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ターゲティングメール 各種新メニュー

① MReach ターゲティングメール ← NEW
✓ クリック者の個人情報提供 ：あり
✓ 配信形式 ：テキスト版
✓ 配信単価 ：300円
✓ レポート ：個人情報付きログレポート（日次版・おまとめ版）＋配信レポート
✓ 配信対象 ：医師

② MReach ターゲティングメール lite（医師） ←名称変更（旧MReach ターゲティングメール）

✓ クリック者の個人情報提供 ：なし
✓ 配信形式 ：テキスト版／HTML版
✓ 配信単価 ：200円（旧メニューでは250円）

✓ レポート ：配信レポート
✓ 配信対象 ：医師

③ MReach ターゲティングメール lite（医師以外）←名称変更（旧MReach ターゲティングメール）

✓ クリック者の個人情報提供 ：なし
✓ 配信形式 ：テキスト版／HTML版
✓ 配信単価 ：180円（旧メニューでは250円）

✓ レポート ：配信レポート
✓ 配信対象 ：薬剤師／看護師
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MReach ターゲティングメール の概要

ＰＲスペース

テキスト版

■お申込みまでの流れ

・申込締切：配信希望日の10営業日前
・入稿締切：配信日の5営業日前

【キャンセルポリシー】p.9に掲載しております。事前にご確認ください。

※本メニューはテキスト版のみとなります。
※テキスト版のみのため、開封率データはございません。
※想定クリック率 1.5%前後（配信数に対して）
※80Expを事後に付与いたします。（クリック条件）

配信費用

300円／通（ミニマム料金：50万円）
※コ・プロモーションの場合、上記金額にシステム追加利用料として
別途30万円／社（税別）を申し受けます。
※個人情報付きログレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません。

クリック者の
個人情報提供

あり

レポートの種類

①クリック者の個人情報付きログレポート（日次版）
※配信日の翌日から7日間毎日、前日までのデータを累積形式でダウンロード可能。

②クリック者の個人情報付きログレポート（おまとめ版）
※配信日を含む7日間分を計測したログデータを、8日後（土日含む）にダウンロード可能。

③配信レポート
※配信日を含む7日間分の集計データを、配信日から7日+1営業日後にご提出。

※配信日・配信数・合計クリック数・ユニーククリック数・配信数に対するCTR等が含まれます。

ターゲットの設定

①職種、診療科目等の日経メディカル Online属性

②記事閲覧履歴等とのマッチング

③識別コードでのマッチング

原稿規定

メール件名：全角30文字以内
リンク先（クリック可能領域）は最大3点（添付文書リンクは除く）
仕様：全角38文字 × 30行程度
入稿：テキストファイル

リンク先は最大3つまでです。
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MReach ターゲティングメール ログレポートのイメージ

アクセス日
医師個人

識別コード

施設識別コード

（MDB）
氏名 職種 勤務先名称 所属部署 勤務先郵便番号

2022/6/1 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

2022/6/1 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

2022/6/1 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 外科 108-8646

2022/6/1 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 外科 108-8646

2022/6/1 612347 3690003 日経　三郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646

2022/6/1 612347 3690003 日経　三郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646

2022/6/2 612348 3690004 日経　四郎 医師（病院理事長・院長） 日経BP第四病院 内科 108-8646

2022/6/2 612348 3690004 日経　四郎 医師（病院理事長・院長） 日経BP第四病院 内科 108-8646

2022/6/3 612349 3690005 日経　五郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第五診療所 108-8646

2022/6/3 612349 3690005 日経　五郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第五診療所 108-8646

2022/6/6 612350 3690006 日経　六郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）日経BP第六病院 外科 108-8646

2022/6/6 612350 3690006 日経　六郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）日経BP第六病院 外科 108-8646

