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書籍 
デジタルヘルスに関連する様々な情報の中から、今注目すべき人・技術・ソリューション・事例を日経デジタルヘルス
編集部が厳選し、1冊の書籍に集約。デジタルヘルスに携わる様々なステークホルダー必携の1冊です。 

 

2014年3月発行 2014年12月発行 ◆第1章 総論 
  ・デジタルヘルスの未来2014 
   

◆第2章 キーパーソンインタビュー 
  ・神奈川県知事  黒岩祐治氏 
  ・東芝 ヘルスケア事業開発部長 綱川智氏 
  ・ソニー 執行役 EVP 斉藤端氏 
 

◆第3章 医療イノベーションの夜明け 
  ・医療革新に向けた技術への期待 
  ・進む3D/4K画像技術の医療応用 
  ・フレキシブル技術が医療を変える 
  ・韓国で「遠隔医療」が可能に、Samsungなどに強い追い風 

 
◆第4章 健康イノベーションの夜明け 
  ・「薬事法」の改正によるスマートヘルスケアへの影響を探る 
  ・非接触・非侵襲の生体センサが変えるヘルスケア 
  ・「触れるだけの血圧計」の開発者が語る技術概要と未来 
  ・「ラスト1マイル」を握るサービス事業者の動向 

 

◆第5章 介護イノベーションの夜明け 
  ・国際福祉機器展に見る介護産業の明日 
  ・訪問看護こそITによる効率化が必要に 
  ・韓国の老後準備博覧会「SENDEX」レポート 
  ・介護ロボット最前線 

 

◆第6章 展示会レポート 
 

◆第7章 最新トピックス 

◆第1章：デジタルヘルスの未来2014 
・“昔の未来”は今も未来 、病院は体内へ、医療は日常へ 
・サービス事業者の視点から見る、デジタルヘルス産業の未来への処方箋 
・未来の“種“はどこにある？ 
・今、起きていること、新規参入企業に求めること 
・新規参入、甘く見るべからず 

  
◆第2章：キーパーソンインタビュー 
・ミナケア 代表取締役・医師 山本雄士氏 
・ヤフー 執行役員 社長室長 別所直哉氏 
・むらせシニアメンタルくりにっく 村瀬澄夫氏 
・東京大学 医科学研究所ヒトゲノム解析センター教授 宮野悟氏 
・ニコン 代表取締役社長 牛田一雄氏 

  
◆第3章：注目トレンド解説 
・地域包括ケア：多職種連携を技術で支える 
・食とヘルスケア：医農工連携ビジネスの萌芽 
・医療ビッグデータ：医療を大きく変えるパラダイムシフト始まる 
・トリリオンセンサー：1兆個のセンサーで集めて価値を生む 
・医療機器イノベーション：内視鏡手術の進化を支える映像技術 
・ソーシャルホスピタルを支える技術：いつでも・どこでも・誰でもを実現 

  
◆第4章：注目ニュース解説 
・高血圧治療ガイドラインとデジタルヘルス 
・“女性目線”が変えるヘルスケアの商品企画 
・がんや認知症の兆候をビッグデータでとらえる 
・ビッグデータを医療に活用、動き始めたサービス事業者 
・医療現場からのニーズ発信が加速、ものづくり企業に集まる期待 
・内視鏡手術の課題を解決するロボット 
・高齢者の移動手段は日本発の技術で確保 
・改正薬事法の施行を控えガイドライン策定が始動 

  
◆第5章：展示会レポート 

■発行頻度：年2回（3月・12月を予定） ■発行部数：約2000部   
■発売価格：30,000円（税別） ■広告料金：50万円（ 4色1ページ） 
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デジタルヘルスの産業ニーズを掘り起こすことを目的に、デジタルヘルスの魅力とその可能性を幅広い層の読者達へ伝
えるための1冊です。医療編、医療・介護編の２つのテーマ別に発行し、テーマに合わせ日経ＢＰ社が発行する各専門誌
読者や関連のイベント・団体へ無料で配布をいたします。 

医療編 “医療イノベーション、始まる” 医療・介護編 “地域包括ケア、始まる” 

