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　会社の寿命は30年——これは、日経ビジネスが 1983年に特集した記事のタイトルです。時代の流れ
に合わせて構造変革を断行できない会社は必ず衰退するとの警鐘を鳴らしたわけです。それから時を経
た今でも、この原理原則は変わっていません。時代の変化が激しさを増している分、昔ながらの体質の
企業は、一段と短命になっているともいえます。変化をきらう企業に未来はありませんが、時代に合わ
せてイノベーションに取り組んだ企業には、持続的成長が約束されることでしょう。

　日本経済を取り巻く環境が厳しいのは事実です。新興国の台頭や円高、政治不安など、六重苦あるい
は八重苦ともいわれる中でも、次の時代に向けて成長路線を描いている企業は数多くあります。苦難に
直面したときほど、経営者の手腕が問われます。個々の企業が未来を拓くべく取り組むイノベーション
の集積値こそが、日本産業の総合的な活力となります。
　日本には技術があります。英知もあります。そして、世界もうらやむ、良質な消費者が生活しています。
ここで生まれるイノベーションは、やがて世界の産業発展にも大きく貢献するはずです。
　今回、日経ビジネスと、それぞれの産業界を代表する専門誌が連動し、明日の日本を拓こうとする企
業のイノベーションをご紹介します。この企画によって、日本の産業界が再び自信を取り戻し、明日へ
の歩みを加速することを期待してやみません。

日経ビジネス
　4C2P（タイアップ）／ 3,600,000円　4C4P（タイアップ）／ 6,800,000円
日経ビジネスオンライン
　タイアップサイト（1 カ月）＋ アトリビューション分析／ 3,600,000円
日経ビジネス＋日経ビジネスオンライン（セットの場合）
　4C2P版／ 6,840,000円　　4C4P版／ 9,360,000円
　※セットの場合には、4C2P版が「日経ビジネス」「日経ビジネスオンライン」の料金からそれぞれ5％、　
　　4C4P版がそれぞれ10％の割り引きをさせていただきます。

◉上記はすべ制作費込みの料金です。遠方での取材を実施する場合には、別途交通費が必要となります。

※本企画では日経ビジネス発行人
の浅見が取材させていただき、ペー
ジ末に取材後記として取材を終え
た感想を添えさせていただきます。

イノベーション
明日の日本を拓く

営経

　羽田空港は昨年10月、再拡張・国際
化された。さらに完全24時間国際拠
点空港化、つまりハブ空港としての役
割も期待されている。それが実現すれ
ば、アジアをはじめ海外との知（人・モ
ノ・情報 ）の交流が活発化し、技術革新
あるいは新事業・新産業が創出される
ポテンシャルが飛躍的に向上する。
　多摩川をはさんで空港対岸に位置す
る殿町３丁目地区。ここを含む京浜臨
海部とその周辺には、日本経済の発展
を支えてきた高度なものづくり技術を

有するグローバル企業、エネルギー ･
素材関連の企業群、ライフサイエンス
分野の最先端技術を持つ大学や研究機
関、企業などが数多く控えている。
　『KING SKYFRONT』（Kawasaki 
I N n o v a t i o n  G a t e w a y  a t 
SKYFRONT ）と名づけられた「殿町 3
丁目地区」は、京浜臨海部の中でも世
界を見据えた先端技術都市、イノベー
ション拠点の確立を目指すモデル地区
である。ここで、ライフサイエンス分
野の国際競争拠点形成を目指した取り
組みが進められている。

　全体の面積は約41haで、川崎市、
UR都市機構、ヨドバシカメラ、全日本
空輸が土地を所有する。業務、研究開発、
商業、レクリエーションといった機能に
応じたゾーニングがなされ、昨年から
土地区画整理事業がスタート。

