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 「ニュースイッチ」は、日刊工業新聞のニュースやオリジナルコンテンツを、より分かりやすく、またちょっ

と違った視点で発信していきます。そのために、「IoT」「ロボット」「MRJ」など１７の旬なテーマを常に

用意し、日刊工業新聞の記者と社外の専門家が、ためになるワンポイント情報を付け加えるように

しました。 

 主なターゲットは、次世代を担っていく２０～４０代のビジネスマン、ビジネスウーマンと、その予備

軍である大学生などです。サイトはデザイン性を重視し、最初からスマートフォンに完全対応にしまし

た。また、オンラインだけに閉じることなく、ロボットや理系女子（リケジョ）をはじめとするリアルイベント

などを通じ、コミュニティー作りも目指します。 

 オールドメディアである新聞社は大きな岐路に立たされています。「ニュースイッチ」は総合産業紙の

価値を改め追求していきます。そのチャレンジはまだ始まったばかりで、これから様々な声に真摯に耳

を傾け、メディアとして成長していくことをお約束します。 

 目指すは、「専門的でありながら、分かりやすく楽しく伝える最も有益なビジネスサイト」です。 

 これからの「ニュースイッチ」にご期待下さい。 

明 豊 あけ ゆたか  
 
日刊工業新聞社 
編集局 編集委員 
ニュースイッチ部長 

昆 梓紗 こん あずさ  
 
日刊工業新聞社 
ニュースイッチ 
編集長  

ニュースイッチについて 
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日刊工業新聞社のニュースをはじめとするコンテンツを､もっと新鮮に､親しみやすく 

お届けするサイトデザインです。 

少し硬い､難しいニュースをわかりやすく､詳しく、をコンセプトにしています。 

話題のニュースから､小さいけれどちょっと面白いニュースを幅広い読者へ。 

そしてニュースを起点に､コミュニティを少しずつ広げていけたらと考えています。 

デザイン＆サイト構成 
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＜カテゴリ＞ 

「トピック」 「ロボット・ＡＩ」 

「IoT」 「エネルギー革命」 

「ＭＲＪ・航空・宇宙」「未来を創る素材」 

「電子部品」 「クルマ新時代」 

「テック最前線」 「働き方が変わる」 

「地方創生」 「ヘルスケア」  

「ベンチャー道」 「コンビニ＆ＳＰＡ」  

「食・旅」 「スポーツと五輪」 「リケジョ小町」 
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読者層 

想定読者 

☑ ２０代～４０代くらいまでの若手 

☑ 製造業勤務やモノづくりに関わる・興味のある人物 

☑ 詳しい分野もあるが、知識の浅い分野が多い 

☑ 新しい技術や製品、情報に興味がある 

☑ 新しい企業（ベンチャー）にも多少興味がある 

☑ スマホやＰＣでニュースを見る 
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会社員・公務員 

78% 

自営・自由業 

9% 

フリー 

7% 

学生 

5% 

主婦（パートを含む） 

1% 

属性 
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電気・電子 

17% 

自動車・航空・宇宙 

10% 

情報・通信 

8% 

精密機械 

6% 

機械・工具 

5% 
印刷・出版・マスコミ 

8% 

商社 

5% 

流通・サービス 

5% 

法律・会計・コンサルティング 

4% 

建設・土木 

3% 

官公庁、公的機関 

3% 

金融・保険 

3% 

食品・医薬・化粧品 

3% 

化学 

3% 

鉄鋼・金属 

2% 

大学・教育機関 

2% 

医療・介護・福祉 

2% 

プラスチック、繊維・衣料 

2% 

エネルギー 

1% 
不動産・ディベロッパー 

1% 

その他 

9% 

業種 

会員属性 

☑ 会社員を中心にビジネスユーザーが約8割を占めています。 

☑ 機械、自動車、エレクトロニクス(電気・電子、情報・通信)の割合が多く、約45％を占めています。 
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営業・販売 

17% 

経営者・役員 

14% 

企画・調査・マーケティング 

11% 
研究・開発 

9% 

広報・宣伝 

6% 

専門職 

6% 

生産・技術 

4% 

経営企画 

4% 

情報処理・情報システム 

3% 

製造 

3% 

設計 

3% 

編集・編成・制作 

3% 

一般事務 

2% 

人事・総務 

2% 

資材・購買 

1% 

品質管理・検査 

1% 

財務・経理 

1% 
配送・物流 

1% 

その他 

8% 

職種 
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一般社員 

24% 

経営者／役員クラス 

19% 

本部長／部長クラス 

17% 

課長クラス 

16% 

主任／係長クラス 

14% 

派遣社員／契約社員 

2% 
その他 

8% 

役職 

会員属性 

☑ 「営業・販売」 「経営者・役員」 「企画・調査・マーケティング」 「研究・開発」で約5割を占め、「広報・宣伝」 「専門職」と続きます。 

☑ 各層にまんべんなく読まれていて、幅広く浸透しています。 
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ページビュー(PV）総数 
(外部サイト閲覧数含む) 