2014年3月発行 2014年8月発行 

【特集】内視鏡手術に見る、医療イノベーション 
    「8K」対応内視鏡も登場 

 
【Report】 
・シスコ、ネットワークを活用し医療・健康・福祉をシームレスに 
・「医×食×IT」に取り組む日本ユニシス 
 佐渡島で医療情報統合基盤を構築 
・電子母子手帳の標準化に取り組むインテルとマイクロソフト 
・ITを活用した血圧管理「急性期から慢性期まで有効」 
・「自分だけの心臓専門医を携帯」 
 スマホ連携可能な個人用12誘導心電計 
・「飲み込むチップで医療費の無駄を削減」Proteus Digital Healthが講演 
・ゲノム解析事業への参入相次ぐ ソニーや東芝などが名乗り 
・薬事法の改正でスマートヘルスケアはどうなる？ 
・医療事業参入を狙う大田区の「ものづくり」文京区との 
 連携で実用化への道筋を構築 
・日立、北大の陽子線がん治療装置 薬事法の製造販売承認を取得 

 
【Interview】 
“本物を”を世に問う  
東芝 ヘルスケア事業開発部長 綱川 智 氏 

 

【特集1】いざ、地域包括ケア 
    「多職種l連携」を技術で支える 
      ～PickUP～ 
      気仙沼で見た、多職種連携支援システムへのニーズ 

 
【Interview】 
「生活の場」で患者と向き合う 
むらせメンタルくりにっく 村瀬澄夫 氏 

 
【特集2】「医療ビッグデータ」の萌芽 

 
【Interview】 
データ活用の意義、もっと広めたい 
メディカル・データ・ビジョン 代表取締役 岩崎博之 氏 

 
【Report】 
・「スマートデバイスの有用性は？」医療情報システム担当者が議論 
・生命科学の進歩に取り残されたIT 課題解決に挑むIntel社 
・ホスピタルショウに見る 医療IT化の「加速」と「課題解決」 

ITEM・モダンホスピタルショウ・CEATEC・次世代ヘルスケア展ほか、 
日経デジタルヘルス主催セミナーなどでも多数無料配布を実施 

日経メディカル・日経エレクトロニクス・日経ものづくりに同梱 

合計約10万部発行 
日経ヘルスケア・日経ドラッグインフォメーションに同梱 

合計約10万部発行 

■発行頻度：年2回（3月・8月を予定） ■発行部数：約10万部   
■発売価格：無料  ■広告料金：100万円（4色1ページ） 
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実施月 テーマ イベント名称 規模 受講料 開催地 医療 介護 健康 制度 技術 製品 サービス

1月

2月 薬事法 「薬事法」の勘所を実践的に学ぶ① 40名 25万円 東京 ● ● ● ● ●

3月 ビッグデータ 医療ビッグデータ・サミット① 200名 3万円 東京 ● ● ● ●

4月 ウエアラブル ウエアラブルの本質を議論する 100名 5万円 東京 ● ● ●

5月 医療機器開発 次世代医療機器サミット 200名 3万円 東京 ● ● ● ●

6月 地域包括ケア 次世代薬局サミット① 200名 3万円 東京 ● ● ● ●

7月 薬事法 「薬事法」の勘所を実践的に学ぶ② 40名 25万円 東京 ● ● ● ● ●

8月 ビッグデータ 医療ビッグデータ・サミット② 200名 3万円 東京 ● ● ● ●

9月 介護ロボット 介護ロボットの明日 100名 5万円 東京 ● ● ● ●

10月

11月 薬事法 「薬事法」の勘所を実践的に学ぶ③ 40名 25万円 東京 ● ● ● ● ●

12月 地域包括ケア 次世代薬局サミット② 200名 3万円 東京 ● ● ● ●

【2014年の開催実績】 
 
・「薬事法」の勘所を実践的に学ぶ 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh 

 
・医療ビッグデータ・サミット 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140515/352080/?ST=ndh 

 
・ウエアラブルの本質を議論する 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140417/347025/?ST=ndh 

 
・次世代医療機器サミット 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140403/344040/?ST=ndh 

 
・次世代薬局サミット 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20141024/384721/?ST=ndh 

 
・デジタルヘルスサミット 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140123/329560/?ST=ndh 
 

・医療用ソフトウエア規制の“該当/非該当”を考える 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20141007/381046/?ST=ndh 
 

・薬事法改正で“スマートヘルスケア”はどうなる？ 
 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh 
 

