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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・ＡＩ」「ＭＲＪ・航空・宇宙」など、 

１６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。 

はじめに 

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 

ニュースイッチについて 
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＜カテゴリー＞ 

「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」 



読者の傾向 

ニュースイッチについて 
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スマートフォン 

61% 

PC 

33% 

タブレット 

6% 
デバイス 

男性 

83% 

女性 

17% 

性別 

6% 
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23% 

13% 

7% 
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35%年代 

☑ 若手・中堅のビジネスパーソンの割合が最も高い 

 → 25～44歳で51％を占める 

☑ 経営・管理職者層にもしっかり読まれている 

 → 45歳以上も43％ 

☑ 製造業やモノづくり、また新しい技術や製品、情報に興味のある方が多い 

☑ 企画や調査・マーケティング、広報・宣伝等、経営企画、新規事業に 

  関心が強い方に読まれている 

☑ 新しい企業（ベンチャー）にも関心が高い人が多い 

☑ デバイスはスマートフォンが中心 

☑ 女性の読者比率が高い 



☑ 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、51％を占めています。 

業種別・役職別 
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読者層 
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電気・電子 

19% 

自動車・航空・宇宙 

10% 

機械・工具 

6% 

精密機械 

6% 
情報・通信 

10% 

建設・土木 

3% 

鉄鋼・金属 

3% 

化学 

3% 

プラスチック、繊維・衣料 

2% 

エネルギー 

1% 

食品・医薬・化粧品 

3% 

商社 

6% 

官公庁、公的機関 

3% 

大学・教育機関 

3% 

流通・サービス 

6% 

印刷・出版・マスコミ 

7% 

金融・保険 

4% 

医療・介護・福祉 

3% 

不動産・ディベロッパー 

1% 

業種 

経営者／役員クラス 

19% 

本部長／部長クラス 

19% 

課長クラス 

19% 

主任／係長クラス 

16% 

一般社員 

25% 

派遣社員／契約社員 

2% 

役職 

☑ 役職は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。 



☑ 「経営企画」」 「経営者・役員」 「広報・宣伝」  
  「企画・調査・マーケティング」 で約4割を占めています。 

☑ 次いで「研究・開発」 「生産・技術」等の技術職層が約23％、 
  「営業・販売」が約19％と続きます。 

職種別・地域別 
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読者層 
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経営企画 

4% 

経営者・役員 

15% 

広報・宣伝 

7% 

企画・調査・マーケティング 

13% 

研究・開発 

12% 
生産・技術 

4% 

設計 

4% 

製造 

3% 

営業・販売 

19% 

資材・購買 

1% 

品質管理・検査 

1% 

人事・総務／財務・経理／一般事務／

情報処理・情報システム 

10% 

専門職 

7% 

職種 

北海道・東北 

5% 

関東 

55% 

中部（東海） 

14% 

近畿 

15% 

中国 

5% 

四国 

1% 

九州・沖縄 

5% 

海外 

0% 

地域 

☑ 関東地域が半数以上を占めますが、他地域も近畿、中部を 
  はじめ全国で閲覧いただいています。 



☑ １日のＵＰ記事１０～１５本 

☑ 現在の記事数 9,841件（2017/7月末現在） 

☑ ニュースイッチ サイト上 (2017/7/1～31) 

    PV数 3,593,364 

   ユニークユーザー (UU)数 1,855,444 

  直近4か月平均PV数 3,198,741 

 ＊直近4か月: 2017/4/1～2017/7/31 

ニュースイッチページビュー（PV）数とユニークユーザー数 

アクセスデータ 

7 
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☑ facebook いいね数 3,790（7/31現在） 

☑ Twitter フォロワー数 2,843 （7/31現在） 

☑ Newspicks フォロワー数 10,347（7/31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）/友だち登録数 76,913（7/31現在） 

