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「「これこれ、知りたかった！」が毎週毎週届く

土曜の朝を楽しく 暮らしに役立つ情報をお届けします土曜の朝を楽しく 暮らしに役立つ情報をお届けします 安部 健太郎安部 健太郎NIKKEINIKKEIプラスプラス1編集長編集長
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身近な人とシェアしたくなる

　日本経済新聞の土曜版「NIKKEI プラス1」は、2022年4月で創刊
22周年を迎えました。創刊から貫いてきたのは、暮らしに役立つ読んで
楽しい情報をお届けすること。消費者の多様なニーズに応えて、扱う
情報の幅も広がってきました。
１、２面で展開する名物企画「何でもランキング」は、その分野に精通

した10人以上の専門家が吟味したスイーツやワイン、家電などの提案
のほか、読者の知的好奇心を刺激するクイズなどを美しい写真や
イラストとともに紹介します。
　健康や旅に関する記事をまとめた面や、読者から寄せられた暮らし

の悩みに第一線で活躍されている作家や脚本家、俳優などが答える
コラムもあります。読者調査ではメインターゲットの「ライフスタイル
にこだわる女性」に加えて、アクティブなシニア層、子育て世代、さらに
は20～30代からの反響も増えてきました。
　紙面で紹介した商品や情報には毎回大きな反応があります。経済
的に余裕があり、トレンドなどへの感度の高い読者が多いと実感して
います。創刊から積み上げてきたプラス1ブランドへの信頼も感じます。
これからも読者のニーズに応える情報発信を続けていきますのでご
期待ください。



信頼性が高く、つい誰かとシェアしたくなる

母との電話は母との電話は
健康情報が話題健康情報が話題

旬な情報は旬な情報は
記事を切り抜き記事を切り抜き

生活を豊かにするわくわくする情報生活を豊かにするわくわくする情報

編集記事や広告を読んで消費行動に編集記事や広告を読んで消費行動に

別居の80代の母と毎晩電話で
話すのを日課にしています。話
題に困ったときにNIKKEIプラ
ス１で見た健康関連の情報が
役立っています。特に一日中家
にいることが多いので、家の中
で健康維持に役立つ情報を伝
えています。

（50代・女性）

「カラダづくり」のページは切り
取って壁に貼り、毎日の運動不
足解消のために活用。かんたん
美味は大学ノートにスクラップ
し、家族に好評なものは何度も
つくります。「とうふのみそ漬
け」など、来客のおもてなしに大
活躍。大助かりです。

（60代・女性）

「何でもランキング」がとても楽
しみ。子供達が巣立ち夫婦2人
の時間の中で、温泉のランキン
グや、シュークリームのランキ
ングなら買いに行こうと、家に
いてケンカになる前にランキン
グをみて行動。夫婦円満にとて
も役立っています。

（50代・男性）

ここに行ってみたい！とここに行ってみたい！と
母が喜ぶ旅行記事母が喜ぶ旅行記事

小型家電の情報は小型家電の情報は
つい引き込まれつい引き込まれてしまう

家族に好評な家族に好評な
レシピはスクラップレシピはスクラップ

気になった場所は気になった場所は
実際に行ってみる実際に行ってみる

季節感や話題性、信頼感のある記事は、
とても役立ちます。必要な記事は切り抜
いて妻とシェアし、場合によっては保存し
ています。 （40代・男性）

知らなかった日本の良さを知る絶好の機
会の旅行情報。年齢を重ねた母を刺激し、
「ここに行ってみたい！」と日々の生活で大
きな目標に。 （40代・女性）

小型家電紹介はつい引き込まれて、ホッ
トプレートやハンディスチーマー、ハン
ディクリーナーなど、買いました。気に
入っています。 （60代・女性）

わくわくする土曜日の朝、ＮIＫＫＥ



プラプラス1の記事をの記事を

切り抜いたり切り抜いたり

クリッピングしたりするクリッピングしたりする

67%

健康関連の情報を見て健康関連の情報を見て

実践したり実践したり

購入したりする購入したりする

料理の献立の参考にしたり料理の献立の参考にしたり

実際に紹介されている実際に紹介されている

レシピをつくるレシピをつくる

週末の予定を立てる週末の予定を立てる

参考にしたり参考にしたり

紹介されている場所を尋ねる紹介されている場所を尋ねる

紙面で紹介されている紙面で紹介されている

商品・サービスを商品・サービスを

ネットなどで検索するネットなどで検索する

86%
紙面を見て

消費行動を起こす
プラス1読者

クリッピング
している
プラス1読者

76%
情報を見て
実践・購入する
プラス1読者

75%
実際に

レシピをつくる
プラス1読者

66%
週末の予定の
参考にしている
プラス1読者

プラス1の情報はプラス1の情報は
我が家の食卓の話題我が家の食卓の話題

お金のお得な情報をお金のお得な情報を
会社の同僚とシェア会社の同僚とシェア
クレジットカードは何がいい？投資した
いけどよく分からないなど、若手同僚と
話題に上ることも。「学んでお得」のポイ
ント賢者は役に立ちます。 （20代・女性）

ランキングはいくつ体験したか？食べてみ
たか？など夫婦で土曜日は盛り上がりま
す。また、「ナンバープレース」が終わらな
いと1日が始まりません。 （60代・女性）

