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What's NIBC 

マーケティングやビジネスを展開する皆様にとって必要なデータは、 

単に大きなデータ（ビッグデータ）ではなく、良質な信頼できるデータ（グッドデータ）である 

と日経グループは考えます。 

日経IDブランドコネクトは、日経電子版のグッドデータに基づく顧客基盤を 

マーケティング・プラットフォームとしてご利用いただけるソリューションです。 

広告媒体としてだけではない、日経電子版が提供できる新たな価値で 

アカウンタビリティの高いマーケティングの実現をお手伝いたします。 
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とは 

世界最大級規模の顧客データベースである「日経ＩＤ」。 

登録属性に加えて、日経電子版の閲覧履歴やセミナー／イベント応募履歴を集約することで、 

単なるビッグデータではなく、クオリティも担保する“マーケティングデータ”として、 

広告主様の課題解決をサポートしていきます。 

2 



NIBCの特長 

日経ＩＤデータを活用し、広告主様のマーケティング活動をワンストップでサポートします。 

日経電子版のタイアップや広告枠で、適切なコミュニケーションを実現できる唯一のソリューションです。 
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DMPに日経IDや日経電子版での行動履歴を取り込むことで、他社DMPにはないターゲティングの精度を実現。 

ビジネスシーンに特化したDMPソリューションを提供します。 

約800万人の優良ビジネスパーソンデータ 

貴社オウンドメディア分析 精緻ターゲティング配信 拡張配信 PDCAによるリードナーチャリング支援 

顧客ロイヤリティをUP 



NIBCで提供する価値 
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DMPを通じて、クリックやインプレッションはも
ちろん、タイアップページなど各種ページ訪問者
の属性傾向を測定します。 
「興味を持つユーザーの本当の姿」を捉えて、明
らかにします。 

捉える 

DMPで作成したセグメント（ターゲティング対
象）で電子版以外のサイトでの広告配信が可能に
なります。 
「One to Oneコミュニケーションや外部リター
ゲティング」などさまざまな活用が期待できます。 

収集・蓄積したユーザーのアクセス情報を元に、
IDを登録していないユーザーの属性情報を推定し、
ターゲティングに活用します。 
文字通り「すべての電子版読者がターゲティング
の対象」になります。 

拡げる 重ねる 



利用可能データ 
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※データの連携・利用に関する詳細はお問い合わせ願います。 

インプット アウトプット 

基幹データ 

日経電子版 閲覧データ 

日経新聞の保有データ 

電子版アプリ New 

電子版アプリの利用者データ 

関連キーワード New 

閲覧記事のキーワードデータ 
Ex）AI、プレミアムフライデー 

企業データ New 

IPアドレスをキーに取得した 
アクセス企業データ 

広告主ページ 

広告主サイトへのアクセスデータ 

NIBCバナー 

電子版タイアップ 

外部サイト 

SNSアプリ 

分析・レポーティング 

MAツール 

開発中 
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NIBC オーダーメイドプラン 

広告主様の課題に応じて、 

解決のためのプランニングからレポーティング、 

次のアクションまで包括的に提案します。 



オーダーメイドプラン 

広告主様の課題に応じて、解決のためのプランニングからレポーティング、次のアクションまで包括的に提案します。 
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実施内容によって大きく異なりますので、担当営業までお問い合わせください。 

ご相談 

課題をヒアリングさせていただき、
課題解決のためのシナリオ策定をさ
せていただきます。 

データ連携 広告PDCAの実施 

プランに応じて、広告枠やタイアッ
プページ、広告主様ページにタグを
設置いただきます。 

ディスプレイ広告・タイアップ広告・メール広告を活用した広告配信、分析レ
ポートの提出、次回配信プラン策定を繰り返し行い、課題解決のための広告PDCA
サイクルを実施いたします。 

※状況に応じて外部媒体も活用します。 

￥3,000,000円/月～ × 3ヵ月～ 
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NIBC for アナリティクス 

