
経営メディア広告部

タイアップ広告（4色2P）

通常料金 834万円

日経ビジネス
オンライン
転載
（1ヵ月）

日経ビジネス
オンライン
タイアップ
（1ヵ月）

抜き刷り
（1000部）

タイアップ広告（4色2P）

抜き刷り
（1000部）

500万円
通常料金 584万円

400万円
通常料金 350万円

7,000PV（想定）

300万円
広告料金 広告料金 広告料金

社会的価値を見える化
今、求められる

中・長期経営戦略のキーワード

環境や社会にも配慮！ 株主に求められる非財務指標

CO2排出量や女性管理職率など、企業が非財務情報の積極的な開示を進める背景には、
ESG（環境・社会・ガバナンス）への投資拡大があります。

グローバルにおけるESG投資額は、2016年時点ですでに約23兆ドル（約2500兆円）に到達。
一方で日本は、2017年7月にようやく日本企業を銘柄とする新しいインデックス（指数）が
GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）により発表されたばかりの黎明期です。

今後さらなる拡大が予想される中で、「日経ビジネス」では
株主総会が行われる6月に向け自社のESG経営をアピールし、

一般投資家、ビジネスオピニオンリーダーに理解・促進を促す企画をご用意しました。

広告料金

A プラン B プラン C プラン

創　　刊： 1969年9月
発行部数： 190,918部（2016年1～12月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・駅売店でも販売

日経ビジネス媒体概要 日経ビジネスオンライン媒体概要

月間PV 24,609,252 （2018年2月現在）

月間UB 4,256,058 （2018年2月現在）

会員登録 約247万人 （2018年2月現在）

〒105-8308　東京都港区虎ノ門4-3-12
TEL:03-6811-8031　FAX:050-3153-7274　MAIL:b-ad@nikkeibp.co.jp

広告のお申し込み・
お問い合わせ

6月11日号
発売日 6月  8日（金）

データ締切日 5月25日（金）
タイアップ
申込締め切り日 5月  7日（月）

公開日 6月  8日（金）
データ入稿日 5月28日（月）

スケジュール
6月11日号
（6月8日発売）

（6月8日公開）

日経ESG
特別協力

トップインタビュー広告企画

ESG経営特集
Environment       Social      Governance

ビジネスリーダーのための経済・経営総合情報誌
日本の社会を担うトップエグゼクティブ層・約20万人の読者に、「未
来を見通す材料」となる情報を提供。企業の経営判断に資する
情報源として、No.1の支持を得る経済・経営の総合情報誌。

『日経ビジネス』本誌との密接なコンテンツ連携により、情報の質
とスピードを両立。約247万人の登録会員からの絶大な信頼に
応え、「経営に役立つ確かな情報」への高い満足度を獲得して
いるオンラインメディア。

記事体広告
トップインタビュー

記事体広告
トップインタビュー



魅力あるコンテンツを通して
自社のESG経営の
情報発信が可能になります。
ESG経営の海外動向、日本市場の動向、機
関投資家や「日経ESG」編集部の専門的な
視点を交えた読み応えのある企画記事と並
列して出稿クライアント様の記事体広告が
掲載されることによって、自社のESG経営
においてのPRが効率よく発信されます。

2008年

資産価格の崩壊

グローバル化の
停滞（先進国）

中国経済の減速

原油・ガス価格の
高騰

パンデミック

大量破壊兵器

異常気象

自然災害

気候変動対策の
失敗

水危機

2018年
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■  統合報告書を発行する
日本企業は約300社に

ESG経営
最前線
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インタビュー

インタビュー

インタビュー

インタビュー

インタビュー

（企画記事）

企業はもはや、環境や社会課題の解決と事業の一
体化を避けて通れない。国際社会や投資家、顧客
が要請するESG経営が新たな成長エンジンになる。

「外圧」を逆手に成長する
伸びしろ大きい日本企業

持続的成長に貢献する環境・CSR部　3つの要件

開示の仕方で評価は変わる
ESG（環境・社会・ガバナンス）情報の開示が転
機を迎えている。企業の成長性やリスク対応力を
投資家に訴求できるかどうかが鍵を握る。

記事体広告トップインタビュー

貴社のESG経営の認知・理解促進が可能！
抜刷冊子は、株主総会やお取引先への
ご案内として活用できます。

※2017年は7月時点の数値　出所：企業価値レポーティング・ラボ

世界経済フォーラムは毎年1月に「グローバルリスク報告書」を発表し
ている。影響の大きいリスクの上位を、2010年頃までは経済や金融リ
スクが占めていたが、最近は環境や社会リスクに変わっている
出所：『グローバルリスク報告書　2018年度版』（世界経済フォーラム）
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■ 世界が認識する重大リスクは「経済」から
　 「環境」に移っている

10年でリスク認識が一変

環境・社会課題の解決で
売り上げを増やす

ビジネスを
創る

非財務情報の開示で
安定株主を確保する

社外の
評価を高める

インナーブランディングで
社員に誇りを持たせる

良い人材を
呼び込む

持続的成長

年

発
行
社
数

300

250

150

50

0

200

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 1 5 9 12 18
26

62
34

96

141

220

285
297

■ サステナブル投資額（2016年）

出所：世界持続可能投資連合（GSIA）

世界2500兆円 日本52兆円

企画記事 記事体広告
トップインタビュー 記事体広告

トップインタビュー

タイアップサイト（誘導1ヵ月）

扉　
ESG経営
最前線

コンテンツ流用

〇標準誘導パッケージをベースに　
　7,000PV（想定）を表示

〇PC版／スマホ版を実施

記事体広告 4色2ページ（広告企画内）

メディア展開

地政経済 社会 環境

※日経ビジネス読者プロフィール調査2017より抜粋

40～50代のビジネス
リーダーがコア読者

経営者層が

約20%

部長以上は

約40%

51.57歳
平均年齢

が3,000万円以上
　の資産を持つ約40％

資産総額

読者プロフィール

30.2%
6.0%

2.0%

9.6%

1億～2億円未満

2億円以上

500万円未満

3,000万～1億円未満

500万～3,000万円未満 32.1%

ESG経営3つのメリット
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ダミイで⑨この文字はダミイで■この
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〒000-0000　
東京都この文字はダミーです
tel 03-0000-0000　
http://www.aaaaaaaaaaaaaa.aa.aa

日経 ESG発行人　望月 洋介（予定）聞き手

持続的成長で求められる
経営戦略としてのESG

グローバル企業としての課題を見据えて
この文字はダミイで①この文字はダミイで②この文字はダミイで③この文字
はダミイで④この文字はダミイで⑤この文字はダミイで⑥この文字はダミイ
で⑦この文字はダミイで⑧この文字はダミイで⑨この文字はダミイで■この
文字はダミイで①この文字はダミイで②この文字はダミイで③この文字はダ

インタビューを終えて

日経ESG
特別協力

株式会社ダミイダミイ
代表取締役社長

名前なまえ
Pro� le

この文字はダミイで①この文字はダミイで②この文字
はダミイで③この文字はダミイで④この文字はダミイで
⑤この文字はダミイで⑥この文字はダミイで⑦この文
字はダミイで⑧この文字はダミイで⑨この文字はダミイ

インタビュアーの感想