　今年7月には、拠点形成を先導する
研究開発の中核施設として、公益財団
法人 実験動物中央研究所の新研究所で
ある『実中研 再生医療・新薬開発セン
ター』が運営を開始した。
　実験動物中央研究所は、前臨床で使
われる最先端のモデル動物をつくるこ
とで、医学・医療分野の研究開発に貢
献してきた。そして今回開設した研究
所は、慶應義塾大学医学部の岡野栄之
教授による先端医療開発特区（スーパー
特区）などと連携し、再生医療の実現や
革新的新薬の研究開発を行う、人類の
健康に貢献する研究所である。
　7月12日、同所の開所式に続いて、
ライフサイエンス関連企業・研究機関・
研究者などを対象にパネルディスカッ
ションが行われた。
　『KING SKYFRONT』におけるライ
フサイエンス分野の先端技術の1つが、
世界トップレベルをいく日本の再生医
療。その現状と課題、先端技術の産業

化、イノベーション拠点としての『KING 
SKYFRONT』のポテンシャルの3点に
ついて、パネリストが活発な意見交換
を行った。
　冒頭、実中研と10年以上にわたって
緊密な共同研究をしてきた前出の慶應
義塾大学の岡野氏は、再生医療の現状
についてこう報告した。
　「私の盟友である京都大学・山中伸弥
教授の研究グループの『ｉＰＳ細胞の基
本技術に関する特許』が、6月の欧州に
続いて 7 月に米国でも成立しました。
　また、中外製薬が出願人である私ど
もの『脊髄損傷の治療に関する特許』も、
カナダを含めて13カ国で成立していま
す。こうして知財を確実に押さえるこ
とで、再生医療においても日本が世界
をリードできると確信しています」
　続いてバイオインダストリー協会の
理事長であり、中外製薬の代表取締役
社長を務める永山 治氏は、世界各国の
技術力に対して危機感を募らせる。

　「再生医療は人間に対する貢献が分か
りやすい分野だけに、ライフサイエン
スに注目を集める大きな役割を担って
います。

　ただ、この分野でトップを走る米国
と日本とではまだ差があります。最近
では中国や韓国が国を挙げてバイオや
再生医療の研究開発に取り組んでいま
す。そう考えると、日本はもっと規制
緩和し、各界の人が積極的に協力して
ナレッジ、サイエンスをつくり上げて
いく姿勢が必要だと思います」
　様々な特許を取得するなど先端的な
研究成果を出している日本の再生医療
技術。これを生かして国際社会に貢献
していくためには、標準化の獲得、規
制緩和に加えて、先端的な研究成果を
いかに産業化につなげていくかが重要
となる。岡野氏はこう語る。

　「多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性も
確かめて、誰にでも使える医療にして
いかなければ絶対に産業化できません。
そのためにはヒトで治験をやる必要が
あります。私のスーパー特区での治験
が成功すると、その成功の流れは日本
全体に広がっていきます。そうすれば
スピード感をもって産業化できるので
はないかと期待しています」
　未来への挑戦はまだまだ続く。

　多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性
も確かめて、誰にでも使える医療に
していかなければ絶対に産業化でき
ません。そのためにはヒトで治験を
やる必要があります。私のスーパー
特区での治験が成功すると、その成
功の流れは日本全体に広がっていき
ます。そうすればスピード感をもっ
て産業化できるのではないか。

閉塞感のある日本経済を打破するためにも、IMPACT Foundation Japan（略称IMPACT Japan）は
海外を含めた豊富なネットークを活用し、起業家を支援する活動をしている。イベント開催のほか、小学生
レベルからの起業家精神の養成、東北の震災復興支援など、さまざまな場面で環境づくりを行っている。

（聞き手は 本誌発行人 浅見直樹）

新生・渋谷の街づくりを通じて
東京から日本の活性化に貢献

Special Interview

たけだ・ひさし◆東京大学医学部卒業。
UCLA、東京大学、東海大学の教授を務
める。日本学術会議会長（2003〜2006
年）、内閣特別顧問 （2006〜 2008年）な
ど学会・委員会活動多数。現在、国会の
東京電力福島原発事故調査委員会の委員
長を務める。紫綬褒章、旭日重光章、仏
国レジオンドヌール勲章を受章。日本医
療政策機構 代表理事に就任。2006年よ
り政策研究大学院大学 教授。

