
日経メディカル Online
プラットフォーム型サービス

『MReach（エムリーチ）』のご案内

Ver.5.4
※本サービスは医療従事者の臨床に関わる製品・サービスに限定させていただきます。
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MReachのコンセプト

『MReach（Medical Reach）』

－医療情報をよりダイレクトに、よりターゲティングして届ける－

2015年2月2日。日経メディカル Onlineでは、従来のメディア事業（バナー広告やメール広告）に加え、医療従事者を対象に、
よりダイレクトに、よりターゲティングして医療情報の提供や様々な支援を行うプラットフォーム事業を立ち上げました。
それが『MReach』です。
MReachでは、「企業からのディテールを受ける」という意思表示を明確にするシステムを導入致しました。それにより、処方

意向の向上や情報提供を受ける意識向上など、より効率的なディテールを可能にしております。また、多くのサービスでアクセス
者の「個人情報の提供」を実現し、ターゲットへの情報到達度（リーチ）を明確にしています。
このように『MReach』では、効率よく、明確に情報提供を可能にするために、多様なサービスラインをご用意致しました。

今後、メディア事業に加えて、医療情報提供におけるプラットフォームとして推進して参りますので、どうぞご期待ください。

『MReach』のメニュー構成
e-promotion（プロモーション支援）
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MReachのターゲット構成

医師
約19.6万人

薬剤師
約17万人

看護師
約6.5万人

トータルで約43.2万人の
医師・薬剤師・看護師がターゲットに

※日経メディカル Onlineの厳格な医師認証システム

・「卒業大学」「卒業年次」などの詳細な情報の入力
・他者によるなりすまし登録の防止のため、「登録完了
のお知らせ」を勤務先施設に送付し、所在確認も実施

薬剤師 属性内訳 2021年12月

薬剤師 8,553

薬剤師（薬局開設） 9,157

薬剤師（薬局勤務） 90,618

薬剤師（病医院勤務） 29,932

薬剤師（製薬企業勤務） 8,768

薬剤師（医薬品卸勤務） 2,126

薬剤師（その他） 22,285

合計 171,439

看護師 属性内訳 2021年12月

看護師・准看護師 59,774

保健師 3,562

助産師 1,905

医師 属性内訳 2021年12月

医師 196,847

勤務医 160,117

病院理事長・院長 7,588

診療所理事長・院長 29,142

※その他の職種についてはお問い合わせください。
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日経メディカル Online 主な会員属性・配信ターゲットセグメント

（診療科目はマルチプルアンサ ※3つまで）

■ 医師診療科目 ■ 薬剤師属性

配信ターゲットのセグメントは、

・識別コードでのマッチング
・日経メディカル Online登録属性
（診療科目/勤務医・開業医/登録学会/病床数/地域など）

・日経メディカル Onlineの記事閲覧履歴
（学会/各種テーマサイト/癌など特定領域の記事）

を組み合わせて配信数を決定いただきます。

■ 主要属性

2021年12月31日
医師 196,847 歯科医師 9,161
勤務医 160,117 薬剤師 171,439
病院理事長・院長 7,588 看護師・准看護師 59,774
診療所理事長・院長 29,142 保健師 3,562

助産師 1,905

診療科目 2021年12月
内科 62,096
呼吸器内科 7,471
消化器内科 14,177
内分泌代謝内科・糖尿病科 5,443
腎臓内科 4,240
血液内科 2,424
神経内科 4,675
腫瘍内科 648
心療内科 2,038
その他の内科 3,563
心臓血管外科 2,492
呼吸器外科 1,783
消化器外科 7,877
脳神経外科 5,171
小児外科 686
外科 11,782
整形外科 11,237
形成外科 1,841
口腔外科 165
その他の外科 1,402
循環器科 13,697
アレルギー科 2,685
リウマチ科 3,012
老年科 1,322
総合診療科 1,497
精神科 8,184
小児科 13,946
リハビリテーション科 4,159
産婦人科 6,711
乳腺科 499
眼科 4,414
耳鼻咽喉科 4,426
皮膚科 5,819
泌尿器科 4,446
放射線科 4,161
麻酔科 6,182
緩和ケア科 568
救急・ICU 5,201
性病科 90
肛門科 717
基礎医学系 1,708
病理科 556
その他 15,222

薬剤師 属性内訳 2021年12月

薬剤師 8,553

薬剤師（薬局開設） 9,157

薬剤師（薬局勤務） 90,618

薬剤師（病医院勤務） 29,932

薬剤師（製薬企業勤務） 8,768

薬剤師（医薬品卸勤務） 2,126

薬剤師（その他） 22,285

※その他の職種についてはお問い合わせください。
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MReachの特長①

■Live配信の「集客支援」サービス
事前申込～当日の視聴ページへの遷移まで、シームレス
に連携し、開始直後でもアクセス可能。
実施後に視聴ログを紐づけたレポートをご提供します。

■コンテンツ配信サービス（動画版/テキスト版）
配信期間中、何度でも視聴/閲覧できるオンデマンド
サービス。Quizはコンテンツ後にクイズを出題し、解
答の解説がつくことで、内容への理解を深めてもらうこ
とができます。日次でレポートも提供いたします。

■Ownedメディア支援
会員制サイトのトラフィック向上や、コンテンツをダイ
レクトに読者へ届けたいニーズをサポートします。
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Owned
Media

MReachの特長②

※読者が閲覧するサイト画面に掲出
されるパーソナルエリア（PA）

読者が、各企業ごとの初出の告知（サイト上もしくはメール内）をクリックすると、
MReachの利用規約画面に遷移し、今後対象企業からの情報提供を受ける、および、個人
情報の第三者提供に同意をしてからコンテンツ画面に遷移します。一度同意すると、読者
側から情報提供を受けることを中止する、という意思表示があるまでは有効になります。
これにより、読者は対象企業から医療情報に関するディテールを受けている、という認識
を強く持つことになります。

読者が“対象企業からの情報提供を受ける”
という意思表示をするシステムを導入しています。

１）MReach規約には、個人情報の第三者提供への同意についての文言が記載されています。
２）●●製薬が初めてMReachを活用してテキスト広告もしくはメール広告を実施した場合にのみ、
このMReach規約画面は出ます。また読者は同意済みの企業一覧を見ることも可能です。
３）コ・プロモーション製品については、一方の企業にのみ情報提供の許可がある場合でも閲覧は
可能です。ただ個人情報の提供は許可のある企業のみになります。

テキスト広告
をクリック

MReachの表示画面

MReach規約画面

■PC版

■スマホ版

web講演会当日告知枠

e-Detail
告知枠

web講演会
告知枠

アイコン

web講演会
告知枠

コンテンツページ
利用許諾に同意の
場合、遷移
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MReachの特長③

企業からの情報提供を受ける意思表示を明確にした読者は、
MReach内での様々な行動について、個人情報の提供を許可しています。
それにより、「いつ、誰に、情報がリーチ」したかが明確になり、

コミュニケーションの効果測定や今後のマーケティングに大きく貢献します。

アクセス者や閲覧者の個人情報を提供し
いつ、誰に、情報がリーチしたかを明確にします

★個人情報の提供例

事前申込者および視聴者の個人情報

視聴/閲覧者の個人情報

クリックしたアクセス者の個人情報

視聴/閲覧者の個人情報
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MReachの特長④

1) 日経メディカル Online独自の経験値として“Experience（Exp）システム”を採用。
2) 読者がMReach内のコンテンツを閲覧するなどの行動に対して付与します。
3) Expは日経メディカル Online内で使用可能なポイント（Pt）へと移行が可能です。

（変換例：500Exp⇒250Ptなど）

Experience（Exp）システムの導入
読者の明確な行動や視聴/閲覧完了者にのみ付与します

★Expの付与例

視聴完了者に「320Exp」を付与

視聴/閲覧完了者に「320Exp」を付与

クリックしてリンクすると「80Exp」を付与

※Web講演会や配信動画の後半・最後に「視聴完了ボタン」を表示し、そのボタンを押すことによりExpを付与します。

※MReach Link liteは50Exp

視聴/閲覧完了者に「320Exp」を付与
＋全問正解者に「50Exp」を付与



9

© Nikkei Business Publications ,Inc.  All rights reserved. 

MReach サービスラインIndex

◆集客プラン
⇒医師、薬剤師、看護師のすべてが対象。
⇒Liveの講演会、リアルイベントのLive配信など。
⇒事前登録者および視聴者のメールアドレスを除く個人情報、視聴レポートを提供。

◆動画版／テキスト版
⇒医師、薬剤師、看護師のすべてが対象。
⇒動画もしくはテキストによるサイト内コンテンツ広告。
⇒視聴/閲覧者のメールアドレスを除く個人情報、視聴レポートを提供。

◆Link／Link lite
⇒Linkは、医師を対象にした自社サイトへのリンクメニュー。
⇒1クリックあたり1,000円。（アフィリエイト方式）
⇒自社サイトへリンクした読者のメールアドレスを除く個人情報を提供。
⇒個人情報の提供がないlite版は医師および薬剤師が対象
医師＝１クリック＝600円。薬剤師＝1クリック＝400円。

◆テキスト版／HTML版
⇒医師、薬剤師、看護師のすべてが対象。
⇒1通あたり250円。2,000通未満は一律50万円。

p.10～

p.24～

p.40～

p.50～

◆動画版／テキスト版
⇒医師、薬剤師、看護師のすべてが対象。
⇒動画もしくはテキストによるサイト内コンテンツ広告＋クイズの実施。
⇒視聴/閲覧者のメールアドレスを除く個人情報、視聴レポート、クイズ解答を提供。

p.32～
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◆貴社製品/サービスに関するWeb講演会参加者を、日経メディカル Onlineが集客します。
◆ターゲットのセグメントは、識別コード、日経メディカル Online登録属性（勤務医/開業医、診療科目、病床数等）や、
記事閲覧履歴等で選択が可能です。
◆申込者の個人情報、視聴者の視聴状況等のレポート提供致します。

Web講演会 集客プランの概要

日経メディカル Onlineとシステム連携を行った
配信事業者のみ実施可能です。

申込者・視聴者リストおよび
視聴状況レポートの提供

告知 参加申込

申込完了
通知

※会期当日に
リマインドと集客を兼ねた
メールを送信
（視聴URLも通知）

・講演模様、スライド資料を同期して表示

アクセス先URLからログイン
してWeb講演会を視聴

都内スタジオ セミナー会場

貴社会議室

・申込者の個人情報、Web講演会
視聴者の個人情報と視聴状況レポートをご提
供（メールアドレスは含みません）

・ワンクリックで申込※対象者だけに告知

視聴申込フロー Web講演会開催

・サイト内テキストアド(PC&スマホ)

・ターゲティングメール
最終案内

※参加申込者に
申込完了メールを送信
(視聴URLも通知）

※視聴完了者にExp進呈
※Expボタンの有効タイミング

・60分講演なら45分経過時点
・45分講演なら35分経過時点
・40分講演なら30分経過時点
・30分講演なら20分経過時点

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の

第三者提供に関する許諾を取得します。

MReach規約画面

＊現在システム連携が完了している配信企業は、木村情報技術、Jストリーム、
ブイキューブ、エムプラス、エムスリーデジタルコミュニケーションズです。(敬称略)

・告知ページ
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告知イメージ（サイト内テキストアドおよびターゲティングメール）

■件名全角３８文字以内
■メール本文には、演題名、開催日時、演者名、 セミナー内容、申込/視聴URLを記載
■メール下部に日経メディカル Online関連記事/ランキングを記載します。
（記事の選択は日経メディカル Onlineで行います。）
■告知のタイミング
サイト内テキストアド⇒開催2週間前の10:00から掲載開始
ターゲティングメール⇒開催1週間前の17:00、当日7:00、当日開催90分前に配信

