Part

スケジュール

1

申し込み
締切日

掲載号

日経エコロジー
9月号

発売日

8 月 4 日（土）

2

申し込み
締切日

日経ビジネス
8月20日号

掲載号

日経エコロジー
12月号

日経ビジネス
11月19日号

8 月17日（金）

発売日

11月 6日（火）

11月16日（金）

7月 3日（火）

セット名

広告料金

Part

雑誌

インターネット
データベース

DVD-ROM
環境報告書大全

セット
EMF会員は
会費に含まれます

B

料金合計
（税抜）

800,000円

A

600,000円
（EMF会員価格）

600,000円

セット

26万人読
者 W
eb 訪
展示会来
場者に
問
リーチ 者
!

10月 3日（水）

※上記金額に消費税が別途加算されます。
※「雑誌」
「インターネットデータベース」用の原稿は所定の記入用紙をもとに日経 BP 社にて制作いたします。 「環境・CSR 報告書大全」用の報告書 PDF データは貴社にてご用意ください。
※資料請求データの送付先は基本的に広告主への直接送付に統一させていただきます。 広告主以外への送付を希望される場合は、広告主から弊社宛てに別途、送付先指示書をお送り
いただくことが条件となります。送付先指示書を用意しておりますので、お問い合わせください。

日経ビジネスオンライン連動!

環境コミュニケーション特別合同企画

社会・環境報告書/
CSRレポートディレク
トリ
2012

“社会・環境報告書、
CSRレポート、
サステナビリティレポート”完全ガイド

企業の社会的存在・社会的責任が問われるなか、社会へ
の取り組み、企業のあり方、環境経営を説明する社会・環境

定型フォーマット

同時掲載

わが社のCSR・環境メッセージ

貴社を取材し、
レポートのポイントを分かりやすくまとめ
記事広告として誌面に掲載します。
また、
PDF化し、
DVD-ROMにも収録いたします。

媒体概要

4C1ページ
4C1

4C2ページ
4C2

日経ビジネス
日経エコロジー

日経ビジネス
日経エコロジー

特別価格（税別）

特別価格
（税別）

（取材・制作費込み）

（取材・制作費込み）

DVD-ROM収録

DVD-ROM収録

2,520,000円

創刊 ··········· 1969年9月
発行部数 ··· 245,548部（2010年ABC部数）
発行形態 ··· 週刊（毎週月曜日発行）
、
年間50冊
販売方式 ··· 年間予約購読による読者直送方式
一部書店・販売店でも販売
版型 ··········· A4判変型（天地280mm 左右210mm）
、
中綴じ

創刊 ··········· 1999年6月
発行部数 ··· 14,759部
（2010年ABC部数）
発行形態 ··· 月刊
（毎月8日発行）
、
年間12冊
販売方式 ··· 年間予約購読による読者直送方式
版型 ··········· A4判変型
（天地280mm 左右210mm）、
無線綴じ

お問い合わせ、
お申し込みは下記まで
〒108-8646

3,960,000円

雑誌＋Web＋DVD-ROMで、
貴社の環境・社会貢献情報を
企業経営者、管理者層、
環境部門担当者から
一般生活者まで
幅広く訴求します!!

経営情報グループ広告部 TEL : 03-6811-8031 FAX : 03-5421-9191
e-mail : khad@nikkeibp.co.jp

告に対する重要性がさらに高まっています。こうした報告書 / レ
ポートを発行する企業は年々増加するとともに、その内容も充実
したものとなってきています。そして、社会・環境報告書 /CSR
レポートは、会計報告書 /IRレポート同様、顧客や株主、パー
トナー企業といったステークホルダーの手元に届くことによっては
じめてその役割が果たせると言えるでしょう。
そこで、日経ビジネスと日経エコロジーでは、8月発売号と11
月発売号において、特別合同企画「社会・環境報告書 /
CSRレポートディレクトリ」を実施いたします。幅広い業種にわ

Part

1

Part
東京都港区白金1-17-3

報告書 /CSRレポートやサステナビリティレポートと呼ばれる報

2

日経エコロジー9月号

（8月4日発売）

日経ビジネス8月20日号

（8月17日発売）

日経エコロジー12月号

（11月6日発売）

日経ビジネス11月19日号

（11月16日発売）

たる環境・CSR 先進企業の報告書を、雑誌＋インターネット＋
DVD-ROMという多様な媒体を通じて発行し、エコプロダクツ
内での配付などを行う本企画は、多くの企業経営者・管理者
層、環境・CSR 部門担当者から一般生活者にまで訴求できる
企画として、毎回大きな反響をいただいています。
ぜひ、本企画への広告出稿をご検討いただけますよう案内
申し上げます。

企業経営者、管理者層から環境部門担当者まで
合計約26万人＋Web訪問者＋展示会来場者に訴求

雑誌

レイアウトイメージ
報告書/CSRレポート2012
社会・環境

『日経ビジネス』
、
『日経エコロジー』
両誌内に
専用ページを設けます。
社名
お問い合わせ窓口

TEL/FAX/メールアドレス

社会・環境報告書/
CSRレポート
（環境ホームページ）写真
資料請求番号
ホームページ
アドレス
※デザイン・レイアウトは予定であり、
実際のものとは異なります。

