
お申し込み～制作の手順

広告料金

トップインタビュー
ディレクトリー掲載

料金合計（税別）インターネット
データベース 雑誌

Aセット

700万円
（定価864万円）

ESG会員価格

550万円

Bセット ̶
80万円
ESG会員価格

60万円
※上記金額に消費税が別途加算されます。
※   「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。

※希望企業には発送代行サービスもあります

媒体概要

創刊  1969年9月
発行部数  196,953部（2015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280mmx左右210mm）、中綴じ

創刊  1999年6月
発行部数  7,355部（2015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280mmx左右210mm）、無線綴じ

日経BP社　日経ESG経営フォーラム　事務局担当（03-6811-8803）までお電話いただくか、
メールでesgf@nikkeibp.co.jpまでお送りください。

申込について1

担当者より、折り返し原稿フォーマット（エクセル形式）をお送りいたしますので、締切日までに
入稿ください。制作会社（ビーワークス）にてレイアウトし、PDFにてご確認いただきます。 

原稿制作について2

お問い合わせ、お申し込みは下記まで

〒105-8308　東京都港区虎ノ門4-3-12

日経ESG経営フォーラム　事務局担当
TEL: 03-6811-8803　e-mail: esgf@nikkeibp.co.jp

スケジュール

日経ESG  2020年1月号（12月8日発売）
日経ビジネス  12月9日号（12月6日発売）10月11日（金）申し込み

締切日

トップからの
メッセージ

統合報告書・
CSRレポート
ディレクトリ2019 

60万人以上にリーチ！

日経ESG
2020年1月号

（12月8日発売）

日経ビジネス
12月9日号
（12月6日発売）

統合報告書、CSRレポート、サステナブルレポート発行時に
機関投資家やステークホルダーに強く発信する！

トップからの発信も強める！

財務と非財務情報を合わせた「統合報告書」の発行企業数は、2017年末に341社に達し

6年間で約10倍に増えました。この結果、2018年7月号の日経ESG特集「『統合報告書』バブルに埋もれるな」で

紹介したように、「CSRレポート」が急増した時と同じことが起きています。つまり、「統合報告書」も「CSRレポート」も単に

発行するだけでは社会に十分に伝わらないということです。発行後いかに発信するかが、益々、重要になっています。

「統合報告書・CSRレポートディレクトリ2018」は、「日経ビジネス」「日経ESG」に掲載することで発信力を飛躍的に高めます。

今年は企業トップのインタビューを掲載する企画もご用意しました。是非、この機会に、本企画への広告出稿をご検討下さい。

提供希望者の
リストを提供※

日経ビジネスと
日経ESG特別合同企画



機関投資家、ステークホルダーに広く発信！

ディレクトリー掲載

（日経ビジネス＋日経ESG掲載） （日経ビジネスオンライン）

合計約60万人以上雑誌読者＋Web訪問者＋イベント来場者に訴求 資料請求
2つの方法で資料請求を
強力に促します。

日経ビジネスオンラインに
特設サイトを設置

資料請求が可能、 さらに貴社の報告書掲載ページにリン
クします。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。

日経ビジネスオンライン http://business.
nikkeibp.co.jp/

月間UU：4,246,984月間PV：30,502,153

会員数：237万人（2017年5月実績）

Web Web はがき

資料請求リスト作成
『日経ビジネス』『日経ESG』

2誌に掲載します。

雑誌

CSRレポート/統合報告書 ディレクトリ 2017 Part2

　味の素グループは、2016年より「統合
報告書」を発行しています。本報告書で
は、味の素グループの財務・非財務情報
から、味の素グループが目指す「確かな
グローバル・スペシャリティ・カンパニー」
の実現に向けた、ASV（Ajinomoto Group 
Shared Value）による企業価値向上の
道筋を、具体的事例と併せてストーリー
化し、わかりやすく紹介しています。
　より詳細な情報に関しては、当社
Webサイトに掲載しておりますので、
是非ご覧下さい。 グローバルコミュニケーション部