北欧を意識した斬新なデザインでありながらリーズナブ
ルな価格設定にしたことがユーザーの心をつかんだ

株式会社東京イノベーション　〒108-8646  東京都港区白金1-17-3 　www.tokyo-inno.co.jp

日経 久志 氏　《東京イノベーション 代表取締役社長 》
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さまざまな先進技術に挑む
それが生き残るための切符

グローバル化の時代だからこそ
国内の足場固めに取り組む

　羽田空港は昨年10月、再拡張・国際
化された。さらに完全24時間国際拠
点空港化、つまりハブ空港としての役
割も期待されている。それが実現すれ
ば、アジアをはじめ海外との知（人・モ
ノ・情報 ）の交流が活発化し、技術革新
あるいは新事業・新産業が創出される
ポテンシャルが飛躍的に向上する。
　多摩川をはさんで空港対岸に位置す
る殿町３丁目地区。ここを含む京浜臨
海部とその周辺には、日本経済の発展

を支えてきた高度なものづくり技術を
有するグローバル企業、エネルギー ･
素材関連の企業群、ライフサイエンス
分野の最先端技術を持つ大学や研究機
関、企業などが数多く控えている。
　『KING SKYFRONT』（Kawasaki 
I N n o v a t i o n  G a t e w a y  a t 
SKYFRONT ）と名づけられた「殿町 3
丁目地区」は、京浜臨海部の中でも世
界を見据えた先端技術都市、イノベー
ション拠点の確立を目指すモデル地区

である。ここで、ライフサイエンス分
野の国際競争拠点形成を目指した取り
組みが進められている。

　全体の面積は約41haで、川崎市、
UR都市機構、ヨドバシカメラ、全日本
空輸が土地を所有する。業務、研究開発、
商業、レクリエーションといった機能に
応じたゾーニングがなされ、昨年から
土地区画整理事業がスタート。
　今年7月には、拠点形成を先導する
研究開発の中核施設として、公益財団
法人 実験動物中央研究所の新研究所で
ある『実中研 再生医療・新薬開発セン
ター』が運営を開始した。
　実験動物中央研究所は、前臨床で使
われる最先端のモデル動物をつくるこ
とで、医学・医療分野の研究開発に貢
献してきた。そして今回開設した研究
所は、慶應義塾大学医学部の岡野栄之
教授による先端医療開発特区（スーパー
特区）などと連携し、再生医療の実現や

革新的新薬の研究開発を行う、人類の
健康に貢献する研究所である。
　7月12日、同所の開所式に続いて、
ライフサイエンス関連企業・研究機関・
研究者などを対象にパネルディスカッ
ションが行われた。
　『KING SKYFRONT』におけるライ
フサイエンス分野の先端技術の1つが、
世界トップレベルをいく日本の再生医
療。その現状と課題、先端技術の産業
化、イノベーション拠点としての『KING 
SKYFRONT』のポテンシャルの3点に
ついて、パネリストが活発な意見交換
を行った。
　冒頭、実中研と10年以上にわたって
緊密な共同研究をしてきた前出の慶應
義塾大学の岡野氏は、再生医療の現状
についてこう報告した。
　「私の盟友である京都大学・山中伸弥
教授の研究グループの『ｉＰＳ細胞の基
本技術に関する特許』が、6月の欧州に
続いて 7 月に米国でも成立しました。

　また、中外製薬が出願人である私ど
もの『脊髄損傷の治療に関する特許』も、
カナダを含めて13カ国で成立していま
す。こうして知財を確実に押さえるこ
とで、再生医療においても日本が世界
をリードできると確信しています」

　続いてバイオインダストリー協会の
理事長であり、中外製薬の代表取締役
社長を務める永山 治氏は、世界各国の
技術力に対して危機感を募らせる。
　「再生医療は人間に対する貢献が分か
りやすい分野だけに、ライフサイエン
スに注目を集める大きな役割を担って

います。
　ただ、この分野でトップを走る米国
と日本とではまだ差があります。最近
では中国や韓国が国を挙げてバイオや
再生医療の研究開発に取り組んでいま
す。そう考えると、日本はもっと規制
緩和し、各界の人が積極的に協力して
ナレッジ、サイエンスをつくり上げて
いく姿勢が必要だと思います」
　様々な特許を取得するなど先端的な
研究成果を出している日本の再生医療
技術。これを生かして国際社会に貢献
していくためには、標準化の獲得、規
制緩和に加えて、先端的な研究成果を
いかに産業化につなげていくかが重要
となる。岡野氏はこう語る。
　「多くの動物実験で再現性を高めてい
くことが重要になります。