告知対象者だけに表示およびターゲティングメールを配信します。

前日
まで

当日

※複数社の告知がある場合、
並び順はローテーションになります。

主催企業ロゴ

配信会社の
視聴環境確認
ページ先へリンク

●日経メディカル Onlineサイト内(PC&スマホ） ●ターゲティングメール ●申込ページ(PC&スマホ）
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Web講演会終了後のログレポート提出イメージ

★視聴者情報レポート
氏名、勤務先、勤務先住所、識別コード（個人、施設１、施設２）、
職種、診療科目、視聴開始～終了時間、滞在時間、端末種別、
アンケート回答結果
※視聴情報に関しては配信会社様に応じて一部仕様が異なります。

・・・・

※メールアドレスは含まれません。
※薬剤師/看護師には登録属性によって一部識別コードが付与さ
れる場合があります。診療科目は含まれません。
※医師/薬剤師など、複数職種を同時集客した場合、混合した状
態でのログレポートになります。
※上記とは別のSheetにて、事前登録のみ（当日視聴なし）の
リストもご提供いたします。

講演会の翌営業日の15～16時を目安に視聴者情報ログレポートを提出いたします。
※ログレポートのダウンロード期限は7日間です。ご注意ください。

医師個人
識別コード

施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載 氏名 職種 勤務先名称 所属部署 勤務先

郵便番号
勤務先
住所

612345 3690001 日経　一郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第一病院 内科 108-8646 東京都　港区
612346 3690002 日経　二郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第二病院 内科 108-8646 東京都　港区

日経　薬子 薬剤師（薬局勤務） 日経BP薬局 108-8646 東京都　港区
612348 3690004,3690010 日経　三郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP中央病院 内科 108-8646 東京都　港区

日経　薬太郎 薬剤師（薬局開設） BPドラッグストア 108-8646 東京都　港区
612350 3690007 日経　四郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646 東京都　港区
612351 3690004,3690012,3690045 日経　五郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第四病院 外科 108-8646 東京都　港区

日経　六実 薬剤師（病医院勤務） 日経BP第10病院 薬剤部 108-8646 東京都　港区
612353 3690009 日経　七子 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP労災病院 内科 108-8646 東京都　港区

勤務先病床数 施設識別コード
（NMO登録時施設） 診療科目1 診療科目2 診療科目3 入室時間 退室時間 滞在時間 帯域 Q1 Q2

病院（500床以上） 3690001 内科 2020/3/19 19:31 2020/3/19 19:31 0:00 ios
病院（500床以上） 3690002 内科 循環器科 内分泌内科・糖 2020/3/19 19:25 2020/3/19 19:30 0:01 android

2020/3/19 19:06 2020/3/19 19:30 0:24 android
病院（300～499床） 3690003 内科 神経内科 2020/3/19 19:26 2020/3/19 19:29 0:03 windows

2020/3/19 19:19 2020/3/19 19:36 0:00 ios
診療所（1～19床） 3690004 腎臓内科 2020/3/19 19:39 2020/3/19 19:39 0:00 ios
病院（300～499床） 3690005 内科 消化器内科 2020/3/19 19:18 2020/3/19 20:03 0:06 macos

3690006 2020/3/19 19:10 2020/3/19 19:30 0:18 windows 1 1
病院（500床以上） 3690007 内科 2020/3/19 19:20 2020/3/19 19:29 0:00 macos 1 1

・・・


Sheet1

		医師個人
識別コード イシ コジン シキベツ		施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載 シキベツ ビョウショウ スウ オオ ジュン ヒダリ キサイ		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先
郵便番号		勤務先
住所		勤務先病床数		施設識別コード（NMO登録時施設） シキベツ		診療科目1		診療科目2		診療科目3		入室時間		退室時間		滞在時間		帯域		Q1		Q2

		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区 トウキョウ ト ミナトク		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						3/19/20 19:31		3/19/20 19:31		0:00		ios
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Web講演会終了後のサマリーレポート提出イメージ

【日時】 2014年8月22日(金) 19：00-19：30

【講演名】 〇〇〇〇〇〇〇

【講師】 〇〇〇〇〇〇〇大学　〇〇科　教授

〇〇　〇〇 先生

【ターゲット医師数】 15,000名

【事前申込数（★1）】 853名 （※申込ページアクセス者のうち、78％のユーザーが申込）

【クリプト便報告視聴人数★２】 600名 （申込率： 4.0% ）※1

【視聴者数（★2）】 150名 （視聴率： 1.0% ）※1 （歩留り率： 17.6% ）

【平均視聴時間】 0:23:40 （※視聴者数150名対象）

【職種】 勤務医 100名 66.7% 開業医 50名 33.3%

【診療科目】※2 内科 50名 66.7% 循環器科 15名 28.8% 消化器科（胃腸科） 10名 10.5%

内分泌・代謝内科 20名 8.7% 脳神経外科 3名 7.3% 小児科 5名 6.8%

外科 12名 5.9% 腎臓内科 10名 5.0% その他 1名 4.6%

呼吸器科 8名 3.2% 神経内科 6名 2.3% 消化器外科 4名 2.3%

整形外科 4名 2.3% 放射線科 4名 1.8% リハビリテーション科 4名 1.8%

基礎医学系 3名 1.8% 血液内科 3名 1.8% こう門科 3名 1.4%

アレルギー科 2名 1.4% 救急・ICU 2名 1.4% 心臓血管外科 2名 0.9%

心療内科 2名 0.9% 麻酔科 2名 0.9% 形成外科 1名 0.9%

産科・婦人科 1名 0.9% その他外科 1名 0.5% 泌尿器科 1名 0.5%

皮膚科 1名 0.5% リウマチ科 1名 0.5% 老年科 1名 0.5%

【病床数】
診療所

（無床）
50名 32.4%

診療所

（1～19床）
10名 7.3%

病院

（20～99床）
10名 9.1%

病院

（100～199床）
10名 11.4%

病院

（200～299床）
20名 8.2%

病院

（300～499床）
25名 14.6%

病院

（500床以上）
22名 15.1% その他 3名 1.4%

（★1）日別申込者数

日経メディカル Online Live セミナー報告書　開催結果

                   （注）日別申込者数（上記グラフ）には、日経BP関係者が数名含まれます。事前申込者合計は日経BP関係者を除いた数字です。

※1　申込率、視聴率はターゲット医師に対する割合

※2　診療科目延べ人数（診療科目は第3標榜科目までマルチプルアンサー）

（★2）講演時間内視聴者140名に対する視聴時間分布
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メール配信日

8%
4%

12%

15%

23%

38%

5分未満 10名

5分以上10分未満 5名

10分以上15分未満 15名

15分以上20分未満 20名

20分以上25分未満 30名

25分以上 50名

アンケート回答者数 60 名 （回答率　40%）

Q1：講演内容はいかがでしたか？

【Q1回答者数】 60名

1 大変満足 40名
2 満足 10名
3 普通 7名
4 不満足 3名

Q2：〇〇について理解できましたか？

【Q2回答者数】 60名

1 理解した 50名
2 情報が不足していた 10名

Q3：先生の〇〇疾患に対する使用製剤をお聞かせください

【Q3回答者数】 60名

1 Ａ製剤 25名
2 Ｂ製剤 10名
3 Ｃ製剤 10名
4 Ｄ製剤 5名
5 Ｅ製剤 15名

日経メディカル Online Live セミナー報告書　アンケート結果

67%
17%

11%
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83%
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理解した

情報が不足していた

39%

15%

15%

8%

23%

Ａ製剤

Ｂ製剤

Ｃ製剤

Ｄ製剤

Ｅ製剤

視聴時間分布

申し込み推移・状況

視聴者属性

集客・視聴結果

アンケート結果

講演会の翌々営業日の16時を目安に視聴サマリーレポートを提出いたします。

アンケート実施について

・各配信会社様ごとに、アンケート画面作成や回収な
どの費用は別途かかりますのでご注意ください。

・日経メディカル Onlineでは、アンケート結果に個
人情報を紐づけてご提供することは以下の条件のもと、
無料で行っております。

条件１）個人情報を取得するような設問はご遠慮いた
だいております。

条件２）講演内容に関係するものに限らせて頂きます。

条件３）設問数は6問以内を原則とさせて頂きます。

条件４）択一式回答の設問を必ず１つは設定ください。
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想定スケジュールと、ご案内用チラシ配布時の注意事項

スケジュール

開催1.5～2ヵ月前 告知対象属性や対象数をご相談。

開催1ヵ月前目途 ①講演名／講演概要（300文字目安）講師情報 開催日時等記載したインフォメーションシートのご提出。
（この段階で正式なお申込み完了）
②配信対象者をご決定。

開催3週間前目途 ③日経BPより確認用のサイト内告知原稿・メール原稿、申込画面をお送りいたします。

開催2週間前目途 ④「③」の原稿についてご確認および審査後に集客スタート。
※サイト内告知は2週間表示、メールは3回配信。（1週間前に1回、当日に2回）

⑤視聴ログ専用のデータ便「日経BPリード・サポートセンター」への利用者登録を完了していただきます。
セミナー当日 ⑥開催直前のリマインドメールを配信。

セミナー翌営業日 ⑦日経BPリード・サポートセンターより、申込者/視聴者データのダウンロードサイトをメールでご案内。

セミナー翌々営業日 ⑧サマリーレポートのご提出。

【重要】Web講演会のご案内用チラシの作成にあたっての注意事項

・医師会員登録時には、医師であることの認証を行うため、最大で1週間程度の時間を要する場合があります。そのため、講演会当日や直前での
お申込みですと視聴できない可能性がありますので、チラシ内に以下の文言を記載頂きますよう、お願いいたします。
「医師会員登録には1週間ほど時間を要する場合がありますため、開催の1週間前までにご登録頂きますよう、よろしくお願いいたします。」

・日経メディカル Onlineを活用して医師のみに告知を行う場合、視聴できる職種は医師に限定します。薬剤師などのコメディカルによる案内チ
ラシからの視聴は出来ませんのでご注意ください。（視聴は医師に限定しております、などの記載をおすすめします。）
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Web講演会 集客サービス料金表

【注意事項】
① 1回から実施可能。複数回実施の場合は回数レート適用（1年単位、製剤ごと）
② 集客期間は開催2週間前から告知を開始致します。
・サイト内告知枠2週間掲載（初日は10:00頃から掲載開始）
・メール告知期間中3回（開催1週間前の17:00頃に1回、当日7:00頃&開催90分前頃にそれぞれ1回配信）

③ Web講演会の配信会社は日経メディカル Onlineとシステム連携した配信会社に限ります。
（木村情報技術、Ｊストリーム、ブイキューブ、エムプラス、エムスリーデジタルコミュニケーションズ ※敬称略）

④ 上記料金内にWeb講演会の配信/運営費用は含まれておりません。またアンケート画面作成も含まれておりません。
⑤ 医師と薬剤師（もしくは看護師）への同時配信の場合、実施料金テーブルにおける低い方の金額が12回レート料金となります。
＜Ex.医師3万人＋薬剤師3万人対象の1回レートの場合⇒￥2,500,000（医師1回レート）+￥1,720,000(薬剤師12回レート）＝￥4,220,000＞

⑥ 昼夜講演など、1部講演終了と2部講演開始が120分以上空く場合は、告知ターゲティングメールを1本追加でご購入頂きます。
（実施集客プラン料金の20%の料金が追加となります。ただし、ミニマム費用として20万円）
その場合のメール配信は、開催1週間前、当日7:00頃、第1部開始の90分前頃、第2部開始の90分前頃の合計4回配信になります。

⑦ 講演本数が5本以上（異なる内容で）、もしくは講演時間の合計が4時間超となる場合、実施集客プランの50%増しの料金となります。
その場合、告知ターゲティングメールを1本追加し、講演中にも配信いたします。