勤務先住所 勤務先病床数
施設識別コード

（NMO登録時施設）
診療科目1 診療科目2 診療科目3 遷移回数 URL

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（500床以上） 3690001 内科 循環器科 内分泌・糖尿病 1 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（500床以上） 3690001 内科 循環器科 内分泌・糖尿病 1 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（100～199床） 3690002 内科 神経内科 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（100～199床） 3690002 内科 神経内科 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ診療所（無床） 3690003 内科 消化器内科 循環器科 1 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ診療所（無床） 3690003 内科 消化器内科 循環器科 1 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（100～199床） 3690004 消化器内科 内分泌・糖尿病 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（100～199床） 3690004 消化器内科 内分泌・糖尿病 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ診療所（無床） 3690005 内分泌代謝内科・糖尿病科循環器科 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ診療所（無床） 3690005 内分泌代謝内科・糖尿病科循環器科 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（500床以上） 3690006 その他の内科 未回答 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２　日経虎ノ門別館１０Ｆ病院（500床以上） 3690006 その他の内科 未回答 未回答 2 https://medical.nikkeibp.co.jp/xxxxxxxxxxxx

個人情報付きログレポートに
含まれる各種データ

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、遷移回数（クリック
回数）、リンク先URL

※メールアドレスは含まれません。

※ログレポートイメージ：日次版

①個人情報付きログレポート（日次版）
「クリック者の個人情報付き」ログデータを配信日の翌日から7日間毎日（休日問わず）、前日までの累積形式でご提供します。

②個人情報付きログレポート（おまとめ版）
配信日を含む7日間分の「クリック者の個人情報付き」ログデータを、配信日の8日後（土日含む）にクリック者のユニークにまとめ直した形式でご提供します。

※個人情報付きのログレポートはダウンロード方式でのご案内となります。
※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。
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MReach ターゲティングメール 配信レポートのイメージ

御中

発行日： 2022年7月9日

〒105-8308　東京都港区虎ノ門4-3-12

株式会社　日経BP

下記のとおり広告掲載いたしましたことをご報告申し上げます。

● 広告主/内容 ： 株式会社●●製薬

● 掲載媒体 ： 日経メディカル Online Targeting Mail（HTML）

● 配信日　　　　　 ： 2022/7/1 (金)

● 配信数 ： 112,227 件

● 合計クリック数 ： 2,128 クリック

●ユニーククリック者数 ： 1,000 人

● 配信数に対するCTR ： 1.9%

※上記の数値は、配信日から一週間分の数値となります。

※上記CTRは合計クリック数÷配信数でのパーセンテージとなります。

配信件名：

リンク先①： 2128 クリック

リンク先②： 2 クリック

リンク先③： 3 クリック

リンク先④： 4 クリック

リンク先⑤： 5 クリック

株式会社●●製薬

広 告 掲 載 報 告 書

【50Exp】〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇【日経メディカル メール 2022.7.1】

メールキャプチャ貼付位置

配信レポートに
含まれる各種データ

広告主名、配信媒体、配信日、配信数、
合計クリック数、ユニーククリック者数、
配信数に対するCTR

③配信レポート
配信日を含む7日間分の集計データを、配信日から7日＋1営業日後にPDFにてご提出します。
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MReach ターゲティングメール lite の概要

ＰＲスペース

テキスト版
■お申込みまでの流れ

・申込締切：配信希望日の10営業日前
・入稿締切：配信日の5営業日前

【キャンセルポリシー】p.9に掲載しております。事前にご確認ください。

※HTML想定開封率 15～20％（配信数に対して）
※テキスト版では開封率データはございません。
※想定クリック率 1.5%前後（配信数に対して）
※50Expを事後に付与いたします。（クリック条件）

