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ジャンル 　メール媒体名 概要 配信頻度 配信数（2018年6月実績） 広告掲載料金/原稿規定 備考 お問い合わせ先メールアドレス

1 ビジネス 日経ビジネスオンライン メール
経営・マネジメント層のための経済・経営総合情報サイトです。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唯一のオンラインメディアです。

平日毎日 770,414 センター￥500,000
38文字×5行

－ nb-ad@nikkeibp.co.jp

2 ビジネス 厳選　日経ビジネスオンラインメール
日経ビジネスオンラインのコンテンツから、「厳選された」おすすめ記事を紹介するWeeklyの
メールマガジンです。企業の意志決定に携わる役職者やマネジメント層にとって必要となるIT
情報が効率的に入手できます。

毎週月曜日 770,414 ヘッダー￥600,000
38文字×5行

－ nb-ad@nikkeibp.co.jp

3 ビジネス AssocieOnlineメール
経済・社会、ビジネスのトレンドが分かる「時事キーワード」「気になる数字」「今週のスキル
アップ」等のタイムリーな情報や、「日経ビジネス　アソシエ」の編集長、担当記者が提案する
特集記事の活用法、取材のウラ話などをお届けします。

毎月10日・20日 42,555 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

－ nb-ad@nikkeibp.co.jp

4 ビジネス 日経トップリーダーONLINEメール
中堅・中小企業の経営者層に向けたメールマガジンです。Webサイト「日経トップリーダー
ONLINE」の新着コンテンツ、「日経ビジネスオンライン」の注目コンテンツや、経営者向けのイ
ベント・セミナー、雑誌「日経トップリーダー」の注目記事などの情報をお届けします。

毎週火曜日 67,474 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

－ nb-ad@nikkeibp.co.jp

5 ビジネス 日経ESG NEWS
ウェブサイト「日経ビジネスオンライン」に掲載したESG（環境・社会・ガバナンス）関連記事の
ヘッドラインのほか、オリジナル情報もお届けするメールマガジンです。

毎月第2・第4
水曜日 25,187 ヘッダー￥250,000

38文字×5行
－ eco-ad@nikkeibp.co.jp

6 ビジネス 日経クロストレンド登録会員メール
「新市場を創る人のデジタル戦略メディア」をコンセプトに、マーケティング戦略や商品開発、
新事業創造などのマーケティング関連の最先端戦略を提供するデジタルメディアです。

平日毎日 109,394 センター￥250,000
38文字×5行

－ nxr-ad@nikkeibp.co.jp

7 ライフ 日経トレンディネット 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
メールマガジンです。ビジネスパーソンの生活や仕事をサポートするトレンドウオッチポータル
「TRENDYnet」に掲載した最新情報をいち早くお送りします。

平日毎日 203,263 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

HTMLメール tr-ad@nikkeibp.co.jp

8 ライフ 週刊TRENDYnet
ビジネスパーソンを刺激するトレンドウオッチポータル「TRENDYnet」に掲載しているコラムや
特集を紹介するHTMLメールです。ライフ、エンタ、デジタル問わず1週間の情報の中から週
末の活動に役立つ情報を掲載します。

毎週金曜日 248,938
ビジュアルボックス

※タイアップの誘導枠専用
70×70ピクセル（15KB以内）

＋テキスト30文字×1行

HTMLメール tr-ad@nikkeibp.co.jp

9 ライフ 日経ウーマンオンラインメール
働く女性のONとOFFを応援する日経ウーマンオンラインが発信するメールマガジンです。
「キャリア&スキル」「ヘルス＆ビューティー」「ライフ」の3つのジャンルから新着記事や注目記
事をピックアップしてご紹介します。日経ウーマン、日経ヘルスの最新情報もお届けします。

平日毎日 130,459 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

センター￥200,000
38文字×10行 wol-ad@nikkeibp.co.jp

10 ライフ 日経DUALメール

共働き家庭を応援し、仕事に育児に忙しいワーキングママとパパのための有益な情報を提
供するサイト日経DUALが発信するメールマガジンです。子供の年齢に応じた育児や教育、
共働き世帯のためのマネー情報や仕事と子育ての両立・キャリアの悩み、商品選びノウハ
ウ、使いやすい商品やサービスなど幅広いテーマの新着記事や注目記事をお届けします。

