのような障害があったのかなどについて

・アンメットな状況を打開した技術革新、治療法を開発し
たい、医療現場に届けたいという医師、開発会社の思いな
どについて

・既存治療薬があった場合においても、診断上の課題、投
与法上の課題や患者QOL、併用薬の問題、剤型的な難点な
ど、当該領域の疾病治療が抱えていた課題などについて

・それまでの治療技術の難点や問題点の打開を製剤的な工
夫を凝らした点、Unmet Medical Needsを解決する為に開発
に挑んだ思い、恩恵に与った現場の声などについて

上記をインタビュー記事形式でまとめる。

クイズ内容イメージ
Q1．○○の正しい適応症をお選び下さい。

1:肺癌、2:非小細胞肺癌、3:小細胞肺癌、…

Q2．○○の作用機序で、阻害する遺伝子は次のうち
どれですが？正しいものをお選び下さい。

1:RET遺伝子、2:ALK遺伝子、3:NTREK融合遺伝子、
…

Q3．○○投与で、特に留意すべき副作用は次のうち
どれですか？

1:心臓障害、2:脱毛、3:悪心・嘔吐、4:皮膚障害

（設問は6問まで）

アンケート内容イメージ

Q1．コンテンツの内容は参考になりましたか？

1:大変参考になった、2:参考になった、3:・・・・

Q2．○○の特徴をご存知でしたか？

1:今回初めて知った、2:MRから聞いて知っていた、
3:

Q3．●●患者さんを現在何人診療されていますか？

1:1～5人、2:6～10人、3:11～20人、4:21人以上

（設問は6問まで）

e-Detail Quiz 公開（4週間）
↓

視聴者個人情報レポート/
視聴率等集計値サマリーレポート提出

↓
アーカイブ用原稿入稿

50周年特設サイトにアーカイブ掲載開始
（アーカイブ掲載開始時期にかかわらず
掲載終了は2023年3月頃を予定）

＊アーカイブ掲載はサービスの為レポートはありません。

制作期間：3～4か月（想定）
配信：4週間

＋アーカイブ期間



その他企画 & キャンセルポリシー

★ご紹介以外にも以下の企画を50周年感謝キャンペーンとして実施いたします。
詳しくはお問い合わせください。

＊メディカルアフェアーズ／学術部門向け
企画④ 疾病診断・治療のState of the Arts（仮）

＊広報部門向け
企画⑤ オンラインセミナー 2040年に向けて医療界が貢献できること（仮）

お問い合わせ先：日経ＢＰ 医療メディア広告部 e-mail:nm-ad@nikkeibp.co.jp

※インフォメーションシート提出期日までに提出遅延に関するご連絡がなくキャンセルとなった場合、
【20万円（税別）のキャンセル料】をご請求いたします。

★キャンセルポリシー
【MReach e-Detail Quiz】
・お申込み後～配信開始前日：料金の30%
・配信開始後：料金の100%
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