配信費用
医師・・・200円／通（ミニマム料金：50万円）
薬剤師・看護師・・・180円／通（ミニマム料金：50万円）

クリック者の
個人情報提供

なし

レポートの種類
①配信レポート
※配信日を含む7日間分の集計データを、配信日から7日+1営業日後にご提出。

※配信日・配信数・合計クリック数・ユニーククリック数・配信数に対するCTR等が含まれます。

ターゲットの設定

①職種、診療科目等の日経メディカル Online属性

②記事閲覧履歴等とのマッチング

③識別コードでのマッチング

原稿規定：共通
メール件名：全角30文字以内
リンク先（クリック可能領域）は最大3点（添付文書リンクは除く）

原稿規定：
HTML版

仕様：左右）640 × 天地）480ピクセル(固定)／150KB以内
入稿：HTML形式 ＋ .jpg または .png の画像ファイル形式

原稿規定：
テキスト版

仕様：全角38文字 × 30行程度
入稿：テキストファイル

HTML版

ＰＲスペース

※リンク先は最大3つまでです。
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MReach ターゲティングメール lite 配信レポートのイメージ

御中

発行日： 2022年7月9日

〒105-8308　東京都港区虎ノ門4-3-12

株式会社　日経BP

下記のとおり広告掲載いたしましたことをご報告申し上げます。

● 広告主/内容 ： 株式会社●●製薬

● 掲載媒体 ： 日経メディカル Online Targeting Mail（HTML）

● 配信日　　　　　 ： 2022/7/1 (金)

● 配信数 ： 112,227 件

● 合計クリック数 ： 2,128 クリック

●ユニーククリック者数 ： 1,000 人

● 配信数に対するCTR ： 1.9%

※上記の数値は、配信日から一週間分の数値となります。

※上記CTRは合計クリック数÷配信数でのパーセンテージとなります。

配信件名：

リンク先①： 2128 クリック

リンク先②： 2 クリック

リンク先③： 3 クリック

リンク先④： 4 クリック

リンク先⑤： 5 クリック

株式会社●●製薬

広 告 掲 載 報 告 書

【50Exp】〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇【日経メディカル メール 2022.7.1】

メールキャプチャ貼付位置

配信レポートに
含まれる各種データ

広告主名、配信媒体、配信日、配信数、
合計クリック数、ユニーククリック者数、
配信数に対するCTR

※HTML版の場合は、開封数、開封率の
データが追加となります。

①配信レポート
配信日を含む7日間分の集計データを、配信日から7日＋1営業日後にPDFにてご提出します。
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MReachメニューのキャンセルポリシー

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルする場合は、弊社のキャンセルポリシーに基づき、キャ
ンセル料が発生いたします。お申し込み前に、必ずご確認ください。
なお、「お申し込み」とはインフォメーションシートのご提出という前提となりますが、インフォメーション
シートのご提出に先立ち、弊社にて各種画面や原稿の作成などが発生した場合は、お申し込み済みとさせてい
ただきます。

【MReach ターゲティングメール/ターゲティングメール lite】

・お申込み後～配信開始前日：料金の30%
・配信当日：料金の100％

※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。

日経ＢＰ 医療メディア広告部
Tel:03-6811-8036 e-mail:nm-ad@nikkeibp.co.jp
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Web講演会終了後の
フォローアップメール配信プランのご案内

Ver.5.6
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フォローアップメール 各種メニュー

① フォローアップメール ← NEW
✓ クリック者の個人情報提供 ：あり
✓ 配信形式 ：テキスト版
✓ レポート ：個人情報付きログレポート（日次版・おまとめ版）＋配信レポート
✓ 配信対象 ：医師

② フォローアップメール lite（医師・薬剤師・看護師）←名称変更（旧フォローアップメール）

✓ クリック者の個人情報提供 ：なし
✓ 配信形式 ：テキスト版
✓ レポート ：配信レポート
✓ 配信対象 ：医師／薬剤師／看護師
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Web講演会フォローアップメール配信プラン