【オプション】
１）告知ターゲティングメールを追加したい場合、追加1本あたりにつき、実施集客プラン料金の20%を申し受けます。（ミニマム20万円／通）
２）告知期間を1か月間に延長したい場合、実施集客プラン料金の40%増しとなります。その場合、サイト内告知枠は1か月間掲載、メール告知は期間中5
回となります。（ミニマム30万円）

※医師の場合、告知対象者数比で3.0～6.0％の申込率、2.5～6.0％の視聴率を想定。
※薬剤師の場合、1.2～2.5%の申込率、0.8～2.0%の視聴率を想定。

【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

【重要】コ・プロモーションの場合、上記金額にシステム追加利用料として別途30万円（税別）を申し受けます。
※視聴ログおよびサマリーレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません。

年間実施回数

告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥350,000 ¥480,000 ¥384,000 ¥336,000 ¥450,000 ¥360,000 ¥315,000 ¥430,000 ¥344,000 ¥300,000

～5,000 ¥625,000 ¥500,000 ¥438,000 ¥600,000 ¥480,000 ¥420,000 ¥563,000 ¥450,000 ¥394,000 ¥537,500 ¥430,000 ¥376,000

～10,000 ¥1,250,000 ¥1,000,000 ¥875,000 ¥1,200,000 ¥960,000 ¥840,000 ¥1,125,000 ¥900,000 ¥788,000 ¥1,075,000 ¥860,000 ¥753,000

～15,000 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥1,425,000 ¥1,140,000 ¥998,000 ¥1,350,000 ¥1,080,000 ¥945,000 ¥1,275,000 ¥1,020,000 ¥893,000

～20,000 ¥1,875,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000 ¥1,781,000 ¥1,425,000 ¥1,247,000 ¥1,688,000 ¥1,350,000 ¥1,182,000 ¥1,594,000 ¥1,275,000 ¥1,115,000

～25,000 ¥2,187,000 ¥1,750,000 ¥1,530,000 ¥2,075,000 ¥1,660,000 ¥1,453,000 ¥1,963,000 ¥1,570,000 ¥1,374,000 ¥1,875,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000

～30,000 ¥2,500,000 ¥2,000,000 ¥1,750,000 ¥2,350,000 ¥1,880,000 ¥1,645,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000 ¥2,150,000 ¥1,720,000 ¥1,505,000

～40,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥2,850,000 ¥2,280,000 ¥1,995,000 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥2,600,000 ¥2,080,000 ¥1,820,000

40,001～ ¥3,500,000 ¥2,800,000 ¥2,450,000 ¥3,300,000 ¥2,640,000 ¥2,310,000 ¥3,150,000 ¥2,520,000 ¥2,205,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000

1回 3回 6回 12回
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オプションプラン
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①Web講演会集客＋e-Detailレビューパッケージ

Web講演会開催

Web講演会配信に内容を
e-Detailでオンデマンド配信

MReach e-Detail

（動画もしくはテキスト）
として配信 アンケート

サイト内テキスト告知枠とターゲティング
メールでHTMLサイトへ誘導

■ Web講演会開催の後、Web講演会と同一の告知対象者に対し、講演内容を編集したオンデマンドコンテンツを
配信します。Web講演会の当日に視聴できなかった対象者にもアプローチできます。

■ Web講演会とe-Detailをセットでご利用いただくと、e-Detailの配信料金が定価から20％OFF！

■ e-Detailの個人情報、視聴/閲覧状況、アンケート結果などをレポートいたします。

※アンケートは6問以内
※コンテンツに関する質問や
コンテンツ閲覧後処方意向などの
意識変容等のアンケートを実施可能

※アンケート結果、自由回答など
含めレポート

【視聴率の大幅UPに貢献！】

★LIVE配信のみ⇒2.5～6.0%

★レビューe-Detail（4週間）
を加えると⇒6.0～12%

★LIVEのみに比べ、２倍以上
の視聴率を獲得できることにな
ります
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①Web講演会集客＋MReach e-Detail料金表（動画版、テキスト版共通）

※e-Detailコンテンツの制作費は含まれておりません。別途お見積り致します。
※p.16の注意事項⑥、⑦の割増料金があった場合の金額は含まれておりません
ので別途発生いたします。

◆Web講演会（集客のみ）＋e-Detail（動画もしくはテキスト）4週間
○対象者数に対し、2.5～4.5％の申込率、1.6～3.0％の当日視聴率を想定数値としております。
○【Web講演会告知】メール配信（1週間前、当日朝、当日90分前）、テキストバナー（2週間）
○想定クリック率8～10%（クリック回数）、4～7%（クリック人数）を想定数値としております。
○【e-Detail告知】メール配信（2回）、テキストバナー（4週間）

◆Web講演会（集客のみ）＋e-Detail（動画もしくはテキスト）2週間
○対象者数に対し、2.5～4.5％の申込率、1.6～3.0％の当日視聴率を想定数値としております。
○【Web講演会告知】メール配信（1週間前、当日朝、当日90分前）、テキストバナー（2週間）
○想定クリック率4～7%（クリック回数）、2～4%（クリック人数）を想定数値としております。
○【e-Detail告知】メール配信（1回）、テキストバナー（2週間）

Web講演会とe-Detailをセットで申込いただくと、e-Detail分を定価から20％OFF！

【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

【重要】コ・プロモーションの場合、上記金額にシステム追加利用料として別途30万円（税別）を申し受けます。
※視聴ログおよびサマリーレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません

年間実施回数

告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥1,440,000 ¥1,152,000 ¥1,008,000 ¥1,350,000 ¥1,080,000 ¥945,000 ¥1,290,000 ¥1,032,000 ¥902,000

～5,000 ¥1,825,000 ¥1,460,000 ¥1,278,000 ¥1,740,000 ¥1,392,000 ¥1,218,000 ¥1,643,000 ¥1,314,000 ¥1,150,000 ¥1,558,000 ¥1,246,000 ¥1,090,000

～10,000 ¥2,690,000 ¥2,152,000 ¥1,883,000 ¥2,592,000 ¥2,074,000 ¥1,814,000 ¥2,469,000 ¥1,975,000 ¥1,729,000 ¥2,323,000 ¥1,858,000 ¥1,654,000

～15,000 ¥3,180,000 ¥2,544,000 ¥2,226,000 ¥3,038,000 ¥2,430,000 ¥2,127,000 ¥2,886,000 ¥2,309,000 ¥2,020,000 ¥2,715,000 ¥2,172,000 ¥1,901,000

～20,000 ¥3,795,000 ¥3,036,000 ¥2,657,000 ¥3,605,000 ¥2,884,000 ¥2,524,000 ¥3,416,000 ¥2,732,000 ¥2,392,000 ¥3,226,000 ¥2,581,000 ¥2,257,000

～25,000 ¥4,347,000 ¥3,478,000 ¥3,042,000 ¥4,115,000 ¥3,292,000 ¥2,881,000 ¥3,907,000 ¥3,125,000 ¥2,735,000 ¥3,723,000 ¥2,978,000 ¥2,607,000

～30,000 ¥4,900,000 ¥3,920,000 ¥3,430,000 ¥4,606,000 ¥3,685,000 ¥3,224,000 ¥4,410,000 ¥3,528,000 ¥3,087,000 ¥4,214,000 ¥3,371,000 ¥2,950,000

～40,000 ¥5,880,000 ¥4,704,000 ¥4,116,000 ¥5,586,000 ¥4,469,000 ¥3,910,000 ¥5,292,000 ¥4,234,000 ¥3,704,000 ¥5,096,000 ¥4,077,000 ¥3,567,000

40,001～ ¥6,860,000 ¥5,488,000 ¥4,802,000 ¥6,468,000 ¥5,174,000 ¥4,528,000 ¥6,174,000 ¥4,940,000 ¥4,322,000 ¥5,880,000 ¥4,704,000 ¥4,116,000

1回 3回 6回 12回

年間実施回数

告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥1,292,000 ¥1,034,000 ¥904,000 ¥1,240,000 ¥992,000 ¥868,000 ¥1,186,000 ¥949,000 ¥830,000 ¥1,126,000 ¥901,000 ¥787,000

～5,000 ¥1,575,000 ¥1,260,000 ¥1,104,000 ¥1,512,000 ¥1,210,000 ¥1,059,000 ¥1,446,000 ¥1,156,000 ¥1,012,000 ¥1,373,000 ¥1,098,000 ¥961,000

～10,000 ¥2,344,000 ¥1,875,000 ¥1,641,000 ¥2,256,000 ¥1,805,000 ¥1,579,000 ¥2,143,000 ¥1,714,000 ¥1,500,000 ¥2,035,000 ¥1,628,000 ¥1,439,000

～15,000 ¥2,738,000 ¥2,190,000 ¥1,917,000 ¥2,606,000 ¥2,085,000 ¥1,824,000 ¥2,473,000 ¥1,978,000 ¥1,731,000 ¥2,341,000 ¥1,873,000 ¥1,639,000

～20,000 ¥3,257,000 ¥2,606,000 ¥2,281,000 ¥3,106,000 ¥2,485,000 ¥2,174,000 ¥2,936,000 ¥2,348,000 ¥2,056,000 ¥2,784,000 ¥2,227,000 ¥1,949,000

～25,000 ¥3,713,000 ¥2,971,000 ¥2,599,000 ¥3,529,000 ¥2,823,000 ¥2,471,000 ¥3,345,000 ¥2,676,000 ¥2,342,000 ¥3,190,000 ¥2,552,000 ¥2,234,000

～30,000 ¥4,170,000 ¥3,336,000 ¥2,920,000 ¥3,934,000 ¥3,147,000 ¥2,754,000 ¥3,767,000 ¥3,014,000 ¥2,637,000 ¥3,590,000 ¥2,872,000 ¥2,513,000

～40,000 ¥4,958,000 ¥3,966,000 ¥3,471,000 ¥4,712,000 ¥3,770,000 ¥3,299,000 ¥4,476,000 ¥3,581,000 ¥3,133,000 ¥4,290,000 ¥3,432,000 ¥3,002,000

40,001～ ¥5,746,000 ¥4,597,000 ¥4,023,000 ¥5,431,000 ¥4,345,000 ¥3,802,000 ¥5,166,000 ¥4,133,000 ¥3,616,000 ¥4,920,000 ¥3,936,000 ¥3,444,000

1回 3回 6回 12回
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②Web講演会フォローアップメール配信プラン

■ Web講演会の「視聴者」に対して、開催2営業日後にフォローアップメール（ターゲティングメール）を配信します。

■ フォローアップメール配信プランとして、Web講演会の告知対象者レンジに合わせた特別料金にてご案内いたします。

■ 配信数やクリック数などをレポートいたします。メール送信先、開封やクリックに関する個人情報の提供はございません。

視聴

ＰＲ
スペース

開催前～開催当日
視聴した会員
を配信リスト化開催告知 当日配信

貴社医療従事者
向けサイト

開催2営業日後

フォローアップメール配信

リンク
設定可

★Web講演会のフォローアップ
★Ownedサイト活性化にも貢献

■当該Web講演会の内容に関連した配信内容を対象とさせていただきます。
以下のような内容はお断りさせていただきます。
・会員登録が必要となるページへのリンク
・「日経メディカル Onlineで集客していない」Web講演会のご案内
・「他メディアを活用した」Web講演会のご案内
・調査ページのご案内 など
※詳しくは、お問い合わせください。

メール原稿手配について

ＰＲ
スペース

■申込＆入稿締切
配信10営業日前
＝Web講演会開催8営業日前

■校了
配信5営業日前 17時30分
＝Web講演会開催3営業日前

上記、PRスペース内の
原稿校了をお願いいたします。 ※メール配信は午前中を予定しておりますが、

配信日の状況等により、午後になる場合もございます。事前にリンク先をお知らせください。
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②Web講演会集客＋フォローアップメール配信料金表 ～医師対象～