資料請求番号 301
https://www.ajinomoto.com/jp/
aboutus/integrated_report/

味の素
　コスモエネルギーグループは、株主・
投資家を中心としたステークホルダー
に、長期的な企業価値や成長性について
理解を深めていただくことを目的とし
て、「コスモレポート」を発行しています。
「コスモレポート2017」では、社長メ
ッセージを中心とした第5次連結中期経
営計画の進捗、成長戦略、事業概要や財
務情報のみならず非財務情報についても
総合的に情報を掲載しています。
　CSR情報に関しては、ウェブサイト
にて詳しく公開しています。 コーポレートコミュニケーション部　

CSR統括部

資料請求番号 302
https://ceh.cosmo-oil.co.jp/csr/
index.html

コスモエネルギーホールディングス

　コマツは1990年代からESGへ地道
に取り組み、社会の課題に対して本業を
通じて応え、ステークホルダーからの信
頼度を高めることを目標に事業活動を進
めてきました。環境でも、建設機械が稼
働する現場、生産の現場などを革新し、
CO2削減、資源の有効利用などの課題
に取り組んできました。特集記事の｢コ
マツのつながる工場－IoTによる生産性
向上と省エネ｣など、報告書では製品お
よび生産での革新がもたらす環境課題の
解決について紹介し、さらに詳細なデー
タも開示しています。

環境管理部

資料請求番号 303https://home.komatsu/jp/csr/environment/

コマツ
　2017年4月に社名を富士重工業から
ＳＵＢＡＲＵへ変更しました。社名とブ
ランドを統一する事により、企業の質と
ブランドを更に磨いてまいります。
　当社は本業を通してより良い社会、環
境づくりに貢献し、持続可能な社会の実
現に向けてCSR活動に取り組んでいま
す。
　本レポートは、ステークホルダーの皆
様に当社の企業価値について、より理解
を深めて頂く事を目的とし、1年間の
CSR活動をホームページに掲載してお
ります。ぜひご覧ください。

経営管理本部　
ＣＳＲ環境部

https://www.subaru.co.jp/csr/

ＳＵＢＡＲＵ

　住友化学は、石油化学、エネルギー・
機能材料、情報電子化学、健康・農業関連、
医薬品といった幅広い分野の製品を提供
しています。本年度より、従来の「アニュ
アルレポート」と「CSRレポート」を統合
し、財務情報と非財務情報を総合的にま
とめた「住友化学レポート」として再編し
ました。当社の価値創造ストーリーを様々
なステークホルダーにお伝えすることを
目指し、社外取締役メッセージや注目事
業の特集、事業部門別の価値創造モデル
などのページを新しく追加しました。 コーポレートコミュニケーション部

http://www.sumitomo-chem.co.jp/
ir/library/annual_report/

住友化学
　当社は、創業以来320余年に渡り、
木を軸とする事業活動そのものを通し
て、持続可能で豊かな社会の実現に取り
組んでいます。当社グループでは事業と
CSRの区別を意識することなく、当た
り前のこととして、これを実践し続けて
います。財務情報・非財務情報を含めた
事業活動状況や中長期的な企業価値向上
のための当社グループの取り組みをお伝
えし、ステークホルダーの皆様のご理解
を深めて頂くために、「統合報告書
2017」を発行致しました。 コーポレート・

コミュニケーション部

資料請求番号 304
http://sfc.jp/information/ir/library/
annual/

住友林業

　わが国のセメント産業は循環型社会構
築に向け、多くの社会インフラや他産業
から排出される大量の廃棄物・副産物を
受入れ、セメントの原料代替やエネルギ
ー源として積極的に活用しています。こ
のことは資源の保全、最終処分場の延命
に繋がります。また、低炭素社会の観点
からは、最重要課題である省エネルギー
に努めています。
　セメントは安全が確保される社会の担
い手であるコンクリートの主材料であり、
セメント産業はわが国が目指す持続可能
社会の構築に向け取り組んでいます。

広報部門

資料請求番号 305http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/jj3h.html

セメント協会
　TDKグループは、さまざまなステー
クホルダーの皆様の期待や要請を理解
し、私たちのCSRについての考え方や
方向性、1年間の進捗状況を報告するた
め、毎年CSRレポートを発行していま
す。この1年は、2015年度に設定した
マテリアリティに基づく重要テーマにつ
いての進捗や実績を報告するとともに、
活動を推進する従業員の声を掲載。また、
社会の動向に耳を傾ける活動として、有
識者やステークホルダーとのコミュニケ
ーションを行い、その様子も紹介してい
ます。