■ Web講演会の「視聴者」に対して、開催2営業日後にフォローアップメール（ターゲティングメール）を配信します。

■ フォローアップメール配信プランとして、Web講演会の告知対象者レンジに合わせた特別料金にてご案内いたします。

■ 配信数やクリック数などをレポートいたします。メール送信先、開封やクリックに関する個人情報の提供はございません。

視聴

ＰＲ
スペース

開催前～開催当日

視聴した会員
を配信リスト化開催告知 当日配信

貴社医療従事者
向けサイト

開催2営業日後

フォローアップメール配信

リンク
設定可

★Web講演会のフォローアップ
★Ownedサイト活性化にも貢献

■当該Web講演会の内容に関連した配信内容を対象とさせていただきます。
以下のような内容はお断りさせていただきます。
・会員登録が必要となるページへのリンク
・「日経メディカル Onlineで集客していない」Web講演会のご案内
・「他メディアを活用した」Web講演会のご案内
・調査ページのご案内 など
※詳しくは、お問い合わせください。

メール原稿手配について

ＰＲ
スペース

■申込＆入稿締切
配信10営業日前

＝Web講演会開催8営業日前

■校了
配信5営業日前 17時30分

＝Web講演会開催3営業日前

上記、PRスペース内の
原稿校了をお願いいたします。 ※メール配信は午前中を予定しておりますが、

配信日の状況等により、午後になる場合もございます。事前にリンク先をお知らせください。
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フォローアップメール／フォローアップメール lite の概要

■お申込みまでの流れ

・申込締切：配信希望日の10営業日前
・入稿締切：配信日の5営業日前 17時30分 厳守

※本メニューはテキスト版のみとなります。
※テキスト版のみのため、開封率データはございません。
※想定クリック率、約30～40％（配信数に対して）
※80Expまたは50Expを事後に付与いたします。（クリック条件）

フォローアップメール フォローアップメール lite

配信費用

Web講演会の告知対象者数によって料金が決定

※コ・プロモーションの場合、上記金額にシステム追加利用料として
別途30万円／社（税別）を申し受けます。
※個人情報付きログレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません。

クリック者の
個人情報提供

あり なし

レポートの種類

①クリック者の個人情報付きログレポート（日次版）
※配信日の翌日から7日間毎日、前日までのデータを累積形式でダウンロード可能。

②クリック者の個人情報付きログレポート（おまとめ版）
※配信日を含む7日間分を計測したログデータを、8日後（土日含む）にダウンロード可能。

③配信レポート
※配信日を含む7日間分の集計データを、配信日から7日+1営業日後にご提出。

※配信日・配信数・合計クリック数・ユニーククリック数・配信数に対するCTR等が含まれます。

①配信レポート
※配信日を含む7日間分の集計データを、配信日から7日+1営業日後にご提出。
※配信日・配信数・合計クリック数・ユニーククリック数・配信数に対するCTR等が含まれます。

配信対象

Web講演会の視聴者（メール受信拒否者を除く）
※Web講演会の告知対象者全員を配信対象とする場合は、20％増し（追加料金）で申し受けます。

医師 医師、薬剤師、看護師

原稿規定

メール件名：全角30文字以内
リンク先（クリック可能領域）は最大3点（添付文書リンクは除く）
仕様：全角38文字 × 30行程度
入稿：テキストファイル
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Web講演会集客料金
（単独開催/1回レートの場合）

フォローアップメール配信料金
（回数レートの設定はありません）

合計料金

Web講演会
告知対象者数 医師

～2,000 ¥500,000 ¥250,000 ¥750,000

～5,000 ¥625,000 ￥330,000 ¥955,000

～10,000 ¥1,250,000 ￥420,000 ¥1,670,000

～15,000 ¥1,500,000 ￥500,000 ¥2,000,000

～20,000 ¥1,875,000 ￥580,000 ¥2,455,000

～25,000 ¥2,187,000 ￥670,000 ¥2,857,000

～30,000 ¥2,500,000 ￥750,000 ¥3,250,000

～40,000 ¥3,000,000 ￥830,000 ¥3,830,000

40,001～ ¥3,500,000 ￥1,670,000 ¥5,170,000

②フォローアップメール（医師）配信料金表

本メニューの配信料金はWeb講演会の告知対象者数によって料金が決まります。
（フォローアップメール単独でのご利用はできません。必ずWeb講演会とセットでお申込みください。）