　多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性
も確かめて、誰にでも使える医療に
していかなければ絶対に産業化でき
ません。そのためにはヒトで治験を
やる必要があります。私のスーパー
特区での治験が成功すると、その成
功の流れは日本全体に広がっていき
ます。そうすればスピード感をもっ
て産業化できるのではないか。

マグネトリボソームの比較

閉塞感のある日本経済を打破するためにも、IMPACT Foundation Japan（略称IMPACT Japan）は
海外を含めた豊富なネットークを活用し、起業家を支援する活動をしている。イベント開催のほか、小学生
レベルからの起業家精神の養成、東北の震災復興支援など、さまざまな場面で環境づくりを行っている。

（聞き手は 本誌発行人 浅見直樹）

派生技術のナノテクを生かし
再生医療と健康・長寿へ貢献

技 術 解 説

本業である精密技術から派生したナノテクノロジーが、今後の成長の柱となっていく

本業である精密技術から派生した
ナノテクノロジーが、今後の成長
の柱となっていく。本業である精密
技術から派生したナノテクノロジー
が、今後の成長の柱となっていく

ナノテク・インターナショナル株式会社　〒108-8646  東京都港区白金1-17-3 　www.nano-tec.co.jp

温熱療法   《ナノテク・インターナショナル》
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「ものが売れることが大事」
両社の強みを生かした商品開発

グローバル戦略商品に位置付け
今後も国内外で販路を拡大

　羽田空港は昨年10月、再拡張・国際
化された。さらに完全24時間国際拠
点空港化、つまりハブ空港としての役
割も期待されている。それが実現すれ
ば、アジアをはじめ海外との知（人・モ
ノ・情報 ）の交流が活発化し、技術革新
あるいは新事業・新産業が創出される
ポテンシャルが飛躍的に向上する。
　多摩川をはさんで空港対岸に位置す
る殿町３丁目地区。ここを含む京浜臨
海部とその周辺には、日本経済の発展
を支えてきた高度なものづくり技術を
有するグローバル企業、エネルギー ･
素材関連の企業群、ライフサイエンス
分野の最先端技術を持つ大学や研究機
関、企業などが数多く控えている。
　『KING SKYFRONT』（Kawasaki 
I N n o v a t i o n  G a t e w a y  a t 
SKYFRONT ）と名づけられた「殿町 3
丁目地区」は、京浜臨海部の中でも世
界を見据えた先端技術都市、イノベー
ション拠点の確立を目指すモデル地区
である。ここで、ライフサイエンス分
野の国際競争拠点形成を目指した取り

組みが進められている。
　全体の面積は約41haで、川崎市、
UR都市機構、ヨドバシカメラ、全日本
空輸が土地を所有する。業務、研究開発、
商業、レクリエーションといった機能に
応じたゾーニングがなされ、昨年から
土地区画整理事業がスタート。
　今年7月には、拠点形成を先導する
研究開発の中核施設として、公益財団
法人 実験動物中央研究所の新研究所で
ある『実中研 再生医療・新薬開発セン
ター』が運営を開始した。

　実験動物中央研究所は、前臨床で使
われる最先端のモデル動物をつくるこ
とで、医学・医療分野の研究開発に貢
献してきた。そして今回開設した研究
所は、慶應義塾大学医学部の岡野栄之
教授による先端医療開発特区（スーパー
特区）などと連携し、再生医療の実現や
革新的新薬の研究開発を行う、人類の
健康に貢献する研究所である。