毎週月・水・金曜日 165,712 センター￥200,000
38文字×5行

－ du-ad@nikkeibp.co.jp

11 ライフ NikkeiLUXEメール
「NikkeiLUXE（日経リュクス）」は、社会で活躍する女性のためのラグジュアリー・ライフスタイ
ルサイトです。ファッション、ビューティ、旅やカルチャーなどプライベートを充実させるための
情報を『ひとつ上の上質、自分だけの贅沢』をコンセプトにお届けします。

毎週木曜日 8,973
ビジュアルボックス

※タイアップの誘導枠専用
600×450ピクセル（50KB以内）

＋テキスト36文字以内

HTMLメール nlx-ad@nikkeibp.co.jp

12 ライフ 日経Goodayメール

高齢化が進む中、日常生活を支障なく過ごせる健康寿命をいかに延ばすかが注目されてい
ます。日経Goodayは「もっと健康になりたい」「病気の不安に備えたい」という読者の皆さんの
声にこたえる媒体です。読者の約７割が５０代以上。かつ年収一千万円以上が約３割と「リッ
チシニア」がメイン読者です。

毎週火・金曜日 191,067 センター￥200,000
38文字×5行

－ gdy-ad@nikkeibp.co.jp

13 IT 日経 xTECH ITメール
業務やビジネスでICTに関わる約64万人のキーパーソンや実務者に対して、ICTの関連の幅
広い分野について、見どころ記事や各種情報などをタイムリーにお届けします。

平日毎日
（広告掲載は毎週
月・水・金曜日）

571,665 ヘッダー￥550,000
38文字×5行

－ nxt-ad@nikkeibp.co.jp

14 IT 日経 xTECH IT最新ニュースメール
最新のIT関連ニュースをダイジェストでお届けします。平日の昼ごろに配信しますので、前日
の国内ニュースから最新の海外ニュースをまとめてお読みいただけます。

平日毎日 175,187 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

センター￥180,000
38文字×10行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp

15 IT 日経 xTECH IT注目記事メール
エンタープライズ分野の話題を中心に、日経 xTECH（ITカテゴリー）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させていただきます。新着記事のチェックに
ご利用ください。

平日毎日 214,748 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

センター￥200,000
38文字×10行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp



ジャンル 　メール媒体名 概要 配信頻度 配信数（2018年6月実績） 広告掲載料金/原稿規定 備考 お問い合わせ先メールアドレス

16 IT 日経 xTECH PC/Mobileメール
仕事でPCやモバイル端末を使う際に生じるトラブル解決や、一歩先をいく活用のための情報
を提供。ビジネスパーソン、勤務先でIT化の中心的な役割を果たすリーダー、中小規模シス
テムの運営を担当するITリーダーに不可欠な情報を提供します。

毎週月・水・金曜日 209,166 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

センター￥150,000
38文字×10行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp

17 IT
日経BPガバメント

テクノロジー・メール

ニュース、先進事例、連載コラム、キーワード解説、関連セミナー情報などで電子政府・電子
自治体の最新動向をチェックできます。中核読者は、電子行政の企画・開発・構築・運営の業
務に携わっている政府・自治体職員や、ITベンダーの公共・行政部門の担当者です。

毎月10日・25日 13,072 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

－ it-ad@nikkeibp.co.jp

18 電子・機械
日経 xTECH

エレキ・製造・自動車メール

技術者・研究者から経営者・経営企画、製品企画など技術に携わる全ての方を対象に、「エ
レクトロニクス」「製造業」「自動車関連」といったジャンルの最新情報などを紹介します。 平日毎日 361,953 ヘッダー￥450,000

38文字×5行
センター￥250,000

38文字×5行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp

19 電子・機械 日経エレクトロニクス・ニュース
デジタル家電や携帯電話機といった民生機器から、コンピュータや通信装置、産業機器に至
るまで、エレクトロニクス機器に関する新技術や部品の情報を開発者・設計者に配信します。
※登録者のメンテナンスなどの理由により、配信数が右記を上回る場合もございます。

毎週月曜日 219,937 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

センター￥150,000
38文字×5行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp

20 電子・機械 日経ものづくりNEWS

自動車・家電・精密機器・生産機械・一般機械などの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サービス。設計・生産の最先端技術に加え、
世界に勝てる日本の「PLM」などのITソリューションについての情報を提供します。
※登録者のメンテナンスなどの理由により、配信数が右記を上回る場合もございます。