【各セミナーへのご協賛プラン】 
※「『薬事法』の勘所を実践的に学ぶ」はご協賛プランをご用意しておりません。 

 
プランA・・・300万円（税別） 
・40分間のご講演 
・ご講演内容のレビュー掲載（日経デジタルヘルスにて掲載） 
・受講者リストのご提供 
 
プランB・・・150万円（税別） 
・40分間のご講演 
・ご講演内容のレビュー掲載（日経デジタルヘルスにて掲載） 
 
プランC・・・50万円（税別） 
・40分間のご講演 
 
展示プラン・・・30万円（税別） 
・会場でのテーブルトップ展示 

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140515/352080/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140515/352080/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140417/347025/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140417/347025/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140403/344040/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140403/344040/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20141024/384721/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20141024/384721/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140123/329560/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140123/329560/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20141007/381046/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20141007/381046/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/SEMINAR/20140114/327162/?ST=ndh
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イベント 
2014年開催実績 

30社超の参加企業、20人を超える発表者が集結 

カンファレンス講演企業 
 
• 横浜市立大学 
• 経済産業省 
• オリックス･リビング 
• アディダスジャパン 
• 弘前大学 
• ローソン 
• 凸版印刷 
• インターリスク 
• 三井住友海上火災保険 
• 松本市 
• 横浜市立大学 

オープンシアター講演企業 
 
• ミレニアムパートナーズ 
• 経済産業省 
• 京都府立医科大学大学院 
• シスコシステムズ 
• 奈良県葛城市 
• NPO法人メタボランティア 
• ニフティ 
• 横浜市福祉サービス協会 新鶴見ホーム 
• 秀峰会 南永田桜樹の森 
• RT.ワークス 
• ピップ 
• LLPアトムプロジェクト 
• 日本電信電話 
• 岡山市 
• 日本GE 
• ウィルモア 
• 医療法人社団 成仁会 長田病院 

• FiNC 
• ソニー 
• かながわ福祉サービス振興会 
• フィリップス 

展示企業 
 
• パナソニック エコソリューションズ社 
• フィリップス・レスピロニクス 
• メタボランティア 
• 弘前大学 
• 青森県 
• GEヘルスケアジャパン 
• フィンク 
• ＲＴ．ワークス 
• オムロンヘルスケア 
• ウィルモア 
• ニフティ 
• ピップ 
• ソニー 
• ソネット 
• ソフトバンクテレコム 
• 日本エンブレース 
• 日本電信電話 
• こころみ 
• ウンログ 
• プラクテックス 
• グッドサイクルシステム 

 
 
• ファルモ 
• エイル 
• 奈良女子大学 
• 凸版印刷 
• ライフビジネスウェザー 
• パナソニック 
• ユニオンツール 
• CQ-Sネット 
• ビクターエンタテインメント 
• 資生堂 

• Vital Connect 
• コガソフトウェア 

2014年10月29日～31日 パシフィコ横浜 

★次世代ヘルスケア展の詳細★ 
http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/expo2014/index.html 
 

★次世代ヘルスケア展関連の記事★ 
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/EVENT/20141024/384720/?ST=ndh 

 
 

次世代ヘルスケア展をさらに発展させ、2015年10月には“デジタルヘルスDays（仮）”を開催予定 
デジタルヘルス産業を加速するため、あらゆるニーズとシーズをクロスさせ、新たなビジネスを生む場を創出 

（詳細は2015年1月下旬公開予定） 

http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/expo2014/index.html
http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/expo2014/index.html
http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/expo2014/index.html
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/EVENT/20141024/384720/?ST=ndh
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ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

16:00～18:00 
ディスカッション 
（アイデアソン？） 

プレゼン大会 
9:00～16:00 
（30分×10社） 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

16:00～18:00 
ディスカッション 
（アイデアソン？） 

プレゼン大会 
9:00～16:00 
（30分×10社） 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

16:00～18:00 
ディスカッション 
（アイデアソン？） 

プレゼン大会 
9:00～16:00 
（30分×10社） 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

16:00～18:00 
ディスカッション 
（アイデアソン？） 

プレゼン大会 
9:00～16:00 
（30分×10社） 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

16:00～18:00 
ディスカッション 
（アイデアソン？） 

プレゼン大会 
9:00～16:00 
（30分×10社） 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