PV総数 (外部サイト閲覧数含む) 

☑ PV総数 15,367,736 (2016/8/1～31) 

☑ 直近4か月平均PV総数  13,690,256  

＊PV総数:ニュースイッチ上での閲覧の他、  

 yahoo news、LINEﾆｭｰｽ、Smartnews等の 

 外部サイトでの閲覧も含めた合計数です。 

＊直近4か月: 2016/5/1～8/31 
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5,999,638  

7,253,502  

3,422,666  
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ニュースイッチページビュー（PV）数 

記事アップ本数とニュースイッチPV数 
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1,175,370  

1,801,467  

1,046,825  

1,476,099  

1,579,721  

1,893,901  
1,944,382  

2,426,552  

1,932,034  

1,843,147  

2,494,794  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000
☑ １日のＵＰ記事１０～１５本 

☑ 現在の記事数約5,731件（2016/8月現在） 

☑ ニュースイッチ サイト上 (2016/8/1～31) 

    PV数 2,494,794 

   ユニークユーザー (UU)数 1,413,894 

  直近4か月平均PV数 2,174,131 

 ＊直近4か月: 2016/5/1～8/31 
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外部拡散＆波及効果 

波及効果 拡散状況 

9 

☑ facebook いいね数 2,792 

☑ Newspicks フォロワー数 4,875（8/16現在） 

☑ LINEニュース公式アカウントメディアに採用（火・木・日配信）/フォロワー数 30,729（8/31現在） 

☑ yahoo news、Smartnews、googleニュースへの拡散 
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広告ガイド 

（概要） 

PC・スマートフォン共通 

レクタングル 

掲載面 原則全ページ 

サイズ 縦250×横300 ピクセル 

掲載方法 ローテーション 

掲載枠 5枠 

掲載期間 基本1か月 

掲載料金 500,000円（税抜） 

記事体広告（ネイティブ広告） 

掲載面 トップページ固定枠＆カテゴリー画面     →記事詳細画面 

記事分量 2,000字程度＋写真１～３点 

掲載期間 2週間(原則） 

掲載料金 800,000円（税抜） 
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広告ガイド 

（レクタングルバナー） 

■掲載箇所 
 
デスクトップ 
   →すべてのページの右上 

スマートフォン 
   →すべてのページの下部 
         
 
■レクタングル広告申し込みから
掲載までのスケジュール 
  
① 申し込み 
    ↓ 
② 広告原稿入稿 
 （原則、掲出２週間前まで） 
    ↓ 
③ 掲出 
    ↓ 
④ 掲出期間終了後、レポート提出 
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広告ガイド 

（記事体広告） 

■掲載箇所：トップページ 
        記事段 2・3段目 
 
■記事体広告申し込みから掲載までのスケジュール 
  
  ① 打合せ・取材 

   （公開約１か月～２か月前） 

    企画内容の打ち合わせ後、取材。 

    内容によって準備期間が前後します。 

  

  ② テキスト原稿提出 

   （公開約１か月前～３週間前） 

    テキスト形式で原稿・写真のご確認と 

    校正をいただきます。 

 

  ③ テストサイト掲出 

   （掲出約２週間前） 

    テキストと写真をもとに仮ウェブサイトを 

    作成し最終確認をいただきます。 

 

  ④ 掲出 
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■過去の記事体広告出稿企業 (順不同) 
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広告ガイド 

（記事体広告 出稿企業） 

地方創生農林水産業ロボット推進協議会 
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■過去の記事体広告 