法務・コンプライアンス本部
CSRグループ

資料請求番号 306http://www.tdk.co.jp/csr/

TDK

　東レグループCSRレポート2017は、
東レグループの企業理念の実現に向けた
経営戦略とCSRの一体的な推進状況に
ついて報告しています。素材の力で持続
可能な社会を実現する取り組みを、低炭
素社会、循環型社会、健康・福祉社会の
視点から取り上げた特集ページや、独自
に定めた10項目からなる東レグループ
CSRガイドラインの2016年度活動報
告を掲載しています。

CSR推進室

資料請求番号 307
http://www.toray.co.jp/csr/index.
html

東レ
　NTTグループは、中長期的な企業価
値向上に向けた取り組みを紹介する統合
レポートとして「NTTアニュアルレポー
ト」を発行しています。さらに、詳細な
環境・社会・ガバナンス情報の開示につ
いては、「NTTグループサステナビリテ
ィレポート」を発行しウェブサイトにて
PDFを掲載しております。2017年度
は、「NTTグループCSR憲章」を基本指
針として、社会・環境に関する課題の解
決を通じた持続的な成長の実現に向け
た、NTTグループにおける取り組み等
を説明しております。

総務部門　CSR推進室

資料請求番号 308 http://www.ntt.co.jp/csr/

日本電信電話

　日本ゼオンおよびゼオングループで
は、ステークホルダーの皆様に対して、
当社グループのCSRに対する考え方、
環境活動や事業活動全体を俯瞰できる報
告書として、「コーポレートレポート」を
毎年発行しています。2017年度版では、
ハイライトとして「社会に貢献するゼオ
ンの製品」を紹介、「ZEONの事業戦略」
では新中期経営計画SZ-20PhaseⅢと
価値創造のモデルを解説、「ZEONの
CSR」ではサプライチェーンにおける社
会課題への取り組みをISO26000にも
とづき報告しています。

CSR推進室

資料請求番号 309http://www.zeon.co.jp/csr/index.html

日本ゼオン
　阪和興業は鉄鋼を中心に金属原料、非
鉄金属、食品、石油製品、木材及び機械
等各種商品を扱う商社です。「環境・
CSR報告書2017」では、当社のCSR
に取り組む姿勢及び2016年度の実績
を掲載しております。また、当社の環境・
CSRへの取り組みの報告としていくつ
かの事例をピックアップして紹介してお
ります。本報告書が当社グループをご理
解いただく一助になれば幸いです。是非
とも皆様の忌憚の無いご意見をお寄せく
ださい。 総務部　環境・CSR室

資料請求番号 310
http://www.hanwa.co.jp/csr/env.
html

阪和興業

社名   お問い合わせ窓口
貴社からのメッセージ（210文字）
統合報告書/CSRレポートの写真
資料請求番号
ホームページアドレス

トップインタビュー
雑誌

（日経ビジネス＋日経ESG掲載）

誌面でトップの思いを
確実に伝えます

「統合報告書」「CSRレポート」とも国内外の投資家が
最も注目しているのが、トップのメッセージです。トッ
プが自ら語ったメッセージか担当部門が書いたメッセー
ジかでは、投資家の評価は大きく変わります。トップイ
ンタビューでは、企業トップに自らの言葉で「統合報告
書」「CSRレポート」にかけた思いを語って頂きます。
インタビューは、「日経ビジネス」「日経ESG」（各2ペ
ージ）で掲載しますので、トップの思いを詳細に伝える
ことができます。

報告書PDFダウンロード紹介ページ
広告出稿企業ごとにサマリーページを設け、「2017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。

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！

日経ESGNEWSメール
約3万通

日経ビジネス
オンラインメール
約39万通

環境・エネルギー特別版

昨年も大きな反響を
いただきました。

2017年の資料請求件数
CSRレポート/統合報告書ディレクトリ 2017

Part.1

AGC旭硝子 ……………………………………………… 150
JSR …………………………………………………………… 149
住友電気工業 …………………………………………… 145
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ヒューリック ……………………………………………… 151
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スポンサー名 訴求件数

トップの魅力あるコンテンツを通して自社のサステナ
ブル経営の情報発信が可能になります。
ページ内に自社から発行された統合報告書、CSRレ
ポートの資料請求を促すコーナーを掲載することで
自社の取り組みをより深く伝えることができ、理解が
促進されます
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