フォローアップメール配信料金は告知対象者数によって料金が決まります。
※フォローアップメール配信単体でのご利用はできません。

【重要】Web講演会をコ・プロモーションで行う場合、下記Web講演会集客料金に別途30万円（税別）を申し受けます。
※フォローアップメール配信については、上記費用は発生いたしません。

【配信に関して】
・フォローアップメールの配信対象は、Web講演会の視聴会員（メール受信拒否者を除く）といたします。
・追加となるセグメントや複数職種配信（集客）時の対象職種ごとの個別配信はお受けしておりません。
・フォローアップメール配信時の配信対象者およびクリック者の個人情報の提供はございません。
・Web講演会開催前の校了となりますので、スケジュールにはご注意ください。
【費用に関して】
・Web講演会集客プランに関するオプションおよび割増費用については別途発生いたします。
・複数職種への配信（集客）の場合、それぞれの料金を足し合わせた金額が総額となります。
・フォローアップメールのPRスペースに関する制作費は含まれておりません。

HTML配信の場合は完全原稿の入稿となりますので、ご注意下さい。

＊想定CTR
30～40％（配信数に対して）
※過去の実績をもとに出した想定値となり、
それらを保証するものではございません。

集客料金 メール配信料金 合計料金

告知対象者数 医師
～2,000 ¥500,000 ¥150,000 ¥650,000 
～5,000 ¥625,000 ¥200,000 ¥825,000 
～10,000 ¥1,250,000 ¥250,000 ¥1,500,000 
～15,000 ¥1,500,000 ¥300,000 ¥1,800,000 
～20,000 ¥1,875,000 ¥350,000 ¥2,225,000 
～25,000 ¥2,187,000 ¥400,000 ¥2,587,000 
～30,000 ¥2,500,000 ¥450,000 ¥2,950,000 
～40,000 ¥3,000,000 ¥500,000 ¥3,500,000 
40,001～ ¥3,500,000 ¥1,000,000 ¥4,500,000 

＊集客料金は別途回数レートが適用されます。
＊メール配信料金には回数レートは適用されません。

配信や費用に関する内容について
詳しくはお問い合わせください。
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集客料金 メール配信料金 合計料金

告知対象者数 薬剤師 看護師 薬剤師・看護師共通 薬剤師 看護師

～2,000 ¥400,000 ¥350,000 ¥105,000 ¥505,000 ¥455,000 
～5,000 ¥500,000 ¥438,000 ¥140,000 ¥640,000 ¥578,000 
～10,000 ¥1,000,000 ¥875,000 ¥175,000 ¥1,175,000 ¥1,050,000 
～15,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥210,000 ¥1,410,000 ¥1,260,000 
～20,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000 ¥245,000 ¥1,745,000 ¥1,558,000 
～25,000 ¥1,750,000 ¥1,530,000 ¥280,000 ¥2,030,000 ¥1,810,000 
～30,000 ¥2,000,000 ¥1,750,000 ¥315,000 ¥2,315,000 ¥2,065,000 
～40,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥350,000 ¥2,750,000 ¥2,450,000 
40,001～ ¥2,800,000 ¥2,450,000 ¥700,000 ¥3,500,000 ¥3,150,000 

②Web講演会集客＋フォローアップメール配信料金表 ～コメディカル対象～

フォローアップメール配信料金は告知対象者数によって料金が決まります。
※フォローアップ配信単体でのご利用はできません。

【重要】Web講演会をコ・プロモーションで行う場合、下記Web講演会集客料金に別途30万円（税別）を申し受けます。
※フォローアップメール配信については、上記費用は発生いたしません。

＊想定CTR
30～40％（配信数に対して）
※過去の実績をもとに出した想定値となり、
それらを保証するものではございません。

＊集客料金は別途回数レートが適用されます。
＊メール配信料金には回数レートは適用されません。

配信や費用に関する内容について
詳しくはお問い合わせください。

【配信に関して】
・フォローアップメールの配信対象は、Web講演会の視聴会員（メール受信拒否者を除く）といたします。
・追加となるセグメントや複数職種配信（集客）時の対象職種ごとの個別配信はお受けしておりません。
・フォローアップメール配信時の配信対象者およびクリック者の個人情報の提供はございません。
・Web講演会開催前の校了となりますので、スケジュールにはご注意ください。
【費用に関して】
・Web講演会集客プランに関するオプションおよび割増費用については別途発生いたします。
・複数職種への配信（集客）の場合、それぞれの料金を足し合わせた金額が総額となります。
・フォローアップメールのPRスペースに関する制作費は含まれておりません。

HTML配信の場合は完全原稿の入稿となりますので、ご注意下さい。
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③日経ドラッグインフォメーション（日経DI）本誌レビューパッケージ

Web講演会

講演内容を編集

■ Web講演会やe-Detailの講演内容を編集し、記事体広告にまとめ、日経DI誌面にて掲載致します。

■ 日経DIは、全国の保険薬局および医療機関の薬剤部に送付している薬局／薬剤師向けの専門誌です。
Web配信のデジタルアプローチに限らず、職場やご自宅などで誌面を通してオフラインでも情報提供が可能です。

4c2p記事体広告 4c1pDI

●●●●● 図
版

図
版

日経ドラッグインフォメーション
約9.1万人の薬剤師読者
毎月1日発行

e-Detail
配信費用

Web講演会
集客費用

※各料金表参照

1,500,000円
制作費込み（税別）※定価：2,528,000円

※D.I.については＋20万円/増1p
※増ページについてはお問い合わせください。

お得なパッケージ料金

4c3p記事体広告（記事2p＋DI 1p）の場合

※先生のお写真はご提供いただくか、配信動画よりキャプチャーし、使用させて頂きます。

e-Detail 掲載イメージ
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動画版/テキスト版のご案内
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e-Detailの概要

Step①
配信ターゲットの設定

Step②
動画版 or テキスト版にて

コンテンツを配信

動画版

テキスト版

Step③
視聴/閲覧者の個人情報を
含めたレポート提出

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・視聴(閲覧)時間
・アンケート結果
（回答者のみ）

※メールアドレスは含みません。

MReach e-Detailは、
・ターゲットを絞り、

・薬剤や医療機器の情報を動画やテキストでディテールし、
・認知や理解、そして処方意向の向上に影響を与え、

・同時に製品/サービスに興味を持つ閲覧者の個人情報を取得できるパッケージです。

※配信期間は4週間 or 2週間
をお選びいただけます。

※その他の職種についてはお問い合わせください。

2021年12月31日

医師 196,847

勤務医 160,117 薬剤師 171,439

病院理事長・
院長 7,588 看護師・

准看護師 59,774

診療所理事長・
院長 29,142 保健師 3,562

助産師 1,905
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e-Detail展開イメージ（動画版の場合）

貴社製品/サービスの動画コンテンツをセグメントした配信ターゲットに告知
視聴者の個人情報とアンケート結果などをフィードバック致します。

コンテンツページ アンケートページ

※動画コンテンツで医師などによる解説。
図表掲載による理解促進。

※ＤＩページへのリンク又はPDFで表示
※提供クレジット有
※貴社サイトへのリンク可能

※アンケートは6問以内
※コンテンツに関する質問や
コンテンツ視聴後処方意向などの
意識変容等のアンケートを実施可能

※アンケート結果、自由回答など
含めレポート

※個人情報を取得するような設問は
ご遠慮いただいております。

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

対象者だけに告知 コンテンツ視聴

※Expの付与について

コンテンツ動画の終了後、
「視聴完了ボタン」を表示し
ます。そのボタンをクリック
した視聴完了者のみにExpを
付与致します。

※配信期間は、4週間 or 2週間

視聴レポート提出

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・視聴時間
・アンケート結果
（回答者のみ）

・メールアドレスは含みません。
・薬剤師/看護師には、一部識
別コードが含まれる場合があり
ます。

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の第三者提供

に関する許諾を取得します。

MReach規約画面
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e-Detail展開イメージ（テキスト版の場合）

貴社製品/サービスのテキストコンテンツをセグメントした配信ターゲットに告知
視聴者の個人情報とアンケート結果などをフィードバック致します。

コンテンツページ アンケートページ

※アンケートは6問以内
※コンテンツに関する質問や
コンテンツ視聴後処方意向などの
意識変容等のアンケートを実施可能

※アンケート結果、自由回答など
含めレポート

※個人情報を取得するような設問は
ご遠慮いただいております。

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

対象者だけに告知 コンテンツ閲覧

※配信期間は、4週間 or 2週間

視聴レポート提出

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・アンケート結果
（回答者のみ）

・メールアドレスは含みません。
・薬剤師/看護師には、一部識
別コードが含まれる場合があり
ます。※MReachでの初出の企業

（製品ではなく）の場合にのみ
規約画面が表示され、

その企業への個人情報の第三者提供
に関する許諾を取得します。

MReach規約画面

※テキストコンテンツで医師などによる
解説。図表掲載による理解促進。

※ＤＩページへのリンク又はPDFで表示
※提供クレジット有
※貴社サイトへのリンク可能

※Expの付与について

htmlの最終ページの最下部に、
「視聴完了ボタン」を表示し
ます。そのボタンをクリック
した視聴完了者のみにExpを
付与致します。
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e-Detail 料金表（動画版、テキスト版共通）

ターゲット数（告知対象者数）によって料金が異なります。1回から実施可能。
回数レートの適用は、1年単位、製剤ごとになります。

配信期間は4週間もしくは2週間です。医師、薬剤師、看護師で実施料金が異なります。
医師と薬剤師（もしくは看護師）への同時配信の場合、実施料金テーブルにおける低い方の金額が12回レートに。
＜Ex.医師3万人＋薬剤師3万人対象の4週間/1回レートの場合⇒￥3,000,000+￥2,080,000＝￥5,080,000＞

◆e-Detail 4週間配信
【告知】メール配信（2回）配信開始当日および2週間経過後（時間は15時予定）

テキストバナー（4週間）※初日は10時より掲載開始予定

◆e-Detail 2週間配信
【告知】メール配信（1回）配信開始当日（時間は15時予定）

テキストバナー（2週間）※初日は10時より掲載開始予定

医師を告知対象とした場合、
クリック率8～20%、ユニーク視聴者数6～12%想定

医師を告知対象とした場合、
クリック率4～10%、ユニーク視聴者数3～7%想定

【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

【重要】コ・プロモーションの場合、上記金額にシステム追加利用料として別途30万円（税別）を申し受けます。
※視聴ログおよびサマリーレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません。

実施回数
告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥990,000 ¥792,000 ¥693,000 ¥950,000 ¥760,000 ¥665,000 ¥920,000 ¥736,000 ¥644,000 ¥870,000 ¥696,000 ¥609,000
～5,000 ¥1,188,000 ¥950,000 ¥832,000 ¥1,140,000 ¥912,000 ¥798,000 ¥1,104,000 ¥883,000 ¥773,000 ¥1,044,000 ¥835,000 ¥731,000
～10,000 ¥1,368,000 ¥1,094,000 ¥958,000 ¥1,320,000 ¥1,056,000 ¥924,000 ¥1,272,000 ¥1,018,000 ¥890,000 ¥1,200,000 ¥960,000 ¥857,000
～15,000 ¥1,548,000 ¥1,238,000 ¥1,084,000 ¥1,476,000 ¥1,181,000 ¥1,033,000 ¥1,404,000 ¥1,123,000 ¥983,000 ¥1,332,000 ¥1,066,000 ¥932,000
～20,000 ¥1,728,000 ¥1,382,000 ¥1,210,000 ¥1,656,000 ¥1,325,000 ¥1,159,000 ¥1,560,000 ¥1,248,000 ¥1,092,000 ¥1,488,000 ¥1,190,000 ¥1,042,000
～25,000 ¥1,908,000 ¥1,526,000 ¥1,336,000 ¥1,818,000 ¥1,454,000 ¥1,273,000 ¥1,728,000 ¥1,382,000 ¥1,210,000 ¥1,644,000 ¥1,315,000 ¥1,151,000
～30,000 ¥2,088,000 ¥1,670,000 ¥1,462,000 ¥1,980,000 ¥1,584,000 ¥1,386,000 ¥1,896,000 ¥1,517,000 ¥1,327,000 ¥1,800,000 ¥1,440,000 ¥1,260,000
～40,000 ¥2,448,000 ¥1,958,000 ¥1,714,000 ¥2,328,000 ¥1,862,000 ¥1,630,000 ¥2,220,000 ¥1,776,000 ¥1,554,000 ¥2,112,000 ¥1,690,000 ¥1,478,000
～100,000 ¥2,808,000 ¥2,246,000 ¥1,966,000 ¥2,664,000 ¥2,131,000 ¥1,865,000 ¥2,520,000 ¥2,016,000 ¥1,764,000 ¥2,400,000 ¥1,920,000 ¥1,680,000
100,001～ ¥3,360,000 ¥2,688,000 ¥2,352,000 ¥3,168,000 ¥2,535,000 ¥2,218,000 ¥3,024,000 ¥2,420,000 ¥2,117,000 ¥2,880,000 ¥2,304,000 ¥2,016,000