食に関する「何でもランキング」はテン
ションがあがります。気になったものはす
ぐお取り寄せ。土曜の朝コーヒーを飲みな
がら楽しみに読んでいます。 （40代・女性）

簡単に美味しく作れるレシピは必ずその
週我が家の食卓に。献立1回分助けられ
ています！プラス1で得た豆知識を家族
にシェアすることも。 （40代・女性）

魅力ある記事は魅力ある記事は
夫婦旅行の参考に夫婦旅行の参考に

豊富なコンテンツに豊富なコンテンツに
夫婦二人で夢中に夫婦二人で夢中に

健康食品の記事広告に
心をくすぐられる心をくすぐられる

お取り寄せ記事を見てお取り寄せ記事を見て
ネットショッピングネットショッピング

何でもランキングが大好きで土曜日は
プラス１から読みます。時々近所のお店
がランクインしていて、買いに行きます。
（30代・女性）

何で何でもランキングが好きグが好き
見て楽しいし買いにいく

紹介された山形銀山温泉の写真を見て
どうしても行きたくなり夫婦で堪能してき
ました。ガイドブックなどからは伝わらな
い魅力もうれしい。 （70代・男性）

健康食品などの記事広告を必ず読む。広
告なので、いいことしか書いていないと
分かっていても、心をくすぐる表現や内容
に、なるほど！と思う。 （40代・女性）

よくする+ときどきする よくする+ときどきする

よくする+ときどきする よくする+ときどきする

よくする+ときどきする

Iプラス1と供に。 NIKKEIプラス1 メディアガイド

た

【NIKKEIプラス1の読まれ方調査概要】 調査対象：NIKKEIプラス１読者／調査方法：インターネット調査／調査時期：2020年4月4日～12日／回答数：1,859



新紙面 基本面建て［オールカラー］新紙面 基本面建て［オールカラー］

各面の紹介各面の紹介 変形スペース変形スペース

NIKKEINIKKEIプラスラス1データデータ

話題の商品や旅、お役立ち情報を独自視点でランキング

身近な店や新サービスをお得に使いこなす最新の技を紹介

話題の新製品や買い物のチェックポイントを専門家が解説

体や心のチェックポイントなど、元気を保つ秘訣を紹介

ユニークな観光列車、各地の名物料理、心を癒やす温泉
といった旅の楽しみと、著名人の食にまつわるエピソードを紹介

話題のモノや場所、サービスなどを読者に代わって記者がルポ

1面

8面9面10面11面

第6版［2020年6月］

12面13面14面

2面4面5面6面7面 3面

週間番組表カラダづくり全面広告鉄道の旅、ご当地食の旅、
湯の心旅、食の履歴書

全面広告くらし探検隊すっきり生活

何でもランキング①何でもランキング②全面広告 学んでお得全面広告 買い物上手週間番組表

東 京本 社
大 阪 本 社
名古屋支社
西 部 支 社
札 幌 支社
神 戸 支 社
京 都 支 社

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

（03）3270-0251
（06）7639-7111
（052）243-3371
（092）473-3381
（011）281-7201
（078）371-0496
（075）241-4310

東京都千代田区大手町1-3-7
大阪市中央区高麗橋1-4-2
名古屋市中区栄4-16-33
福岡市博多区博多駅東2-16-1
札幌市中央区北一条西6-1-2
神戸市中央区下山手通7-1-24
京都市中京区烏丸通竹屋町角

〒100-
〒541-
〒460-
〒812-
〒060-
〒650-
〒604-

8066
8515
8366
8666
8621
0011
0874

日本経済新聞社

※NIKKEIプラス1は基本14ページで発行しておりますが、一部地域では「週間番組表」は掲載されないた
め、12ページでの発行となります。※全ての面でカラー広告掲載が可能です。但し、６面と９面は沖縄印刷分
はモノクロ掲載になります。※面建ては変更になる可能性があります。

★上記2面（何でもランキング②）は、変形スペースの対応
　が可能です。掲載日の40日前までにお申込ください。

学んでお得

買い物上手

カラダづくり

くらし探検隊

家事やおしゃれなど、くらしの様々な悩みをすっきり解決すっきり生活

何でもランキング

変形スペース 2
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955万円

2,674万円181万4,373部
日本経済新聞販売部数（朝刊）

※2021年12月 日本ABC協会公査部数

毎週土曜日
発行日

日本経済新聞朝刊全国版第2部

261万1,735人
購読数

※購読数とは日本経済新聞朝刊ABC公査部数に、
日本経済新聞電子版ほか、日経産業新聞、日経MJ、
日経ヴェリタスの紙面ビューアー契約数、人事ウオッチ
契約数を加えた「デジタル購読数」を加えたものです。

79万7,362人
電子版有料会員数

うち19万7,966人は
朝刊も電子版も有料で購読

※2022年1月1日時点の電子版有料会員数

出典：J-READ Basic（全国新聞総合調査）より、日本経済新聞を土曜日に読んだ
という人を対象に分析／調査時期：2021年10月、サンプル数296
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※その他の変形スペースについてはご相談ください。

全15段

全15段 全15段

全15段
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全3段全5段★全5段

全5段全5段全5段全5段

全5段

鉄道の旅、ご当地食の旅、
湯の心旅、食の履歴書

・・・

日経土曜日閲読者

年齢構成 世帯年収

金融資産19.9%
60代

27.8%
50代

24.7%
40代

70代
13.3%

6.7%
30代

29歳以下
7.5%