☑ Yahoo！ニュース、gooニュース、dmenuニュース への配信 

☑ Smartnews等への拡散 

外部拡散＆波及効果 

アクセスデータ 
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New  New  



☑ PV総数 16,264,693（2017/7/1～31) 

☑ 直近4か月平均PV総数   14,960,551 

＊PV総数:ニュースイッチ上での閲覧の他、  

 Yahoo！ﾆｭｰｽ、LINEﾆｭｰｽ、Smartnews、 

 dmenuﾆｭｰｽ、gooﾆｭｰｽの外部サイトでの閲覧も 

 含めた合計数です。 

＊直近4か月: 2017/4/1～2017/7/31 

 

ページビュー(PV）総数 (外部サイト閲覧数含む) 

アクセスデータ 
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11,150,287  

9,596,548  

15,367,736  

9,086,255  

13,333,151  
13,770,303  

14,798,302  
15,310,080  

16,648,750  

17,267,247  

14,714,336  

13,601,329  
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16,264,693  
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■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 （5営業日前まで） 

  ※動画バナーは10営業日前まで 

③ 掲出 

④ 掲出期間終了後、レポート提出 

レクタングルバナー 

広告メニュー 
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レクタングル 静止バナー レクタングル 動画バナー 

掲載面 原則全ページ 原則全ページ 

サイズ 縦250×横300 ピクセル 縦250×横300 ピクセル 

掲載方法 ローテーション ローテーション 

掲載枠 5枠 (動画バナー枠と共有) 5枠 (静止バナー枠と共有) 

想定インプレッション 
（表示回数） 

400,000imp/1カ月 700,000円(税抜)/1カ月 

※400,000impに達した時点で掲載終了。ただし、プラス50,000imp毎に
10,000円(税抜)で延長可能です。ご相談ください。 掲載料金 500,000円(税抜)/1カ月 

レクタングル 

《 ＰＣ 》 

レクタングル 

《 スマートフォン 》 



記事体広告はアーカイブ欄に残ります。 

■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 

記事体広告（ネイティブ広告） 

タイアップ広告メニュー 

11 

掲載面 トップページ固定枠＆カテゴリー画面 

記事分量 2,000字程度＋写真１～３点 

掲載期間 原則2週間 

掲載料金 800,000円(税抜) 

記事体広告 
イメージ 



これって誰が見ている？ 

我が社のステークホルダー以外の 
人にもぜひ読んでほしい･･･ 

貴社オウンドメディア 

コンテンツ 

貴社オウンドメディア等で 
すでにお持ちの記事を 
当社デジタル編集部が 

“訴求ポイント”を踏まえ、 
オリジナル編集！！ 

さらに・・・ 

ファシリテーター“コメント”も 
付きます。 

ニュースイッチ 

オウンドメディアコンテンツ流用型記事体広告 

タイアップ広告メニュー 
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掲載面 トップページ固定枠＆カテゴリー画面 

記事分量 
自社サイトのページビュー(PV)数アップを図りたいページを、 
当社デジタル編集部がオリジナル編集。ニュースイッチで掲載します。 

掲載期間 
1本 150,000円(税抜)/1週間 

2本 250,000円(税抜)/1週間 

記事体広告 
イメージ 

自社サイトのPV数アップを図りたい方に
おススメのオリジナル広告です。 

■ポイント1 

御社サイトを基に編集加工するので、 
“手間”をかけずに“安価”にPV数アップを 
図ることが可能です。 

■ポイント2 

自社サイトへの誘導枠として“ニュースイッチ”を 
ご活用いただけ、拡散できます。 

※ 原則今ある御社サイトのみの情報でオリジナル編集しますが、
ご希望により取材を行うことも可能です。 



カテゴリースポンサー 

タイアップ広告メニュー 
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記事体広告 
イメージ 

掲載面 トップページ固定枠＆カテゴリー画面 

記事分量 2,000字程度＋写真１～３点 

掲載期間 原則2週間 

掲載料金 1,500,000円(税抜) 