ニーズ発表 

シーズ発表 

16:00～18:00 
ディスカッション 
（アイデアソン？） 

プレゼン大会 
9:00～16:00 
（30分×10社） 

18:00～20:00 
ネットワーキング 

18:00～20:00 
ネットワーキング 

テーマ① テーマ② テーマ③ テーマ④ テーマ⑤ テーマ⑥ 

DAY１ DAY２ 

プレゼン企業60社、参加企業150社の一大マッチングイベント 
次世代ヘルスケア産業のカギとなる企業・ステークホルダー達が集結する2日間 

【テーマ案】 
①スポーツヘルスケア 
②医療ビッグデータ 
③健康経営       
④高齢者ヘルスケア  
⑤次世代病院  
   ・ 
   ・ 
   ・ 

 

【スポンサーメニュー案】 
• 公開企業分析サービス 
• ビジネスランチミーティング 
• ニース・シーズ白書の提供 
• 告知・看板等での社名掲出 
• 年間プロモーション枠のご提供 

 
→協賛費：1500万円相当を予定 
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2014年10月29日（水） 
サービス開始 

～ニーズとシーズの効果的なマッチングを目指す～ 

デジタルヘルス産業に携わる誰もが 
自由に情報発信できるプラットホームが登場！ 

 健康・長寿に向け、医療・介護・健康に関するニーズは高まると同時に、ますます
多様化しています。ところが医薬品・医療機器、健康増進・予防、生活支援といった
既存の健康寿命延伸産業は、これらのニーズに十分に応えられているとはいえませ
ん。国民の健康を増進していくと共に、健康寿命延伸産業を発展させていくために
は、ニーズとシーズの効果的なマッチングが必要になります。 
 
 企業や保険者、自治体、生活者個人など医療・介護・健康関連のサービスを利用す
る「ニーズ側（需要側）」は、今何が課題で、その課題を解決するために何を必要と
しているのでしょうか。一方、医療機関をはじめ、介護事業者、健康管理・促進関連
企業などのサービスや商品の提供者や、これらに対してシステムや機器、部品を提供
する「シーズ側（供給側）」は、どのようなアイデアや技術を持ち、どのような解決
策をもたらしてくれるのでしょうか。 
 
 日経デジタルヘルスmallでは、こうした課題とそれに対する解決策を持つ読者の皆
様に、それぞれが持つニーズ情報・シーズ情報を自由に書き込んで頂くことで、健康
寿命延伸産業の発展を加速させます。課題解決への一手、事業開発・促進への一手と
して是非、ご活用ください。 

貴社が投稿した 
情報の見出しと 
画像を掲載 

「シーズ情報」は 
こちらに掲載 

「ニーズ情報」は 
こちらに掲載 

見出し 
（全角20文字以内） 

本文 
（全角2000文字以内） 

問い合わせ情報 
（本文に含む） 

関連画像 
（製品画像など） 
※300×300ピクセル以上 

日経デジタルヘルスmall トップページ 

投稿された記事ページ 

日経デジタルヘルスmallのご利用はこちらから 
↓↓ 

http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/mall/ 

http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/mall/
http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/mall/


20 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

日経デジタルヘルス 広告メニュー 一覧 

メニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金 備考

第1レクタングル
ほぼ全ページ＋

日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面
ローテーション 2 1ヶ月 150,000imp ¥450,000 期間保証

第2レクタングル
ほぼ全ページ＋

日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面
ローテーション 2 1ヶ月 150,000imp ¥450,000 期間保証

テキストアド ほぼ全ページ 貼り付け 5 1ヶ月 100,000imp ¥220,000 期間保証

スーパーバナー
ほぼ全ページ＋

日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面
ローテーション 3 1ヶ月 100,000imp ¥280,000 期間保証

タイアップサイト(掲載費・制作費） ― ― ― 1ヶ月 ― ¥1,000,000 期間保証

日経デジタルヘルスNEWS　ヘッダー ― ― 3 1回 200,000通 ¥250,000 ―

日経デジタルヘルスNEWS

スペシャルメール
― ― 1 1回 200,000通 ¥1,100,000 ―

※第1レクタングル、第2レクタングル、スーパーバナーは 
  日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面
（http://techon.nikkeibp.co.jp/health/）にも掲載 