• 「セブンカフェ」はなぜ美味しく早いのか？ チームＭＤの秘密に迫る 

• 「セブンドーナツ」は、なぜべちゃっとしない食感なのか？６億個が売れる理由 

• 今からでも間に合う「マイナンバー制度」対応の必見ポイント！ 

• 日本一若い佃煮屋社長の挑戦！環境配慮のためＬＰガスボイラを導入 

• 国際線ネットワークとサービスに磨きをかけるＡＮＡ「首都圏デュアル・ハブ」戦略 

• 「日刊工業新聞 電子版」リニューアル！キャンペーン実施中 

• 地域に根差した生産をしていくために、環境に配慮したＬＰガスボイラを選定 

• “導入しやすい”ＩｏＴでさまざまな現場の生産性向上！ 

• 「デジタル×職人技」を強みに、国内外で影響力のある会社であり続ける 

• 中小企業が参入に苦労している医療市場で、成果が出ている理由とは 

• メイドインジャパンを君の手で！―機械加工の入門から最先端をのぞいてみませんか？ 

• 無人トラクター、ホウレンソウ自動収穫―農林水産業×ロボットの未来の姿がここに！ 

• 学生たちのユニークなロボットが活躍！農林水産業ロボットコンテスト 

• 動脈硬化撃退！10時間程度拘束、10回前後採血をなくす脂質測定器 

• 地震災害ゲーム「絶体絶命都市」を救った覚悟の起業 

• 若手研究者発のロボットに出会える！「Robotics×Future 2016」 

• ファンとの約束を果たしたい―災害ゲーム「絶体絶命都市」をもう一度この手で！ 

• お米に色と栄養をコーティング！理想的な健康食品に 

• 教育から建設現場まで、独自ｅラーニングで市場開拓 
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• 生活向上や健康改善への新発見を支える―アジレントの分析ソリューション 

• 熟練溶接士が足りない！金属加工の中小企業が初めてロボットを導入した日 

• IoTの最前線で何が起こっているのか。最もエキサイティングな時代を勝ち抜く条件 

• クリーニング工場でロボットと人が協働。「必要不可欠な存在」に 

• 大学発ベンチャー、いでよ！ 

• IoT活用の第一歩は、スタータキットから 

• ＬＩＮＥにニュースイッチの記事が届くようになりました！  

• 医療系、宇宙開発ベンチャーなど受賞！「大学発ベンチャー表彰２０１６」 

広告ガイド 

（記事体広告 記事テーマ一覧） 

http://newswitch.jp/
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昆 梓紗 編集局デジタル編集部 ニュースイッチ編集長 

明 豊 編集局デジタル編集部 ニュースイッチ部長 

村上 毅 編集局 第ニ産業部 キャップ   

杉本 要 名古屋支社 編集部 ニュースイッチ副編集長 

清水 信彦 広島総局 編集委員   

神崎 明子 編集局 経済部 編集委員   

政年 佐貴惠 編集局 第一産業部   

斉藤 陽一 編集局 科学技術部   

松木 喬 編集局 第二産業部   

栗下 直也 編集局 経済部   

三苫 能徳 西部支社 那覇支局長   

森谷 信雄 編集局 編集委員   

藤元 正 編集局デジタル編集部 部長   

武田 則秋 千葉支局 局長   

高屋 優理 編集局 第二産業部   

加藤 正史 論説委員   

尾本 憲由 大阪支社 編集局 デスク   

宮里 秀司 編集局デジタル編集部 デスク   

長塚 崇寛 編集局 第一産業部 キャップ   

後藤 信之 編集局 第一産業部 キャップ   

池田 勝敏 編集局 第一産業部 キャップ   

石橋 弘彰 第一産業部記者   

六笠 友和  編集局 第一産業部   

安東 泰志 ニューホライズンキャピタル 会長兼社長 

中西 孝樹 ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 

原 直史 ソニー元役員   

米山 昌宏 ＩＨＳグローバル シニアディレクター 

八子 知礼 ウフル 上級執行役員 ＩｏＴイノベーションセンター所長 

吉川 忠行 Aviation Wire 編集長 

坂口 孝則 調達・購買業務コンサルタント   

山口 豪志 デフタ パートナーズ アクセレレーター 

加藤 百合子 エムスクエア・ラボ 代表 

木村 将之 イノベーション創出 コンサルタント 

本田 知行 新規事業創出 コンサルタント 

佐藤 史章 ベンチャー関連政策 コンサルタント 

峯岸 研一 ジャーナリスト   

矢島 里佳 「和える」代表   

中島 賢一 福岡市 創業・支援係長 

田鹿 倫基 日南市 マーケティング専門官 

永里 善彦 旭リサーチセンター 相談役 

冨岡 桂子 情報工場 取締役   

田口 雅典 M&A Online 編集長 

前田 亮斗 社会イノベーション プロデューサー 

穂川 果音   気象予報士・防災士 

土田 智憲 日刊工業新聞社 ソーシャルプロデューサー 

社内ファシリテーター 社外ファシリテーター 

ファシリテーター 
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■広告、その他全般 

デジタルマーケティング室 （矢野･清水・手打） 

TEL 03-5644-7096 FAX 03-5044-7098 

株式会社 日刊工業新聞社  

〒103－8548 東京都中央区日本橋小網町14番1号 
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お問い合わせ 

■記事関連 

http://newswitch.jp/index/inquery 

ニュースイッチ お問い合わせフォームからお願いいたします。 
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