　7月12日、同所の開所式に続いて、
ライフサイエンス関連企業・研究機関・
研究者などを対象にパネルディスカッ
ションが行われた。
　『KING SKYFRONT』におけるライ
フサイエンス分野の先端技術の1つが、
世界トップレベルをいく日本の再生医
療。その現状と課題、先端技術の産業
化、イノベーション拠点としての『KING 
SKYFRONT』のポテンシャルの3点に
ついて、パネリストが活発な意見交換
を行った。
　冒頭、実中研と10年以上にわたって
緊密な共同研究をしてきた前出の慶應
義塾大学の岡野氏は、再生医療の現状
についてこう報告した。
　「私の盟友である京都大学・山中伸弥

教授の研究グループの『ｉＰＳ細胞の基
本技術に関する特許』が、6月の欧州に
続いて 7 月に米国でも成立しました。
　また、中外製薬が出願人である私ど
もの『脊髄損傷の治療に関する特許』も、
カナダを含めて13カ国で成立していま
す。こうして知財を確実に押さえるこ
とで、再生医療においても日本が世界
をリードできると確信しています」

　続いてバイオインダストリー協会の
理事長であり、中外製薬の代表取締役
社長を務める永山 治氏は、世界各国の
技術力に対して危機感を募らせる。
　「再生医療は人間に対する貢献が分か

りやすい分野だけに、ライフサイエン
スに注目を集める大きな役割を担って
います。
　ただ、この分野でトップを走る米国
と日本とではまだ差があります。最近
では中国や韓国が国を挙げてバイオや
再生医療の研究開発に取り組んでいま
す。そう考えると、日本はもっと規制
緩和し、各界の人が積極的に協力して
ナレッジ、サイエンスをつくり上げて
いく姿勢が必要だと思います」
　様々な特許を取得するなど先端的な
研究成果を出している日本の再生医療
技術。これを生かして国際社会に貢献
していくためには、標準化の獲得、規
制緩和に加えて、先端的な研究成果を
いかに産業化につなげていくかが重要
となる。岡野氏はこう語る。
　「多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性も
確かめて、誰にでも使える医療にして
いかなければ絶対に産業化できません。
そのためにはヒトで治験をやる必要が
あります。

　多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性
も確かめて、誰にでも使える医療に
していかなければ絶対に産業化でき
ません。そのためにはヒトで治験を
やる必要があります。私のスーパー
特区での治験が成功すると、その成
功の流れは日本全体に広がっていき
ます。そうすればスピード感をもっ
て産業化できるのではないか。

閉塞感のある日本経済を打破するためにも、IMPACT Foundation Japan（略称IMPACT Japan）は
海外を含めた豊富なネットークを活用し、起業家を支援する活動をしている。イベント開催のほか、小学生
レベルからの起業家精神の養成、東北の震災復興支援など、さまざまな場面で環境づくりを行っている。

（聞き手は 本誌発行人 浅見直樹）

東レの素材開発と手を組み
グローバル戦略商品を温める

製品解剖

最近ではさまざまなデザインのヒートテック製品が店頭に
並ぶようになった。一人で複数枚をまとめ買いしていく

株式会社日経マテリアル　〒108-8646  東京都港区白金1-17-3 　www.tokyo-inno.co.jp

ヒートテック®  《日経マテリアル》

イノベーション
明日の日本を拓く

取材を終えて

営経
■ヒートテック 9 つの機能
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「ものが売れることが大事」
両社の強みを生かした商品開発

グローバル戦略商品に位置付け
今後も国内外で販路を拡大

　羽田空港は昨年10月、再拡張・国際
化された。さらに完全24時間国際拠
点空港化、つまりハブ空港としての役
割も期待されている。それが実現すれ
ば、アジアをはじめ海外との知（人・モ
ノ・情報 ）の交流が活発化し、技術革新
あるいは新事業・新産業が創出される
ポテンシャルが飛躍的に向上する。
　多摩川をはさんで空港対岸に位置す
る殿町３丁目地区。ここを含む京浜臨
海部とその周辺には、日本経済の発展

を支えてきた高度なものづくり技術を
有するグローバル企業、エネルギー ･
素材関連の企業群、ライフサイエンス
分野の最先端技術を持つ大学や研究機
関、企業などが数多く控えている。
　『KING SKYFRONT』（Kawasaki 
I N n o v a t i o n  G a t e w a y  a t 
SKYFRONT ）と名づけられた「殿町 3
丁目地区」は、京浜臨海部の中でも世
界を見据えた先端技術都市、イノベー
ション拠点の確立を目指すモデル地区