検索に便利な

（Aセットのみ）

DVD-ROM

http://business.nikkeibp.co.jp/
34,043,114PV/月

DVD-ROM版 環境・CSR報告書大全

発行概要
発行：2012年12月
（予定）
発行枚数：5万枚以上
配布先：
『日経エコロジー』定期購読者、
「エコプロダクツ2012」
ほか、関連イベント来場者など

会員数170万人

想定誘導枠

日経ビジネスオンラインに
特設サイトを設置。

スーパーバナー

ビジュアルボックス

テキストアド

メールマガジン

資料請求＋
報告書PDFダウンロード
紹介ページへのリンク

日経ビジネスオンラインを中心に、
特設サイトへの強力な誘導を
掲載期間中実施します！

EMF（環境経営フォーラム）
メールニュース
3

日経エコロジー
NEWSメール

2

31,788通配信

1

日経ビジネス
オンラインメール
環境・エネルギー特別版

※上記数字は2012年3月時点

1 企画記事

資料請求

強力な誘導線

2 報告書ダウンロード紹介ページ

環境・CSR報告書大全

2012 年12月 発 行 予 定 のDVD-ROM『 環 境・
CSR 報告書大全』に貴社の環境報告書のPDF
データを収録し、日経エコロジー2013年2月号
に同梱するほか、展示会などで無料配布いたし
ます。保存性はもちろん、全文キーワード検索
機能による利便性の高い報告書集です。

雑誌＋インターネットで
強力バックアップ

日経ビジネスオンライン

Web

日経 BP社の代表的メディアであ
る「日経ビジネスオンライン」の
サイト内に、本企画の特設サイト
を開設します。Part1：8月4日
〜10月31日、Part2：11月5日
〜 2013 年 1月31日（予定）
。サ
イト内では、本企画に出稿いた
だいた企業を社名別、産業別に
一覧で掲載。各社ごとに報告書
の要約ページを設けるとともに、
報告書ダウンロード紹介ページ
へのリンクを掲載いたします。ま
た、本サイトからの資料請求も
可能です。

資料請求

3 社会・環境報告書
データベース（外部サイト）
http://www.ecorepo.com

報告書
サマリーページ
（イメージ）

昨年も大きな反響を
いただきました。
2011年の資料請求件数 （各上位20社）
Part 1

1 サントリーホールディングス 390
2 ヤマトホールディングス········ 382
3 三菱重工業 ····························· 363
3 ファミリーマート ···················· 363
5 旭化成グループ ····················· 361
6 富士ゼロックス······················· 358
7 コマツ ······································ 357
8 ブリヂストン ··························· 353
9 積水ハウス······························ 350
9 TOTO······································ 350
9 ダイキン工業 ·························· 350
12 マツダ ······································ 347
13 旭硝子 ····································· 342
14 日本通運 ································· 335
15 日本たばこ産業 ······················ 333
16 丸紅 ········································· 331
17 カルピス ·································· 330
18 日本郵船 ································· 327
18 YKK グループ ························ 326
20 大日本印刷 ····························· 323

Part 2

1 トヨタ自動車 ··························· 294
2 ソニー ······································ 269
3 味の素 ····································· 266
3 東芝 ········································· 266
5 東レ·········································· 254
6 日本コカ・コーラ ·················· 250
7 伊藤忠商事 ····························· 244
8 富士通グループ ····················· 235
9 凸版印刷 ································· 233
10 NTT グループ ························ 232
11 NTT ドコモ ····························· 229
12 日清製粉グループ本社 ········· 228
12 中部電力 ································· 228
14 富士重工業 ····························· 227
15 JFE ホールディングス ·········· 225
15 住友商事 ································· 225
15 東京ガス·································· 225
18 三井物産 ································· 224
19 積水ハウス······························ 223
20 大和ハウス工業 ····················· 222

社会・環境報告書/CSRレポートで
よく読まれている項目はなんですか?
環境への取り組み/
環境に配慮した製品・サービス

72.5%
62.4%

社会への取り組み/社会貢献

日経ビジネス / 日経エコロジーに掲載
する企画記事を日経ビジネスオンライ
ンに再掲載。環境コミュニケーション
の最新動向をWeb 訪問者にも提供し
ます。

広 告 出 稿 企 業ごとにサマリー
ページを設け、
「2012 年報告書
のPR 文」、「報告書 PDF ダウン
ロード紹介ページリンク」を同
時掲載いたします。

CSR Report
2012

広告出稿企業の
報告書ダウンロード
紹介ページにリンク！

本 企 画 の出 稿 広 告 主 様 の 情 報 は、
（株）ハートウェイが運営する「社会・
環境報告書データベース」にも同時
掲載。同サイトの来場者に対しても、
報告書の PR を行うことが可能です。
特設サイトからデータベースへの誘
導バナーも常設します。

社長メッセージ

27.9%

コーポレート・ガバナンス

26.7%
25.0%

コンプライアンス

17.2%

人材マネジメント
その他

5.0%

出所：社会・環境報告書/CSRレポートディレクトリ2011 Part1 アンケートより