21 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

第1レクタングル 

媒体名 日経デジタルヘルス
メニュー名 第1レクタングル
掲載面 ほぼ全ページ＋日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面
表示形式 ローテーション
枠数 2
原稿サイズ 左右300×天地300（250）ピクセル
原稿種類 Flash / GIFまたはJPEG
掲載開始日 月初
想定表示回数 150,000imp
期間/回数 1ヶ月
料金（グロス） ¥450,000

備考
日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面
（http://techon.nikkeibp.co.jp/health/）にも掲載



22 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

第2レクタングル 

媒体名 日経デジタルヘルス
メニュー名 第2レクタングル
掲載面 ほぼ全ページ＋日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面
表示形式 ローテーション
枠数 2
原稿サイズ 左右300×天地300（250）ピクセル
原稿種類 Flash / GIFまたはJPEG
掲載開始日 月初
想定表示回数 150,000imp
期間/回数 1ヶ月
料金（グロス） ¥450,000

備考
日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面
（http://techon.nikkeibp.co.jp/health/）にも掲載



23 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

テキストアド 

媒体名 日経デジタルヘルス
メニュー名 テキストアド
掲載面 ほぼ全ページ
表示形式 貼り付け
枠数 5
原稿サイズ 全角38文字以内
原稿種類 テキスト
掲載開始日 月初
想定表示回数 100,000imp
期間/回数 1ヶ月
料金（グロス） ¥220,000
備考 日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面には掲載されません。



24 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

スーパーバナー 

媒体名 日経デジタルヘルス
メニュー名 スーパーバナー
掲載面 ほぼ全ページ＋日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面
表示形式 ローテーション
枠数 3
原稿サイズ 左右728×天地90ピクセル
原稿種類 Flash / GIFまたはJPEG
掲載開始日 月初
想定表示回数 100,000imp
期間/回数 1ヶ月
料金（グロス） ¥280,000

備考
日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面
（http://techon.nikkeibp.co.jp/health/）にも掲載



25 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

ミニバナー 

媒体名 日経デジタルヘルス
メニュー名 ミニバナー

掲載面
記事ページ
＋日経テクノロジーオンライン「デジタルヘルス」面の記事ページ

表示形式 ローテーション
枠数 3
原稿サイズ 左右450×天地33ピクセル
原稿種類 Flash / GIFまたはJPEG
掲載開始日 月初
想定表示回数 100,000imp
期間/回数 1ヶ月
料金（グロス） ¥400,000

備考
日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面
（http://techon.nikkeibp.co.jp/health/）にも掲載



26 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

日経デジタルヘルス Special タイアップサイト標準パッケージ 

商品・サービスの情報を読者に分かりやすい形で表現する、記事体広告です。 
弊社制作スタッフがディレクションし、企画・提案。商品・サービスの魅力を伝え、理解促進を図ります。 

★ タイアップサイト（掲載費・制作費） ― ― ― A4サイズ2ページ（約3,000文字）程度

1 ビジュアルボックス ほぼ全ページ ※ ローテーション 300,000imp
左右55ピクセル×天地55ピクセル（GIF/JPEG）

全角38文字以内（テキスト）

2 スーパーバナー ほぼ全ページ ※ ローテーション 100,000imp 左右728×天地90ピクセル

3 日経デジタルヘルスNEWS　ヘッダー ― ― 1回 200,000通 全角38文字以内×5行

1ヶ月

料金 ￥1,000,000（グロス） 

日経デジタルヘルスNEWS タイアップサイト★ 

タイアップ 
サイトへ 

※ビジュアルボックスとスーパーバナーは日経テクノロジーオンラインのデジタルヘルス面（http://techon.nikkeibp.co.jp/health/）にも掲載 

3 

トップページ 

1 2 

1 



27 
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。 
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。 

日経デジタルヘルスNEWS ヘッダー 

媒体名 日経デジタルヘルス
メニュー名 日経デジタルヘルスNEWS　ヘッダー
枠数 3
原稿サイズ 全角38文字以内×5行
原稿種類 テキスト
配信頻度 毎週水曜日
想定配信数 200,000通
料金（グロス） ¥250,000



お問い合わせ 
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日経BP社 

技術情報広告2部 

03－6811－8021 

ad-dk@nikkeibp.co.jp 