1回 3回 6回 12回

実施回数
告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥1,250,000 ¥1,000,000 ¥875,000 ¥1,200,000 ¥960,000 ¥840,000 ¥1,125,000 ¥900,000 ¥788,000 ¥1,075,000 ¥860,000 ¥753,000
～5,000 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥1,425,000 ¥1,140,000 ¥998,000 ¥1,350,000 ¥1,080,000 ¥945,000 ¥1,275,000 ¥1,020,000 ¥893,000
～10,000 ¥1,800,000 ¥1,440,000 ¥1,260,000 ¥1,740,000 ¥1,392,000 ¥1,218,000 ¥1,680,000 ¥1,344,000 ¥1,176,000 ¥1,560,000 ¥1,248,000 ¥1,126,000
～15,000 ¥2,100,000 ¥1,680,000 ¥1,470,000 ¥2,016,000 ¥1,613,000 ¥1,411,000 ¥1,920,000 ¥1,536,000 ¥1,344,000 ¥1,800,000 ¥1,440,000 ¥1,260,000
～20,000 ¥2,400,000 ¥1,920,000 ¥1,680,000 ¥2,280,000 ¥1,824,000 ¥1,596,000 ¥2,160,000 ¥1,728,000 ¥1,512,000 ¥2,040,000 ¥1,632,000 ¥1,428,000
～25,000 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥2,550,000 ¥2,040,000 ¥1,785,000 ¥2,430,000 ¥1,944,000 ¥1,701,000 ¥2,310,000 ¥1,848,000 ¥1,617,000
～30,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥2,850,000 ¥2,280,000 ¥1,995,000 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥2,600,000 ¥2,080,000 ¥1,820,000
～40,000 ¥3,600,000 ¥2,880,000 ¥2,520,000 ¥3,420,000 ¥2,736,000 ¥2,394,000 ¥3,240,000 ¥2,592,000 ¥2,268,000 ¥3,120,000 ¥2,496,000 ¥2,184,000
40,001～ ¥4,200,000 ¥3,360,000 ¥2,940,000 ¥3,960,000 ¥3,168,000 ¥2,772,000 ¥3,780,000 ¥3,024,000 ¥2,646,000 ¥3,600,000 ¥2,880,000 ¥2,520,000

6回 12回1回 3回
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e-Detailログレポート提出イメージ

視聴者情報レポート
アクセス日、識別コード、氏名、職種、勤務先、所属部署、勤務先住所、勤務先病床数
診療科目、視聴合計時間・視聴完了有無（テキスト版の場合は閲覧回数）、アンケート回答結果

※メールアドレスは含まれません。 ※薬剤師/看護師には診療科目は含まれません。

配信開始の翌日から掲載終了の翌日まで（休日問わず）
“累積形式”で毎日、日別ユニークの視聴/閲覧者情報をレポート提出致します（時刻はAM10時前後）。

また配信終了から2日後に、トータルのユニーク視聴/閲覧者のまとめリストを提出致します。

・・・・・

※ログレポートのダウンロード期限は7日間です。ご注意ください。

動画版の場合 テキスト版の場合

アクセス日 医師個人
識別コード

施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載

氏名 職種 勤務先名称 所属部署 勤務先郵便番号勤務先住所

2020/04/01 612345 3690001 日経　一郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第一病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 612346 3690002 日経　二郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第二病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 日経　薬子 薬剤師（薬局勤務） 日経BP薬局 108-8646 東京都　港区
2020/04/01 612348 3690004,3690010 日経　三郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP中央病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 日経　薬太郎 薬剤師（薬局開設） BPドラッグストア 108-8646 東京都　港区
2020/04/02 612350 3690007 日経　四郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/02 612351 3690004,3690012,3690045 日経　五郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第四病院 外科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/03 日経　六実 薬剤師（病医院勤務） 日経BP第10病院 薬剤部 108-8646 東京都　港区
2020/04/04 612353 3690009 日経　七子 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP労災病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　

勤務先病床数 施設識別コード
（NMO登録時施設）

病院（500床以上） 3690001
病院（500床以上） 3690002

　 区
病院（300～499床） 3690003

　 区
診療所（1～19床） 3690004
病院（300～499床） 3690005

　 区 3690006
病院（500床以上） 3690007

診療科目1 診療科目2 診療科目3 視聴環境 チャプタ1視聴
合計時間

チャプタ1
視聴完了

p.1
閲覧回数

p.2
閲覧回数

アンケート
問1

アンケート
問2

アンケート
問3

アンケート
問4

アンケート
問5

内科 PC 0:20 0 2 2
内科 循環器科 内分泌内科・糖尿病スマホ 0:09 0 1 1

PC 9:14 0 2 1
内科 神経内科 PC 9:20 1 1 0 2 2 2 2 コメントコメント

PC 9:20 1 1 1 4 1 1,2,3,4 3
腎臓内科 PC 10:16 1 1 1 4 2 1,3,4 2
内科 消化器内科 PC 10:17 1 2 0

PC 10:18 1 1 1 4 1 1,2,3,4 3 ダミーダミー
内科 PC 5:19 0 2 2


Sheet0

		アクセス日 ビ		医師個人
識別コード コジン シキベツ		施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載 シキベツ		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2






Sheet0

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設識別コード
（NMO登録時施設） シキベツ		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1
視聴合計時間		チャプタ1
視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント
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		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2
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e-Detailサマリーレポート提出イメージ

配信終了から5営業日後に提出いたします。

視聴時間分布
（動画版のみ）

視聴/閲覧の日別状況視聴/閲覧結果

誘導枠別結果

アンケート結果

アンケート内容は

・個人情報を取得するような設問
はご遠慮いただいております。

・配信内容に関係するものに限ら
せて頂きます。

・設問数は6問以内を原則とさせて
頂きます。

・択一式回答の設問を必ず１つは
設定ください。
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想定スケジュール

コンテンツをご提供頂く場合 コンテンツを制作させて頂く場合

配信開始

配信終了

配信翌日から配信終了の翌日まで日別ユニーク視聴(閲覧)ログレポートを提出致します。

配信終了から2営業日後に、トータルユニークのログレポートまとめ版を提出致します。
↓

配信終了から5営業日後にサマリーレポート提出致します。

制作期間：3～4か月程度
5週間前目途
①インフォメーションシートにてお申し込み頂きます。
（配信対象、配信日程、タイトル、アンケートなど）

↓
4週間前目途
②コンテンツをご入稿頂きます。

↓
3週間前目途
③日経BPより確認用の配信画面、誘導原稿をお送りいたしま

すので確認および回覧をお願いします。
↓

1週間前目途
④配信画面および誘導原稿をお戻し頂き、校了。
⑤セキュアなデータ便「日経BPリード・サポートセンター」

への利用者登録を完了していただきます。

4週間前目途
①インフォメーションシートにて正式にお申し込み頂きます。
（配信対象、配信日程、アンケートなど）

↓
3週間前目途
②日経BPより確認用の配信画面、誘導原稿をお送りいたしま

すので確認および回覧をお願いします。
↓

1週間前目途
④配信画面および誘導原稿をお戻し頂き、校了。
⑤セキュアなデータ便「日経BPリード・サポートセンター」

への利用者登録を完了していただきます。
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e-Detail Quizの概要

Step①
配信ターゲットの設定

Step②
動画版もしくはテキスト版にて
配信＋クイズ＋アンケート

動画版
or

テキスト版

Step③
視聴/閲覧者の個人情報を
含めたレポート提出

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・視聴(閲覧)時間
・クイズ回答結果
・アンケート回答結果
（回答者のみ）

※メールアドレスは含みません。
※薬剤師/看護師には、一部識
別コードが含まれる場合があり
ます。

MReach e-Detail Quizは、

・動画やテキストでコンテンツ配信し、
・認知や理解、学習目標に対する到達度をクイズで測り、

・コンテンツに対する評価をアンケートで把握できるパッケージです。

※配信期間は4週間 or 2週間 をお選びいただけます。
クイズ＆アンケートはそれぞれ6問以内にです。

クイズ
＆

アンケート

※その他の職種についてはお問い合わせください。

2021年12月31日

医師 196,847

勤務医 160,117 薬剤師 171,439

病院理事長・
院長 7,588 看護師・

准看護師 59,774

診療所理事長・
院長 29,142 保健師 3,562

助産師 1,905
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e-Detail Quiz展開イメージ（動画版の場合）

貴社製品/サービスの動画コンテンツをセグメントした配信ターゲットに告知
視聴者の個人情報とクイズ＆アンケート結果などをフィードバック致します。

コンテンツページ クイズ→解説→アンケート

※動画コンテンツで医師などによる解説。
図表掲載による理解促進。

※DIページへのリンク又はPDFで表示
※提供クレジット有
※貴社サイトへのリンク可能

※クイズ、アンケートは共に6問以内
※コンテンツに関する質問や
コンテンツ視聴後処方意向などの
意識変容等のアンケートを実施可能

※アンケート結果、自由回答など
含めレポート

※個人情報を取得するような設問は
ご遠慮いただいております。

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

対象者だけに告知 コンテンツ視聴

※配信期間は、4週間 or 2週間

視聴レポート提出

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の第三者提供

に関する許諾を取得します。

MReach規約画面
・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・視聴時間
・クイズ回答結果
・アンケート回答結果
（回答者のみ）

・メールアドレスは含みません。
・薬剤師/看護師には、一部識
別コードが含まれる場合があり
ます。

※Expの付与について

コンテンツ動画の終了後、「視聴
完了ボタン」を表示します。その
ボタンをクリックした視聴完了者
のみに320Expを付与致します。
また、クイズに全問正解すると追
加で50Expを付与致します。
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e-Detail Quiz展開イメージ（テキスト版の場合）

貴社製品/サービスのテキストコンテンツをセグメントした配信ターゲットに告知
視聴者の個人情報とクイズ＆アンケート結果などをフィードバック致します。

コンテンツページ クイズ→解説→アンケート

※クイズ、アンケートは共に6問以内
※コンテンツに関する質問や
コンテンツ視聴後処方意向などの
意識変容等のアンケートを実施可能

※アンケート結果、自由回答など
含めレポート

※個人情報を取得するような設問は
ご遠慮いただいております。

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

対象者だけに告知 コンテンツ閲覧

※配信期間は、4週間 or 2週間

視聴レポート提出

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の第三者提供

に関する許諾を取得します。

MReach規約画面

※テキストコンテンツで医師などによる
解説。図表掲載による理解促進。

※ＤＩページへのリンク又はPDFで表示
※提供クレジット有
※貴社サイトへのリンク可能

※Expの付与について

コンテンツ閲覧後、「閲覧完了ボ
タン」を表示します。そのボタン
をクリックした閲覧完了者のみに
320Expを付与致します。
また、クイズに全問正解すると追
加で50Expを付与致します。