DMPに連携されているデータを利用して、 

「広告タイアップ・広告主サイトのユーザー属性」や、 

「属性別の広告反応度合」を明らかにします。 



NIBCタイアップ 
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NIBCタイアップの一番の特長は、広告接触

者やページ来訪者の情報をDMPに収集し、 

活用できることです。 

さらに、タイアップの先の、貴社オウンドメ

ディアにタグを入れることで、今まで分から

なかった来訪者の属性も明らかにします。 

 誘導枠メニューは弊社に一任いただきます。 

 ご希望に応じて、クライアントサイトレポー
トやフォローアップをオプションとしてご利
用いただけます。（P9参照） 

 

掲載期間 最低保証ＰＶ 掲載料金 

２ヵ月間～ 5,000PＶ～ 3,500,000円～ 

詳細は担当営業までお問い合わせください。 



NIBCディスプレイ 
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NIBCディスプレイの特長は、日経ID保有者

に絞って広告配信を行うことで属性別に、バ

ナー評価が行えることです。配信データは、

DMPに収集し、その後の施策に活用できます。 

さらに、リンク先の、貴社オウンドメディア

にタグを入れることで、今まで分からなかっ

た来訪者の属性も明らかにします。 

 ご希望に応じて、クライアントサイトレポー
トやフォローアップをオプションとしてご利
用いただけます。（P11参照） 

掲載期間 最低購入imp 掲載単価 

2週間～ 2,500,000～ @1.2円/imp～ 

配信メニューはRun of 電子版を使用します。 
詳細は担当営業までお問い合わせください。 



NIBC for アナリティクス オプション 
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フォローアップメニュー クライアントサイトレポート 

担当営業までお問い合わせください。 

掲載終了時に提供させていただく属性レポートを分析し、好反応層に対して、リ
テンション施策や、別商材の誘導施策、セミナー集客等にご活用いただけます。 
 
＜フォローアップメニューご活用案＞ 
●好反応層に、セミナー告知 
●好反応層を拡張して、コンバージョン訴求 
●未反応層に再度誘導施策 

担当営業までお問い合わせください。 

クライアントサイトにDMPタグを設置いただくことで、日経ID保有者が持つ
属性情報を活用したサイト訪問者分析を行い、プロモーションのKPI分析や次
回マーケティング施策にご活用いただけます。 



1
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NIBC for ターゲティング 



類似ユーザーターゲティング パック 
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日経ID会員情報を元にして、電子版の閲読傾向などから比較
的似ているユーザを見つけ出し、ターゲティングすることが
可能です。 

日経IDターゲティングは精緻な反面、在庫数に限りがありま
したが、類似ユーザーをターゲティング対象とすることで潜
在顧客層へのアプローチ可能性が高まります。 

＊類似ユーザーの発見ロジックはDMP独自のものです。 

 

掲載面 掲載期間 露出形式 セグメント 配信単価 

日経電子版 
PC・SP 

任意 ローテーション 

※拡張ユーザーも配信対象に含みます。 

※期間中に保証imp量に達しない場合は、自動的に期間延長をさせていただきます。（延長が厳しい場合は事前にご相談ください。） 

※最低出稿金額は500,000円です。セグメントごとの在庫量など詳細は担当営業までお問い合わせください。 

日経IDターゲティング 
バナーでのセグメント正価 
×0.9倍 

日経IDターゲティングバナーに準拠 
 

Ex) 大企業エグゼクティブ、中堅・中小企業トップ、 
  高額所得層、部長クラス以上、IT導入関与者、 
  次世代リーダー、製造業、アクティブシニア、 
  ラグジュアリー商品購入層、各地域・年代・背別 



カスタムターゲティングメニュー 
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日経IDターゲティングバナーをベースに、ＤＭＰならではの機能を追加したターゲティング配信商品です。 

ご希望のセグメントにて、狙いたい層へのピンポイントリーチを実現いたします。 

※セグメント条件・配信条件によってはご提案できない可能性がございます。 

掲載面 

任意 ローテーション 

掲載期間 露出形式 セグメント 配信料金 

（※） 
選択項目 

（※） 
選択項目 

（※） 
選択内容により変動 

※最低出稿金額は500,000円です。 

セグメント 配信単価 掲載面 単価率 拡張の有無 単価率 

 
日経ID 

ターゲティングバナー 
に準拠 

 