■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） 

② テキスト原稿提出（公開約１か月前～３週間前） 

③ テストサイト掲出 （掲出約２週間前） 

④ 掲出 

記事体広告（ネイティブ広告）と同様です。（p.11） 

     スポンサー企業関連“記事”  

（掲出：2週間常時 任意掲出が可能） 

     記事体広告 

（掲出：2週間/１記事体広告） 

※新着トップページ＆個別カテゴリートップページに掲載。 

16のカテゴリーから1つ選択して 

カテゴリーページ3段目をジャック 

1 2 

3 

記事体広告はアーカイブ欄に残ります。 

1 3 2 

記事ページへ遷移します。 記事体広告ページへ 
遷移します。 

＜ニュースイッチの16カテゴリー＞ 

「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」  



(順不同) 

記事体広告 出稿企業 

補足 
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地方創生農林水産業ロボット推進協議会 



• 「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 

• 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 

記事体広告 記事テーマ一覧 

補足 
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• 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」 

• ＬＰガスヒートポンプやＩＣＴを積極的に導入し、質の高いみかんを 

• 味付け数の子のパイオニア、次なる挑戦 コスト・環境の両面を解決するＬＰガスボイラ 

• 震災を機に２３年間使い続けた設備を更新、ランニングコスト５０％以上削減 

• 躍進するフリマアプリ「メルカリ」 YouTuberマーケティングの秘密 

• きっと見つかる、きっとある！あなたが輝く場所“おおいた”  

• ビジネスとしてのスケールが期待される、大学発ＩｏＴ研究チームが一同に集結！ 

• 製造品出荷額の伸び率全国１位！“大分”の明日を創る活躍をしてみませんか？ 

• 日立のIoTを引っ張る顔、顔、顔… 

• 新規事業や市場開拓に挑む旬な起業家が勢ぞろい 

• 地下鉄の路線を自由に描こう！鉄道ファンじゃなくてもワクワクするシミュレーター 

• 「やっと見つけた！」ゴム専門通販サイト「ゴム通」 

• 人とロボットが協働する資生堂・化粧品工場の全貌 

• 中国・半導体市場を取りに行く。モノづくりの精神を世界で展開する成長企業の挑戦  

• 「SmartNews」でいつでもニュースイッチの記事が閲覧できます！ 

• 次世代モビリティ、「日独」自動車産業の挑戦 



ファシリテーター 

補足 
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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 編集委員   

杉本 要 名古屋支社 編集部 記者 ニュースイッチ副編集長 

清水 信彦 大阪支社 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   

齊藤 陽一 編集局 第二産業部   

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 支局長   

森谷 信雄 東京支社 さいたま総局   

藤元 正 編集局デジタル編集部 部長   

武田 則秋 編集局 第二産業部 部長   

高屋 優理 編集局 第二産業部   

加藤 正史 論説委員   

尾本 憲由 編集局デジタル編集部 副部長   

宮里 秀司 編集局 第二産業部 副部長   

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 経済部 キャップ 編集委員   

石橋 弘彰 編集局 第一産業部   

六笠 友和  編集局 第一産業部 

松井 里奈 業務局 イベント事業部 

平川 透 出版局 書籍編集部 

矢島 俊克 出版局 書籍編集部 副部長 

大庭 雅生 業務局 タウン情報部 

小寺 貴之 編集局 科学技術部 

鈴木 岳志 編集局 第二産業部 キャップ 

江上 佑美子 編集局 第二産業部 

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 

石塚 辰八 M&A Online コンサルタント 

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 

櫻井 八重 プロフェッショナルバンク ヘッドハンター 

江原 央樹 日本能率協会コンサルティング コンサルティングプランナー 

社内ファシリテーター 社外ファシリテーター 



■広告、その他全般 

デジタルマーケティング室 （矢野･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 

■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。 

お問い合わせ先 

お問い合わせ先 
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http://newswitch.jp/index/inquery
http://newswitch.jp/index/inquery