である。ここで、ライフサイエンス分
野の国際競争拠点形成を目指した取り
組みが進められている。

　全体の面積は約41haで、川崎市、
UR都市機構、ヨドバシカメラ、全日本
空輸が土地を所有する。業務、研究開発、
商業、レクリエーションといった機能に
応じたゾーニングがなされ、昨年から
土地区画整理事業がスタート。
　今年7月には、拠点形成を先導する
研究開発の中核施設として、公益財団
法人 実験動物中央研究所の新研究所で
ある『実中研 再生医療・新薬開発セン
ター』が運営を開始した。
　実験動物中央研究所は、前臨床で使
われる最先端のモデル動物をつくるこ
とで、医学・医療分野の研究開発に貢
献してきた。そして今回開設した研究
所は、慶應義塾大学医学部の岡野栄之

教授による先端医療開発特区（スーパー
特区）などと連携し、再生医療の実現や
革新的新薬の研究開発を行う、人類の
健康に貢献する研究所である。
　7月12日、同所の開所式に続いて、
ライフサイエンス関連企業・研究機関・
研究者などを対象にパネルディスカッ
ションが行われた。
　『KING SKYFRONT』におけるライ
フサイエンス分野の先端技術の1つが、
世界トップレベルをいく日本の再生医
療。その現状と課題、先端技術の産業
化、イノベーション拠点としての『KING 
SKYFRONT』のポテンシャルの3点に
ついて、パネリストが活発な意見交換
を行った。
　冒頭、実中研と10年以上にわたって
緊密な共同研究をしてきた前出の慶應
義塾大学の岡野氏は、再生医療の現状
についてこう報告した。
　「私の盟友である京都大学・山中伸弥
教授の研究グループの『ｉＰＳ細胞の基
本技術に関する特許』が、6月の欧州に
続いて 7 月に米国でも成立しました。
　また、中外製薬が出願人である私ど
もの『脊髄損傷の治療に関する特許』も、
カナダを含めて13カ国で成立していま
す。こうして知財を確実に押さえるこ

とで、再生医療においても日本が世界
をリードできると確信しています」
　続いてバイオインダストリー協会の
理事長であり、中外製薬の代表取締役
社長を務める永山 治氏は、世界各国の
技術力に対して危機感を募らせる。
　「再生医療は人間に対する貢献が分か
りやすい分野だけに、ライフサイエン
スに注目を集める大きな役割を担って
います。

　ただ、この分野でトップを走る米国
と日本とではまだ差があります。最近
では中国や韓国が国を挙げてバイオや
再生医療の研究開発に取り組んでいま
す。そう考えると、日本はもっと規制
緩和し、各界の人が積極的に協力して
ナレッジ、サイエンスをつくり上げて
いく姿勢が必要だと思います」
　様々な特許を取得するなど先端的な
研究成果を出している日本の再生医療
技術。これを生かして国際社会に貢献
していくためには、標準化の獲得、規
制緩和に加えて、先端的な研究成果を
いかに産業化につなげていくかが重要
となる。岡野氏はこう語る。

　「多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性も
確かめて、誰にでも使える医療にして
いかなければ絶対に産業化できません。
そのためにはヒトで治験をやる必要が
あります。私のスーパー特区での治験
が成功すると、その成功の流れは日本
全体に広がっていきます。そうすれば
スピード感をもって産業化できるので
はないかと期待しています」
　未来への挑戦はまだまだ続く。

　多くの動物実験で再現性を高めて
いくことが重要になります。安全性
も確かめて、誰にでも使える医療に
していかなければ絶対に産業化でき
ません。そのためにはヒトで治験を
やる必要があります。私のスーパー
特区での治験が成功すると、その成
功の流れは日本全体に広がっていき
ます。そうすればスピード感をもっ
て産業化できるのではないか。