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・視聴時間
・クイズ回答結果
・アンケート回答結果
（回答者のみ）

・メールアドレスは含みません。
・薬剤師/看護師には、一部識
別コードが含まれる場合があり
ます。
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Quiz画面のイメージ（6問以内）

●設問数
6問まで（シングルアンサー、マルチプルアン
サーどちらも対応可能・自由記述不可）
●設問文の文字数
推奨 200文字以内（最大1024文字）
●選択肢数
推奨 5つまで（最大10個）
●選択肢の文字数
推奨 50文字以内（最大256文字）
●解答用解説文
推奨 300文字以内（最大1024文字）
●解答用図版（有無選択可能）
1問につき1点まで
ファイル形式：jpeg、1点につき5MB以内
表示サイズ：720×405px

●設問ページでは全問分の、
・設問内容
・選択肢
を1画面内に表示し、回答ボタンで次ページへ進みます。

●正答ページでは自身の解答、正解と解説文を掲出します。
図版の掲出も可能です。

●全問正解すると、ボーナスExpとして50Expを追加で進呈す
る仕組みになっています。

●クイズへの回答は1アカウントにつき1回までとなります。
回答後に再度クイズ画面に遷移しますと、「既にお答えいた
だいております」という表示とともに、設問と正解および解
説文を再表示いたします。

アンケート画面

クイズ設問＆回答画面 クイズ正答
＆

解説画面

コンテンツ画面

視聴/閲覧完了後の
自動遷移
または

視聴/閲覧中の回答
が可能です。

●設問数
6問まで
（シングルアンサーのみ。自由記述も可能）
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e-Detail Quizログレポート提出イメージ

視聴者情報レポート
アクセス日、識別コード、氏名、職種、勤務先、所属部署、勤務先住所、勤務先病床数
診療科目、視聴合計時間・視聴完了有無、閲覧回数、クイズ回答結果、正答率、アンケート回答結果

※メールアドレスは含まれません。

配信開始の翌日から配信終了の翌日まで（休日問わず）
“累積形式”で毎日、日別ユニークの視聴者情報をレポート提出致します。（時刻はAM10時前後）

また配信終了から2日後に、トータルのユニーク視聴者のまとめリストを提出致します。

・・・

※ログレポートのダウンロード期限は7日間です。ご注意ください。

動画版のみ テキスト版のみ

※薬剤師/看護師には診療科目は含まれません。

アクセス日 医師個人
識別コード

施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載

氏名 職種 勤務先名称 所属部署 勤務先郵便番号勤務先住所

2020/04/01 612345 3690001 日経　一郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第一病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 612346 3690002 日経　二郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第二病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 日経　薬子 薬剤師（薬局勤務） 日経BP薬局 108-8646 東京都　港区
2020/04/01 612348 3690004,3690010 日経　三郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP中央病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/01 日経　薬太郎 薬剤師（薬局開設） BPドラッグストア 108-8646 東京都　港区
2020/04/02 612350 3690007 日経　四郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/02 612351 3690004,3690012,3690045 日経　五郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第四病院 外科 108-8646 東京都　港区　 　
2020/04/03 日経　六実 薬剤師（病医院勤務） 日経BP第10病院 薬剤部 108-8646 東京都　港区
2020/04/04 612353 3690009 日経　七子 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP労災病院 内科 108-8646 東京都　港区　 　

勤務先病床数 施設識別コード
（NMO登録時施設）
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内科 PC 0:20 0 2 2 2 1 3 1 1 3 33%
内科 循環器科 内分泌内科・糖スマホ 0:09 0 1 1 1 1 2 2 3 3 100%

PC 9:14 0 2 1 4 1 3 2 4 3 67%
内科 神経内科 PC 9:20 1 1 0 4 2 4 3 4 4 0% 2 2 2 2 コメントコメント

PC 9:20 1 1 1 2 1 1 2 4 4 25% 4 1 1,2,3,3
腎臓内科 PC 10:16 1 1 1 3 1 2 2 4 4 60% 4 2 1,3,4 2
内科 消化器内科 PC 10:17 1 2 0 1 1 1 1 1 1 50%

PC 10:18 1 1 1 1 1 2 2 3 3 100% 4 1 1,2,3,3 ダミーダミー
内科 PC 5:19 0 2 2 2 2 3 1 4 4 0%


Sheet0

		アクセス日 ビ		医師個人
識別コード コジン シキベツ		施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載 シキベツ		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2






Sheet0

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設識別コード
（NMO登録時施設） シキベツ		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1
視聴合計時間		チャプタ1
視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2






e-Detail

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2





Quiz

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		クイズ問1		クイズ問2		クイズ問3		クイズ問4		クイズ問5		クイズ問6		正答率 セイトウ リツ		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2		2		1		3		1		1		3		33%										

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1		1		1		2		2		3		3		100%										

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1		4		1		3		2		4		3		67%										

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		4		2		4		3		4		4		0%		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		2		1		1		2		4		4		25%		4		1		1,2,3,4		3		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		3		1		2		2		4		4		60%		4		2		1,3,4		2		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0		1		1		1		1		1		1		50%

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		1		1		2		2		3		3		100%		4		1		1,2,3,4		3		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2		2		2		3		1		4		4		0%
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e-Detail Quizサマリーレポート提出イメージ

配信終了から5営業日後に提出いたします。

視聴時間分布
（動画版のみ）

視聴/閲覧の日別状況視聴/閲覧結果

誘導枠別結果

クイズ＆アンケート
回答結果

クイズ＆アンケートの内容は

・個人情報を取得するような設問はご
遠慮いただいております。

・配信内容に関係するものに限らせて
頂きます。

・設問数はクイズ、アンケート共に
それぞれ6問以内とさせて頂きます。

・択一式回答の設問を必ず１つは設定
ください。
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e-Detail Quiz料金表（動画版、テキスト版共通）

ターゲット数（告知対象者数）によって料金が異なります。1回から実施可能。
回数レートの適用は、1年単位、製剤ごとになります。

医師と薬剤師（もしくは看護師）への同時配信の場合、実施料金テーブルにおける低い方の金額が12回レートに。
＜Ex.医師3万人＋薬剤師3万人対象の4週間/1回レートの場合⇒￥3,750,000+￥2,580,000＝￥6,330,000＞

◆e-Detail Quiz配信料金 4週間
【告知】メール配信（2回）配信開始当日および2週間経過後（時間は15時予定）

テキストバナー（4週間）※初日は10時より掲載開始予定

医師を配信対象とした場合、
クリック率10～20%、ユニーク視聴者数6～12%想定
クイズ回答率は、ユニーク視聴者の約65～80%を想定

アンケート回答率は、ユニーク視聴者数の約40～50%を想定

◆e-Detail Quiz配信料金 2週間
【告知】メール配信（1回）配信開始当日（時間は15時予定）

テキストバナー（2週間）※初日は10時より掲載開始予定
医師を配信対象とした場合、

クリック率5～10%、ユニーク視聴者数4～7%想定

【重要】コ・プロモーションの場合、下記金額にシステム追加利用料として別途30万円（税別）を申し受けます。
※視聴ログおよびサマリーレポートのご提供が無い場合、システム追加利用料は発生いたしません。

【重要】下記の金額に加え、クイズ正答画面の制作費30万円（税別）が1回あたり掛かります。
※設問および回答、解説文はご支給いただく前提の料金となります。

【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

実施回数
告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥1,238,000 ¥990,000 ¥866,000 ¥1,188,000 ¥950,000 ¥831,000 ¥1,150,000 ¥920,000 ¥805,000 ¥1,088,000 ¥870,000 ¥761,000
～5,000 ¥1,485,000 ¥1,188,000 ¥1,040,000 ¥1,425,000 ¥1,140,000 ¥998,000 ¥1,380,000 ¥1,104,000 ¥966,000 ¥1,305,000 ¥1,044,000 ¥914,000
～10,000 ¥1,710,000 ¥1,368,000 ¥1,198,000 ¥1,650,000 ¥1,320,000 ¥1,155,000 ¥1,590,000 ¥1,273,000 ¥1,113,000 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥1,071,000
～15,000 ¥1,935,000 ¥1,548,000 ¥1,355,000 ¥1,845,000 ¥1,476,000 ¥1,291,000 ¥1,755,000 ¥1,404,000 ¥1,229,000 ¥1,665,000 ¥1,333,000 ¥1,165,000
～20,000 ¥2,160,000 ¥1,728,000 ¥1,513,000 ¥2,070,000 ¥1,656,000 ¥1,449,000 ¥1,950,000 ¥1,560,000 ¥1,365,000 ¥1,860,000 ¥1,488,000 ¥1,303,000
～25,000 ¥2,385,000 ¥1,908,000 ¥1,670,000 ¥2,273,000 ¥1,818,000 ¥1,591,000 ¥2,160,000 ¥1,728,000 ¥1,513,000 ¥2,055,000 ¥1,644,000 ¥1,439,000
～30,000 ¥2,610,000 ¥2,088,000 ¥1,828,000 ¥2,475,000 ¥1,980,000 ¥1,733,000 ¥2,370,000 ¥1,896,000 ¥1,659,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000
～40,000 ¥3,060,000 ¥2,448,000 ¥2,143,000 ¥2,910,000 ¥2,328,000 ¥2,038,000 ¥2,775,000 ¥2,220,000 ¥1,943,000 ¥2,640,000 ¥2,113,000 ¥1,848,000
～100,000 ¥3,510,000 ¥2,808,000 ¥2,458,000 ¥3,330,000 ¥2,664,000 ¥2,331,000 ¥3,150,000 ¥2,520,000 ¥2,205,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000
100,001～ ¥4,200,000 ¥3,360,000 ¥2,940,000 ¥3,960,000 ¥3,168,000 ¥2,772,000 ¥3,780,000 ¥3,024,000 ¥2,646,000 ¥3,600,000 ¥2,880,000 ¥2,520,000

1回 3回 6回 12回

実施回数
告知対象者数 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師 医師 薬剤師 看護師

～2,000 ¥1,563,000 ¥1,250,000 ¥1,094,000 ¥1,500,000 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥1,450,000 ¥1,160,000 ¥1,015,000 ¥1,350,000 ¥1,080,000 ¥945,000
～5,000 ¥1,875,000 ¥1,500,000 ¥1,313,000 ¥1,800,000 ¥1,440,000 ¥1,260,000 ¥1,740,000 ¥1,392,000 ¥1,218,000 ¥1,620,000 ¥1,296,000 ¥1,134,000
～10,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000 ¥2,175,000 ¥1,740,000 ¥1,523,000 ¥2,100,000 ¥1,680,000 ¥1,470,000 ¥1,950,000 ¥1,560,000 ¥1,365,000
～15,000 ¥2,625,000 ¥2,100,000 ¥1,838,000 ¥2,520,000 ¥2,016,000 ¥1,764,000 ¥2,400,000 ¥1,920,000 ¥1,680,000 ¥2,250,000 ¥1,800,000 ¥1,575,000
～20,000 ¥3,000,000 ¥2,400,000 ¥2,100,000 ¥2,850,000 ¥2,280,000 ¥1,995,000 ¥2,700,000 ¥2,160,000 ¥1,890,000 ¥2,600,000 ¥2,080,000 ¥1,820,000
～25,000 ¥3,375,000 ¥2,700,000 ¥2,363,000 ¥3,188,000 ¥2,550,000 ¥2,231,000 ¥3,038,000 ¥2,430,000 ¥2,126,000 ¥2,888,000 ¥2,310,000 ¥2,021,000
～30,000 ¥3,750,000 ¥3,000,000 ¥2,625,000 ¥3,525,000 ¥2,820,000 ¥2,468,000 ¥3,375,000 ¥2,700,000 ¥2,363,000 ¥3,225,000 ¥2,580,000 ¥2,258,000
～40,000 ¥4,500,000 ¥3,600,000 ¥3,150,000 ¥4,275,000 ¥3,420,000 ¥2,993,000 ¥4,050,000 ¥3,240,000 ¥2,835,000 ¥3,900,000 ¥3,120,000 ¥2,730,000
40,001～ ¥5,250,000 ¥4,200,000 ¥3,675,000 ¥4,950,000 ¥3,960,000 ¥3,465,000 ¥4,725,000 ¥3,780,000 ¥3,308,000 ¥4,500,000 ¥3,600,000 ¥3,150,000