コ・プロモーションの場合、下記フォローアップメール配信料金に加えて、
システム追加利用料として別途30万円／社（税別）を申し受けます。

（コ・プロモーション企業への個人情報付きログレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません。）

【キャンセルポリシー】p.18に掲載しております。事前にご確認ください。

※ フォローアップメールの配信対象は、Web講演会の視聴者（メール受信拒否者を除く）です。
※ Web講演会の告知対象者全員をフォローアップメールの配信対象とする場合、上記のフォローアップメール配信料金の20％増しで申し受けます。
※ コ・プロモーションに関わるシステム追加利用料は、Web講演会集客とフォローアップメール配信のそれぞれで費用がかかります。
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Web講演会集客料金
（単独開催/1回レートの場合）

フォローアップメール配信料金
（回数レートの設定はありません）

合計料金

Web講演会
告知対象者数 医師

～2,000 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000 

～5,000 ¥625,000 ¥200,000 ¥825,000 

～10,000 ¥1,250,000 ¥250,000 ¥1,500,000 

～15,000 ¥1,500,000 ¥300,000 ¥1,800,000 

～20,000 ¥1,875,000 ¥350,000 ¥2,225,000 

～25,000 ¥2,187,000 ¥400,000 ¥2,587,000 

～30,000 ¥2,500,000 ¥450,000 ¥2,950,000 

～40,000 ¥3,000,000 ¥500,000 ¥3,500,000 

40,001～ ¥3,500,000 ¥1,000,000 ¥4,500,000 

②フォローアップメール lite（医師）配信料金表

本メニューの配信料金はWeb講演会の告知対象者数によって料金が決まります。
（フォローアップメール単独でのご利用はできません。必ずWeb講演会とセットでお申込みください。）

【キャンセルポリシー】p.18に掲載しております。事前にご確認ください。

※ フォローアップメールの配信対象は、Web講演会の視聴者（メール受信拒否者を除く）です。
※ Web講演会の告知対象者全員をフォローアップメールの配信対象とする場合、上記のフォローアップメール配信料金の20％増しで申し受けます。
※ コ・プロモーションの場合、Web講演会集客ではシステム追加利用料として別途30万円／社を申し受けます。
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②フォローアップメール lite（薬剤師・看護師）配信料金表

本メニューの配信料金はWeb講演会の告知対象者数によって料金が決まります。
（フォローアップメール単独でのご利用はできません。必ずWeb講演会とセットでお申込みください。）

【キャンセルポリシー】p.18に掲載しております。事前にご確認ください。

※ フォローアップメールの配信対象は、Web講演会の視聴者（メール受信拒否者を除く）です。
※ Web講演会の告知対象者全員をフォローアップメールの配信対象とする場合、上記のフォローアップメール配信料金の20％増しで申し受けます。
※ コ・プロモーションの場合、Web講演会集客ではシステム追加利用料として別途30万円／社を申し受けます。

Web講演会集客料金
（単独開催/1回レートの場合）

フォローアップメール配信料金
（回数レートの設定はありません）

合計料金

Web講演会
告知対象者数

薬剤師 看護師 薬剤師・看護師共通 薬剤師 看護師

～2,000 ¥400,000 ¥350,000 ¥105,000 ¥505,000 ¥455,000 

～5,000 ¥500,000 ¥438,000 ¥140,000 ¥640,000 ¥578,000 

～10,000 ¥1,000,000 ¥875,000 ¥175,000 ¥1,175,000 ¥1,050,000 

～15,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥210,000 ¥1,410,000 ¥1,260,000 

～20,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000 ¥245,000 ¥1,745,000 ¥1,558,000 

～25,000 ¥1,750,000 ¥1,530,000 ¥280,000 ¥2,030,000 ¥1,810,000 

～30,000 ¥2,000,000 ¥1,750,000 ¥315,000 ¥2,315,000 ¥2,065,000 

～40,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥350,000 ¥2,750,000 ¥2,450,000 