働きやすい会社の概念図

働きやすい会社は、新しいことにチャレンジするた
めの「やる気のサイクル」が滞りなく回っている。
働きやすい会社は、新しいことにチャレンジするた
めの「やる気のサイクル」が滞りなく回っている。
働きやすい会社は、新しいことにチャレンジするた
めの「やる気のサイクル」が滞りなく回っている。

フューチャー・リソース株式会社　〒108-8646  東京都港区白金1-17-3 　www.future-resouce.co.jp

閉塞感のある日本経済を打破するためにも、IMPACT Foundation Japan（略称IMPACT Japan）は
海外を含めた豊富なネットークを活用し、起業家を支援する活動をしている。イベント開催のほか、小学生
レベルからの起業家精神の養成、東北の震災復興支援など、さまざまな場面で環境づくりを行っている。

（聞き手は 本誌発行人 浅見直樹）

人材の能力を95％に高めて
クライアント企業を成功に導く

フューチャー・リソース 株式会社

イノベーション
明日の日本を拓く

取材を終えて

営経

人材力紹介

nnovationi

さまざまな先進技術に挑む
それが生き残るための切符 グローバル化の時代だからこそ

国内の足場固めに取り組む

インタビュー編 製品解剖編

技術解説編 人材力紹介編



アトリビューション分析の実施
掲載開始から2カ月間のタイアッ
プサイト閲覧者の行動を測定し、
分析レポートを提出いたします。
・遷移分析（直接/間接）
・企業分析、経路分析、
　検索ワード分析
・誘導枠別分析
※詳細はお問い合わせください。

発行日 発売日 申込締切日 取材締切日 校了日

　　2012年12月10日号 2012年12月  7日(金) 11月  5日(月) 11月  8日(木) 11月27日(火)
　　　　　12月17日号 12月14日(金) 11月12日(月) 11月15日(木) 12月  4日(火)
12月24日号/12月31日号 12月21日(金) 11月19日(月) 11月22日(木) 12月11日(火)

2013年  1月  7日号 2013年  1月  4日(金) 11月26日(月) 11月29日(木) 12月18日(火)
1月14日号 1月11日(金) 12月  3日(月) 12月  5日(水) 12月25日(火)
1月21日号 1月18日(金) 12月  5日(水) 12月10日(月) 1月  8日(火)
1月28日号 1月25日(金) 12月10日(月) 12月14日(金) 1月15日(火)

　日経ビジネスオンライン　ビジネストレンド　　　  26,000,000imp想定／月
　日経ビジネスオンライン　注目のビジネストレンド　 3,500,000imp想定／月
　日経ビジネスオンライン　スーパーバナー　　　　　　500,000imp保証／月
　日経ビジネスオンラインメール　2 行お知らせ　　　  　710,000通／回×4回
　日経ビジネスオンライン　テキストアド　　　 　　　 4,000,000imp想定／週
　日経ビジネスオンライン　ビジュアルボックス 　　　 2,000,000imp想定／週
　※この他に企画特設サイトからの誘導　

スケジュール

媒体概要

連動企画のご案内

日経ビジネスオンライン  展開イメージ

お問い合わせ先

以下の媒体でも同様の企画を実施しています。詳細は各広告担当者へお問い合わせください。

　日経コンピュータ＋ ITpro　　　　日経エレクトロニクス＋ Tech-On！
　日経パソコン＋ PC オンライン　　日経アーキテクチュア＋ケンプラッツ

※複数誌でご出稿の場合には、2 誌で5％、3誌で10％、4誌以上で 20％の割り引きをさせていただきます。

日経ビジネス　
　創刊：1969年9月　　発行部数：245,548部（2010年ABC認証部数）
　発行形態：週刊（毎週月曜日発行）、年間50冊
日経ビジネスオンライン
　開設：2006年4月　　登録会員：約 1,700,000
　月間ページビュー数：32,403,112　　月間ユニークブラウザ数：2,502,530
　※ページビュー数、ユニークブラウザ数は 2012年9月実績（サイトセンサス調べ）

日経BP社　経営情報グループ広告部
tel ／ 03-6811-8031　mail ／ b-ad@nikkeibp.co.jp

誘導
メニュー

タイアップ
サイト

企画特設
サイト

日経ビジネスオンライン

日経ビジネスオンラインメール