1回 3回 6回 12回
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Owned Media支援サービスのご案内
本メニューは自社サイトで配信するWeb講演会への誘導には

ご利用いただけませんので、ご注意ください。
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Linkの概要（医師のみ対象）

Step①
配信ターゲット

の設定

Step②
サイトおよびメール

にて告知

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

Step④
閲覧者の個人
情報を提供

・氏名
・勤務先名／住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・メールアドレスは
提供致しません。日経メディカル Onlineにより医

師であることが確認されている
医師読者リストより
・診療科目
・記事閲覧履歴
・識別コードマッチング
などでターゲットを抽出します。

Step③
貴社サイト
へリンク

貴社の医療従事
者向けサイト

・日経メディカル Onlineで医師であることが確認された読者を、貴社の医師向け（医療従事者向け）
サイトへID/PWや医療従事者であることの確認なしに、スムーズに誘導するためのサービスです。

・1クリック＝1,000円のアフィリエイト方式で、クリックした医師読者の個人情報を提供致します。
・1人あたり3クリックまで課金、４クリック目以降は非課金。

MReach規約画面

※コ・プロモーション案件で、
許諾を得られなかった企業に
対して個人情報を提供するこ

とはできません。

このクリックが
課金対象になります。

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の第三者提供

に関する許諾を取得します。

医師 属性内訳 2021年12月

医師 196,847
勤務医 160,117

病院理事長・院長 7,588

診療所理事長・院長 29,142
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貴社サイトへのリンクに際して

サイト内テキストアド(PC&スマホ)

ターゲティングメール

・氏名
・勤務先名
・勤務先住所
・識別コード
・職種
・診療科目
・メールアドレス
は提供致しません。

閲覧者の個人情報を提供

※「閲覧」ボタンをクリックすると製薬企業のサイトへ
ジャンプし、その段階でExpを付与します。

貴社の医療従事
者向けサイト

事前にお願いしたいこと

・貴社の医療従事者向けサイトがID/PWを必
要とする場合、そのID/PWを求められない環
境を実現したURLをご用意頂き、そちらにリン
クできるよう事前の手配をお願い致します。

・貴社の医療従事者向けサイトが医療従事者で
あることの確認を「はい」「いいえ」で確認さ
れる場合、その確認を求められない環境を実現
したURLをご用意頂きたくお願いします。それ
が難しい場合は、「はい」「いいえ」を求めら
れる環境へのリンクもＯＫです。
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対象者への告知方法

■ 件名は全角38文字以内
■ メール本文は全角34文字×20行程度
■ メール内にリンク先は1つ。D.I.を含むと2つまで。
■ メール下部に日経メディカル Online関連記事

/ランキングを記載します。
（記事の選択は日経メディカル Onlineで行います。）

①ターゲット医師の画面だけに
テキストアドを表示

②ターゲット医師だけに
ターゲティングメールを配信

■ 全角20文字×2行
※ 複数社の告知がある場合、

並び順はローテーションになります。

★原稿は日経BPが制作致します。
★掲載期間は最大1か月です。

★原稿は日経BPが制作致します。
★メールリンクの有効期間は約2週間です。

※MReach Linkは80Exp、Link liteは50Expを事後に付与いたします。

Link

Link
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Linkの料金設定

・費用 クリック単価1,000円×クリック数（1人あたり3クリックまで課金、4クリック目以降は非課金）

◆基本料金

◆ご出稿シミュレーション

※「テキストアドは1か月間の掲載、メール配信は2回」を算定条件にしております。
⇒テキストアドの掲載初日は10時より掲載開始予定
⇒メール配信は1本目（配信開始当日）、2本目（半月経過後）にて配信します。（配信時刻は13時予定）

※2ミニマム費用：1回あたりの基本料金として定義し、クリック数が500に満たない場合は、こちらの費用をご請求させて頂きます。

【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

【重要】
①コ・プロモーションの場合、上記金額にシステム追加利用料として別途30万円（税別）を申し受けます。
※視聴ログおよびレポートのご提供が発生しない場合、システム追加利用料は発生いたしません。

②本メニューは自社サイトで配信するWeb講演会への誘導にはご利用いただけません。

ご予算上限目安 配信数（名）
テキストアド＆メール

想定最大クリック率
（合計）

想定最大クリック数 クリック単価 ミニマム費用
※2

～750,000円 ～5,000通(名)

15％

～750クリック

1,000円 500,000円

～1,500,000円 ～10,000通(名) ～1,500クリック

～2,250,000円 ～15,000通(名) ～2,250クリック

～3,000,000円 ～20,000通(名) ～3,000クリック

～4,500,000円 ～30,000通(名) ～4,500クリック

～6,000,000円 ～40,000通(名) ～6,000クリック
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Linkのログレポート提出イメージ

視聴者情報レポート
アクセス日、識別コード、氏名、職種、勤務先、所属部署、勤務先住所、
勤務先病床数、診療科目、遷移回数 ※メールアドレスは含まれません。

配信開始の翌日から配信終了の翌日まで（休日問わず）
“累積形式”で毎日、前日の日別ユニークのログをレポート致します。（時刻はAM2時前後）

・・・・・

※ログレポートのダウンロード期限は7日間です。ご注意ください。

アクセス日 医師個人
識別コード

施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載

氏名 職種 勤務先名称 所属部署

2020/04/01 612345 3690001 日経　一郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第一病院 内科
2020/04/01 612346 3690002 日経　二郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第二病院 内科
2020/04/01 日経　薬子 薬剤師（薬局勤務） 日経BP薬局
2020/04/01 612348 3690004,3690010 日経　三郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP中央病院 内科
2020/04/01 日経　薬太郎 薬剤師（薬局開設） BPドラッグストア
2020/04/02 612350 3690007 日経　四郎 医師（診療所理事長・院長） 日経BP第三診療所
2020/04/02 612351 3690004,3690012,3690045 日経　五郎 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP第四病院 外科
2020/04/03 日経　六実 薬剤師（病医院勤務） 日経BP第10病院 薬剤部
2020/04/04 612353 3690009 日経　七子 医師（勤務医：病院・診療所・研究所など） 日経BP労災病院 内科

勤務先郵便番号 勤務先住所 勤務先病床数 施設識別コード
（NMO登録時施設） 診療科目1 診療科目2 診療科目3 遷移回数

108-8646 東京都　港区　 　病院（500床以上） 3690001 内科 2
108-8646 東京都　港区　 　病院（500床以上） 3690002 内科 循環器科 内分泌内科・糖尿病 1
108-8646 東京都　港区 1
108-8646 東京都　港区　 　病院（300～499床） 3690003 内科 神経内科 4
108-8646 東京都　港区 1
108-8646 東京都　港区　 　診療所（1～19床） 3690004 腎臓内科 2
108-8646 東京都　港区　 　病院（300～499床） 3690005 内科 消化器内科 1
108-8646 東京都　港区 3690006 1
108-8646 東京都　港区　 　病院（500床以上） 3690007 内科 1


e-Detail

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2





Quiz

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		クイズ問1		クイズ問2		クイズ問3		クイズ問4		クイズ問5		クイズ問6		正答率 セイトウ リツ		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2		2		1		3		1		1		3		33%										

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1		1		1		2		2		3		3		100%										

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1		4		1		3		2		4		3		67%										

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		4		2		4		3		4		4		0%		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		2		1		1		2		4		4		25%		4		1		1,2,3,4		3		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		3		1		2		2		4		4		60%		4		2		1,3,4		2		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0		1		1		1		1		1		1		50%

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		1		1		2		2		3		3		100%		4		1		1,2,3,4		3		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2		2		2		3		1		4		4		0%





Link

		アクセス日 ビ		医師個人
識別コード コジン シキベツ		施設識別コード（MDB）
※病床数の多い順に左から記載 シキベツ		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		遷移回数 センイ カイスウ

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						2

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		1

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												1

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				4

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												1

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						2

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				1

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								1

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						1






e-Detail

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5		アンケート問6

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2												

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1												

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1												

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		2		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		4		2		1,3,4		2		1,2,3,6		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		4		1		1,2,3,4		3		5,6		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2





Quiz

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設DCF
（NMO登録時施設）		診療科目1		診療科目2		診療科目3		視聴環境		チャプタ1視聴合計時間		チャプタ1視聴完了		p.1閲覧回数		p.2閲覧回数		クイズ問1		クイズ問2		クイズ問3		クイズ問4		クイズ問5		クイズ問6		正答率 セイトウ リツ		アンケート問1		アンケート問2		アンケート問3		アンケート問4		アンケート問5

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						PC		0:20		0		2		2		2		1		3		1		1		3		33%										

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		スマホ		0:09		0		1		1		1		1		2		2		3		3		100%										

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:14		0		2		1		4		1		3		2		4		3		67%										

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				PC		9:20		1		1		0		4		2		4		3		4		4		0%		2		2		2		2		コメントコメント

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２												PC		9:20		1		1		1		2		1		1		2		4		4		25%		4		1		1,2,3,4		3		

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						PC		10:16		1		1		1		3		1		2		2		4		4		60%		4		2		1,3,4		2		

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				PC		10:17		1		2		0		1		1		1		1		1		1		50%

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２				3690006								PC		10:18		1		1		1		1		1		2		2		3		3		100%		4		1		1,2,3,4		3		ダミーダミー

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						PC		5:19		0		2		2		2		2		3		1		4		4		0%





Link

		アクセス日 ビ		医師DCF		施設DCF（MDB）		氏名		職種		勤務先名称		所属部署		勤務先郵便番号		勤務先住所		勤務先病床数		施設識別コード
（NMO登録時施設） シキベツ		診療科目1		診療科目2		診療科目3		遷移回数 センイ カイスウ

		2020/04/01		612345		3690001		日経　一郎 ニッケイ イチロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第一病院 ニッケイ ダイ イチ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690001		内科 ナイカ						2

		2020/04/01		612346		3690002		日経　二郎 ニッケイ ジロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第二病院 ニッケイ ダイ ２ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690002		内科 ナイカ		循環器科 ジュンカンキカ		内分泌内科・糖尿病科 ナイブンピツナイカ トウニョウビョウ カ		1

		2020/04/01						日経　薬子 ニッケイ クスリ コ		薬剤師（薬局勤務） ヤクザイ シ ヤッキョク キンム		日経BP薬局 ニッケイ ヤッキョク				108-8646		東京都　港区												1

		2020/04/01		612348		3690004,3690010		日経　三郎 ニッケイ サブロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP中央病院 ニッケイ チュウオウ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690003		内科 ナイカ		神経内科 シンケイ ナイカ				4

		2020/04/01						日経　薬太郎 ニッケイ ヤク タロウ		薬剤師（薬局開設） ヤクザイ シ ヤッキョク カイセツ		BPドラッグストア				108-8646		東京都　港区												1

		2020/04/02		612350		3690007		日経　四郎 ニッケイ シロウ		医師（診療所理事長・院長）		日経BP第三診療所 ニッケイ ダイ サン シンリョウジョ				108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		診療所（1～19床） シンリョウジョ		3690004		腎臓内科 ジンゾウ ナイカ						2