40,001～ ¥2,800,000 ¥2,450,000 ¥700,000 ¥3,500,000 ¥3,150,000 

【複数職種への配信の場合】
（医師＋薬剤師、医師＋薬剤師＋看護師 など）

✓ それぞれの料金を足し合わせた金額が総額となります。
✓ 原稿は1種類を配信します。（職種ごとに原稿を変えてフォローアップメールを配信することはできません）
✓ 特定の職種のみへの配信はお受けできません。（例：医師＋薬剤師対象のWeb講演会で「医師のみ」の配信はお受けできません）

～複数職種配信の場合のフォローアップメールの費用例～ ※Web講演会の告知対象数が医師・薬剤師・看護師いずれも～2,000件の場合
✓ 医師メール配信料金：150,000円＋薬剤師メール配信料金：105,000円＋看護師メール配信料金：105,000円 ＝ 360,000円
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第三者提供する個人情報の取り扱いについて

１．個人情報の範囲
提供する個人情報は、読者が会員申込時に登録された「氏名」「勤務先施設名」「勤務先部署名・役職名」「勤務先郵便番号」「勤務先（または自宅）住
所」「職種」「診療科目」など、また「識別コード」および「視聴/閲覧/アンケートデータ」とします。

２．個人情報の提供方法
個人情報はパスワード設定したファイルをセキュアな環境にあるサーバー経由でダウンロードしていただきます。別途パスワードは事務局より貴社ご指定
の方へメールにてご連絡いたします。

３．許諾内容の遵守

貴社は、本個人情報の貴社への提供のために弊社が貴社による第２条１項の利用目的の実施のために許諾をとった応募者、サイト閲覧者(以下｢対象者｣)に
対し、本個人情報の内容に従って、資料等の送付および連絡を行うものとします。その際、送付および連絡の方法は、対象者が許諾した内容、範囲に従う
ものとします。また、弊社から受領した対象者の許諾に関する記録は、貴社において必要となる期間、保管するものとします。

４．本個人情報の利用目的

１．本個人情報は、貴社からのご案内(製品・サービス情報の紹介)など、対象者が許諾した目的のみに利用可能とします。

２．上記１項以外の目的で本個人情報を利用する場合は、貴社があらためて個々の対象者から個別に承諾を得ることとします。

５．本個人情報の管理等

本個人情報の第三者への開示、公表、漏洩、譲渡、貸与または配布等はご遠慮ください。不要になった場合の廃棄処理や、対象者からの訂正、削除要求な
どには適切に対処するものとします。

６．責任

ご提供した本個人情報は、貴社の責任において厳正に管理をお願いします。万が一、貴社の責任による本個人情報にかかる事故やトラブルが生じたときは
責任をもって対処していただくとともに、ただちに弊社にご連絡をお願いします。弊社の責に帰すべき事由によらず、対象者または貴社に損害が生じた場
合、弊社の責任は問わないものとします。また、弊社は本個人情報を、登録者が入力した現状有姿のまま貴社に渡し、その際、登録者による誤記入の発生
については了承するものとします。また、本個人情報の取り扱いにおいて、クレーム等が発生した場合、両社がお互いに誠意を持って協議し、解決するも
のとします。

個人情報は、セキュアなデータ便である『日経BPリード・サポートセンター』
よりお届けいたします。下記、『個人情報を提供する際の取り扱いルール』を
遵守いただきますようお願いいたします。
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MReachメニューのキャンセルポリシー

日経ＢＰ 医療メディア広告部
Tel:03-6811-8036 e-mail:nm-ad@nikkeibp.co.jp

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルする場合は、弊社のキャンセルポリシーに基づき、
キャンセル料が発生いたします。お申し込み前に、必ずご確認ください。
なお、「お申し込み」とはインフォメーションシートのご提出という前提となりますが、インフォメー
ションシートのご提出に先立ち、弊社にて各種画面や原稿の作成などが発生した場合は、お申し込み済み
とさせていただきます。

【フォローアップメール/フォローアップメール lite】
・お申込み後～配信開始前日：料金の30%
・配信当日：料金の100％

※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。