日経電子版 

外部媒体も 
含む 

あり 

なし 

単価×1倍 

単価×0.9倍 

単価×0.9倍 

単価×1倍 

デバイス指定 単価率 

あり 

なし 

単価×1.2倍 

単価×1倍 



セグメント項目一覧 
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※役職、業種、職種、お勤め先従業員規模は職業で「お勤め」「自営・自由業」選択者のみ必須の項目です。 
※世帯年収、興味関心分野は任意回答の項目です。 

下記項目を選択いただき、担当営業まで見積もりをお問い合わせください。 

大項目 

首都圏（1都３県） 

小項目 

地域 

関東（1都6県） 

関西（2府4県） 

中部（10県） 

都道府県別 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代以上 

お勤め（会社員、公務員など） 

自営・自由業 

学生 

経営者 

役員クラス 

本部長クラス 

部長クラス 

課長クラス 

1-9人 

10-49人 

50-99人 

100-499人 

500-999人 

1,000-2,999人 

3,000-4,999人 

5,000-9,999人 

10,000-19,999人 

20,000人以上 

年代 

職業 

役職※ 

従業員 
規模※ 

大項目 

農林水産・鉱業 

小項目 

業種※ 

建設 

自動車・輸送機器 

電気・電子機器 

機械・重電 

素材 

エネルギー 

食品・医薬・化粧品 

その他製造業 

卸売・小売業・商業（商社含む） 

金融・証券・保険 

不動産 

通信サービス 

情報処理・SI・ソフトウェア 

運輸 

コンサル・会計・法律関連 

放送・広告・出版・マスコミ 

公務員（教員を除く） 

教育・教育学習支援関係 

医療 

介護・福祉 

飲食店・宿泊 

人材サービス 

旅行 

大項目 

経営者・役員 

小項目 

職種※ 

経営企画 

広報・宣伝 

総務・人事 

資材・購買 

財務・経理 

一般事務 

情報処理・情報システム 

企画・調査・マーケティング 

営業・販売 

生産・製造 

配送・物流 

技術・設計 

研究・開発 

編集・編成・制作 

専門職（建築・土木関連） 

専門職（医療関連） 

専門職（会計関連） 

専門職（法律関連） 

専門職（教育関連） 

大項目 

600-800万円未満 

小項目 

世帯年収 
（任意） 

800-1,000万円未満 

1,000-1,200万円未満 

1,200-1,500万円未満 

1,500-2,000万円未満 

2,000万円以上 

文化教養 

マネー情報 

住宅・インテリア 

ビジネス・経営 

コンピューター・テクノロジー 

エンターテイメント 

車 

住まいと家族 

自己啓発・学習 

ファッション 

旅行・スポーツ・アウトドア 

興味関心 
分野 

（任意） 

【日経IDターゲティング項目】 

大項目 

速報面 

小項目 

記事 
セクション

閲覧 

ビジネスリーダー面 

マーケット面 

テクノロジー面 

スポーツ面 

マネー面（NIKKEI STYLE） 

ライフ面（NIKKEI STYLE） 

大項目 

バナー広告非接触読者 

小項目 

リターゲティング 広告クリック読者 

タイアップページ来訪読者 

大項目 

指定キーワード 
（MIN10個～） 

小項目 

記事キーワード 
閲覧 

大項目 

iOS 

小項目 

電子版アプリ
利用者 Android 

大項目 

各 国名 

小項目 

海外からの 
アクセス 

【DMP追加ターゲティング項目】 



規定・注意事項 
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当資料でご紹介した「NIKKEI ID BRAND CONNECT」商品はすべて、 

日経Web広告ガイドの掲載の「広告メニュー」における注意事項や原稿規定が適用されま

す。 

 

詳細は下記をご確認ください。 

http://ps.nikkei.co.jp/adweb/index.html 