		2020/04/02		612351		3690004,3690012,3690045		日経　五郎 ニッケイ ゴロウ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP第四病院 ニッケイ ダイ ４ ビョウイン		外科 ゲカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（300～499床）		3690005		内科 ナイカ		消化器内科 ショウカキ ナイカ				1

		2020/04/03						日経　六実 ニッケイ ロク ミ		薬剤師（病医院勤務） ヤクザイ シ ビョウ イイン キンム		日経BP第10病院 ニッケイ ダイ ビョウイン		薬剤部 ヤクザイ ブ		108-8646		東京都　港区				3690006								1

		2020/04/04		612353		3690009		日経　七子 ニッケイ ナナ コ		医師（勤務医：病院・診療所・研究所など）		日経BP労災病院 ニッケイ ロウサイ ビョウイン		内科 ナイカ		108-8646		東京都　港区　虎ノ門　４－３－１２		病院（500床以上）		3690007		内科 ナイカ						1
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Link lite（医師および薬剤師を対象）

Step①
配信ターゲット

の設定

Step②
サイトおよびメール

にて告知

Step⑤
アクセス数の
ご報告

Step④
貴社サイト
へリンク

貴社の医療従事
者向けサイト

・日経メディカル Onlineにて医師および薬剤師として登録された読者を、貴社の医師向け（医療従事者向
け）サイトへ誘導する際、貴社サイト内でID/PWや医療従事者確認無く、スムーズに誘導するサービスです。

・医師は1クリック＝600円／薬剤師は1クリック＝400円のアフィリエイト方式で、
クリックした読者の個人情報は提供致しません。

サイト内テキストアド
(PC&スマホ)

ターゲティングメール

MReach規約画面

※コ・プロモーション案件で、
許諾を得られなかった企業に
対して個人情報を提供するこ

とはできません。

このクリックが
課金対象になります。

※MReachでの初出の企業
（製品ではなく）の場合にのみ

規約画面が表示され、
その企業への個人情報の第三者提供

に関する許諾を取得します。

薬剤師 属性内訳 2021年12月

薬剤師 8,553
薬剤師（薬局開設） 9,157
薬剤師（薬局勤務） 90,618
薬剤師（病医院勤務） 29,932
薬剤師（製薬企業勤務） 8,768
薬剤師（医薬品卸勤務） 2,126
薬剤師（その他） 22,285

合計 171,439

医師 属性内訳 2021年12月

医師 196,847
勤務医 160,117

病院理事長・院長 7,588

診療所理事長・院長 29,142
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Link liteの料金設定（医師の場合）

・費用 医師のクリック単価600円×クリック数

◆基本料金

◆ご出稿シミュレーション

※「テキストアドは1か月間の掲載、メール配信は2回」を算定条件にしております。
⇒テキストアドの掲載初日は10時より掲載開始予定
⇒メール配信は1本目（配信開始当日）、2本目（半月経過後）にて配信します。（配信時刻は13時予定）

※2ミニマム費用：1回あたりの基本料金として定義し、クリック数が750に満たない場合は、こちらの費用をご請求させて頂きます。

※医師と薬剤師の双方を対象とした場合、それぞれにミニマム費用が発生いたしますのでご注意ください。
【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

【重要】本メニューは自社サイトで配信するWeb講演会への誘導にはご利用いただけません。

ご予算上限目安 配信数（名）
テキストアド＆メール

想定最大クリック率
（合計）

想定最大クリック数 クリック単価 ミニマム費用
※2

～900,000円 ～10,000通(名)

15％

～1,500クリック

600円 450,000円

～1,350,000円 ～15,000通(名) ～2,250クリック

～1,800,000円 ～20,000通(名) ～3,000クリック

～2,700,000円 ～30,000通(名) ～4,500クリック

～3,600,000円 ～40,000通(名) ～6,000クリック

～5,400,000円 ～60,000通(名) ～9,000クリック
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Link liteの料金設定（薬剤師の場合）

・費用 薬剤師のクリック単価400円×クリック数

◆基本料金

◆ご出稿シミュレーション

※「テキストアドは1か月間の掲載、メール配信は2回」を算定条件にしております。
⇒テキストアドの掲載初日は10時より掲載開始予定
⇒メール配信は1本目（配信開始当日）、2本目（半月経過後）にて配信します。（配信時刻は13時予定）

※2ミニマム費用：1回あたりの基本料金として定義し、クリック数が1,125に満たない場合は、こちらの費用をご請求させて頂きます。

※医師と薬剤師の双方を対象とした場合、それぞれにミニマム費用が発生いたしますのでご注意ください。
【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

ご予算上限目安 配信数（名）
テキストアド＆メール

想定最大クリック率
（合計）

想定最大クリック数 クリック単価 ミニマム費用
※2

～640,000円 ～20,000通(名)

8％

～1,600クリック

400円 450,000円

～960,000円 ～30,000通(名) ～2,400クリック

～1,440,000円 ～45,000通(名) ～3,600クリック

～1,920,000円 ～60,000通(名) ～4,800クリック

～2,560,000円 ～80,000通(名) ～6,400クリック

～3,200,000円 ～100,000通(名) ～8,000クリック

【重要】本メニューは自社サイトで配信するWeb講演会への誘導にはご利用いただけません。
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想定スケジュールと補足事項

※ 本サービスの誘導先は、製薬企業の医療
関係者向けサイトのみに限定します。

※ ターゲット医師マッチング（識別コード）対
応については費用はかかりません。

※ ターゲット医師/薬剤師へのメール配信対
応は費用がかかりません。

※ メール配信文面は日経BPにて作成します。

◆想定スケジュール

～配信5週間前目途
①ご予算、配信対象者ご決定とお申込み。

↓
～配信4週間前目途
②原稿作成のための基礎情報のご提供。

↓
～配信3～2週間前目途
③テキストおよびメール原稿の確認依頼。
④セキュアなデータ便「日経BPリード・サポートセンター」
への利用者登録を完了していただきます。

↓
～配信1週間前
⑤原稿のお戻し＆URLのご提供＆校了。

↓
配信開始～終了
⑥日次で個人情報ダウンロードサイトをメールでご案内
いたします。（MReach Linkの場合のみ）
MReach Link liteの場合は随時クリック数をレポート致
します。

◆補足
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メニュー内容のご案内
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MReach ターゲティングメールの概要

ＰＲスペース

HTML版テキスト版

■お申込までの流れ

・申込締切：配信希望日の10営業日前 ―「HTML」または「テキスト」の形式をご指定ください
・入稿締切：配信日の5営業日前

※本メニューにおいてはMReach規約は取らず、個人情報の提供はございません。

ＰＲスペース

※リンク先は最大3つまでです。

【キャンセルポリシー】p.53に掲載しております。事前にご確認ください。

※HTML想定開封率 15～20％（配信数に対して）
※テキスト版では開封率データはございません。
※想定クリック率 1.5%前後（配信数に対して）
※50Expを事後に付与いたします。（クリック条件）

配信費用 250円／通（2,000通未満の場合、一律50万円）

ターゲットの設定

①職種、診療科目等の日経メディカル Online属性

②記事閲覧履歴等とのマッチング

③識別コードでのマッチング

規定：共通 メール件名：全角30文字以内
リンク先（クリック可能領域）は最大3点（添付文書リンクは除く）

規定：HTML版 仕様：左右）640 × 天地）480ピクセル(固定)／150KB以内
入稿：HTML形式 ＋ .jpg または .png の画像ファイル形式

規定：テキスト版 仕様：全角38文字 × 30行程度
入稿：テキストファイル
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第三者提供する個人情報の取り扱いについて

１．個人情報の範囲
提供する個人情報は、読者が会員申込時に登録された「氏名」「勤務先施設名」「勤務先部署名・役職名」「勤務先郵便番号」「勤務先（または自宅）住
所」「職種」「診療科目」など、また「識別コード」および「視聴/閲覧/アンケートデータ」とします。

２．個人情報の提供方法
個人情報はパスワード設定したファイルをセキュアな環境にあるサーバー経由でダウンロードしていただきます。別途パスワードは事務局より貴社ご指定
の方へメールにてご連絡いたします。

３．許諾内容の遵守
貴社は、本個人情報の貴社への提供のために弊社が貴社による第２条１項の利用目的の実施のために許諾をとった応募者、サイト閲覧者(以下｢対象者｣)に
対し、本個人情報の内容に従って、資料等の送付および連絡を行うものとします。その際、送付および連絡の方法は、対象者が許諾した内容、範囲に従う
ものとします。また、弊社から受領した対象者の許諾に関する記録は、貴社において必要となる期間、保管するものとします。

４．本個人情報の利用目的
１．本個人情報は、貴社からのご案内(製品・サービス情報の紹介)など、対象者が許諾した目的のみに利用可能とします。
２．上記１項以外の目的で本個人情報を利用する場合は、貴社があらためて個々の対象者から個別に承諾を得ることとします。

５．本個人情報の管理等
本個人情報の第三者への開示、公表、漏洩、譲渡、貸与または配布等はご遠慮ください。不要になった場合の廃棄処理や、対象者からの訂正、削除要求な
どには適切に対処するものとします。

６．責任
ご提供した本個人情報は、貴社の責任において厳正に管理をお願いします。万が一、貴社の責任による本個人情報にかかる事故やトラブルが生じたときは
責任をもって対処していただくとともに、ただちに弊社にご連絡をお願いします。弊社の責に帰すべき事由によらず、対象者または貴社に損害が生じた場
合、弊社の責任は問わないものとします。また、弊社は本個人情報を、登録者が入力した現状有姿のまま貴社に渡し、その際、登録者による誤記入の発生
については了承するものとします。また、本個人情報の取り扱いにおいて、クレーム等が発生した場合、両社がお互いに誠意を持って協議し、解決するも
のとします。

個人情報は、セキュアなデータ便である『日経BPリード・サポートセンター』
よりお届けいたします。下記、『個人情報を提供する際の取り扱いルール』を
遵守いただきますようお願いいたします。
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MReachメニューのキャンセルポリシー

お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルする場合は、弊社のキャンセルポリシーに基づき、
キャンセル料が発生いたします。お申し込み前に、必ずご確認ください。
なお、「お申し込み」とはインフォメーションシートのご提出という前提となりますが、インフォメー
ションシートのご提出に先立ち、弊社にて各種画面や原稿の作成などが発生した場合は、お申し込み済み
とさせていただきます。

【MReach Web講演会】
・お申込み後～告知開始前日：料金の30%
・告知開始～講演会前日：料金の50%
・講演会開催当日：料金の100%

【MReach e-Detail/e-Detail Quiz】
・お申込み後～配信開始前日：料金の30%
・配信開始後：料金の100%

【MReach Link/Link lite】
・お申込み後～配信開始前日：お申込み案件のミニマム料金
・配信開始後：クリック数に準じた金額（ミニマム未達の場合はミニマム料金）

【MReach ターゲティングメール】
・お申込み後～配信開始前日：料金の30%
・配信当日：料金の100％

※インフォメーションシート提出期日までに提出遅延に関するご連絡がなくキャンセルとなった場合、
20万円（税別）のキャンセル料をご請求いたします。
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お問い合わせ

ブランディング支援

プロモーション支援

認知

理解

促進

各種バナー類
・ビルボード
・エントランスアド
・レクタングル

各種タイアップ広告
・日経メディカル Online CLOSE UP！

日経メディカル Onlineは
ブランディングからプロモーションまで幅広く支援して参ります

各種e-promotionメニュー
・MReach Web講演会
・MReach e-Detail
・MReach e-Detail Quiz
・MReach Link
・MReach ターゲティングメール

日経ＢＰ 医療メディア広告部
Tel:03-6811-8036 e-mail:nm-ad@nikkeibp.co.jp
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