毎週水曜日 177,703 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

センター￥100,000
38文字×5行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp

21 電子・機械 日経Automotive News

自動車技術・経営の総合情報誌「日経Automotive」の読者を含め、18万人を超える自動車技
術の専門家に向けて配信しているメールサービスです。中心となる読者は自動車設計・開
発・製造に関わる技術者層。こうした読者に向けてビジネス情報、製品、技術に関する最新
動向を提供します。
※登録者のメンテナンスなどの理由により、配信数が右記を上回る場合もございます。

毎週金曜日 160,650 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

センター￥100,000
38文字×5行 nxt-ad@nikkeibp.co.jp

22 電子・機械 日経デジタルヘルスNEWS
日経デジタルヘルスNEWSでは、業界の枠を超えた連携や協業を加速することを目的に、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
をお届けします。

毎週月・水曜日 165,766 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

－ dk-ad@nikkeibp.co.jp

23 建設・不動産 日経 xTECH 建築・土木メール
先進技術の取り込みが急速に進む建設産業に関心を持つ実務者約26万人に対して、
最新ニュースやスキルアップに役立つ情報などをタイムリーにお届けします。

毎週月・水曜日 272,850 ヘッダー￥250,000
38文字×5行

－ nxt-ad@nikkeibp.co.jp

24 建設・不動産
日経 xTECH 建築・土木メール

（住宅号）

先進技術の取り込みが急速に進む建設産業に関心を持つ実務者約26万人に対して、主に
「住宅」ジャンルの最新ニュースやスキルアップに役立つ情報などをタイムリーにお届けしま
す。

毎週
月・火・水・木曜日 272,780 ヘッダー￥250,000

38文字×5行
－ nxt-ad@nikkeibp.co.jp

25 建設・不動産 日経不動産マーケット情報メール
「日経不動産マーケット情報」の読者限定メールです。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ご紹介します。中核読者は、不動産の売買・仲介に
携わる実務者です。

2,196 － ken-ad@nikkeibp.co.jp

26 建設・不動産
日経不動産マーケット情報
ウィークリーダイジェスト

「日経不動産マーケット情報」の一般会員向け無料登録メールです。サイトで配信した不動産
ジャンルの最新ニュース（ヘッダーのみ）や、コンテンツの更新情報をご紹介します。中核読
者は、不動産の売買・仲介に携わる実務者、マーケットの動向に興味を持つ投資家、一般事
業法人です。

9,952 － ken-ad@nikkeibp.co.jp

27 医療・バイオ 日経メディカル メール
臨床医のための医療情報ポータルサイト「日経メディカル Online」の最新ニュースヘッドライ
ンを配信します。第一線の臨床医をはじめとした医療従事者が中核読者です。

毎週火・木曜日 484,863 ヘッダー￥300,000
38文字×5行

センター￥150,000
38文字×5行 med-ad@nikkeibp.co.jp

28 医療・バイオ DI Onlineメール
「日経ドラッグインフォメーション」編集部が発信する薬局・薬剤師向けの独自コンテンツをは
じめ、薬剤師のスキルアップ、キャリアアップに役立つ情報を配信しています。

毎週水曜日 97,508 ヘッダー￥150,000
38文字×5行

－ med-ad@nikkeibp.co.jp

29 医療・バイオ 日経バイオテクONLINEメール
日経バイオテクONLINEで情報提供を行っている専門記者、バイオ研究者、バイオ産業に関
わる専門家が、バイオの最新トレンドを解説します。配信内容は、最近1週間のバイオ関連
ニュース、記者や専門家によるバイオ技術・事業化の解説、お知らせなど。

平日毎日
（広告掲載は毎週
月・水・金曜日）

44,234 ヘッダー￥200,000
38文字×5行

－ btj-ad@nikkeibp.co.jp

総配信数 6,188,080
・週刊TRENDYnet ビジュアルボックスの画像はGIF(静止画）またはJPEG形式のみ掲載可能です

毎週月曜日
セット料金

ヘッダー￥200,000
38文字×5行

・お問い合わせはメールにて承ります。


