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Towards Carbon Neutrality by 2050 
2022年10月24日発行予定

日本経済新聞社
グローバルイベントユニット
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「UNLOCK THE REAL JAPAN」は日本経済新聞社が発行するNikkei Asia

とタイムアウト東京のコラボレーションで年に２回発行されている英文媒体

です。アジア含め海外で活躍するビジネスリーダーに向け、旬のテーマと人

にフォーカスして日本の最新情報を届けています。

今号は11月上旬にエジプトで開催される「COP27」を睨んで「カーボン

ニュートラル特集」を実施します。脱炭素化に向けた日本の取り組みについ

て最新動向を紹介、「COP27」の現地においても本特集が参加者の目に触れ

られるよう方策を検討中です。



3

カーボンニュートラル特集

第一特集：日本のカーボンニュートラル最新動向

・巻頭インタビュー：経産省または環境相の閣僚級インタビュー

・日本の再生エネルギーの現状と先進国との比較（有識者等インタビュー）

・脱炭素を目指す自治体の取り組み（「令和4年度SDGs未来都市」の選定企業より）

・脱炭素化に向けた各企業の挑戦（複数業種から）

・アジアの脱炭素化に向けた日本の技術（「アジア・ゼロエミッション共同体」関連）

第二特集：持続可能な観光・食を考える

・脱炭素化に取り組む観光地（ゼロカーボンパーク等）

・サステイナブルガストロノミー（店紹介および有識者インタビュー）等
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CN特集 デジタル版 媒体概要

掲載期間： 2022年10月24日（月）～３か月間

PV数： 7,000PV（想定）

企画・発行： 日本経済新聞社

編集協力： タイムアウト東京

2022年3月21日発行「大阪関西万博特集号」より
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CN特集 プリント版 媒体概要

発行地域： 日本

発行日： 2022年10月24日（月）（予定）

発行部数： 15,000部

判型： A4変形（天地×左右＝268mm×204mm）

ＰＤＦ： PDFはデジタル版にも掲載します。

企画・発行： 日本経済新聞社

編集協力： タイムアウト東京

配布先： Nikkei Asia通常号同梱
「COP27」の会場（予定）
国内の駐日外国公館
国内のラグジュアリーホテル 2022年3月21日発行「大阪関西万博特集号」より



6

タイアップ広告について

制作スケジュール（目安）2か月程度

実施決定
↓
オリエンテーション 7週間前
（貴社の発信したい内容について

ヒアリングさせていただきます）
↓
コンテンツ案提出 6週間前
↓
取材 4週間前
↓
テキスト校正 3週間前
↓
レイアウト・ＰＤＦ校正 2週間前
↓
校了・入稿

プリント版デジタル版
Nikkei Asiaよりバナー広告で誘導を図ります。



建設・建材業界
関連編集記事
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特集内：建設・建材業界カーボンニュートラル企画

〇掲載枠：プリント・デジタルで掲載一枠（プリント1/3ページ相当）

〇発行部数・想定PV
プリント版 約15,000部、デジタル版 想定PV 9,000PV 合計数24,000PV
〇デジタル版誘導施策：
Nikkei Asia バナー誘導400,000 IMP+スポンサードコンテンツ誘導

〇料金：600,000円（税別）

〇原稿・記事内容
①貴社ロゴ（英字推奨）②貴社のカーボンニュートラルの取組み200文字
（英字推奨）③イメージ画像１点

〇お申し込み・原稿送付方法
global.inquiry@nex.nikkei.co.jpまで電子メールにてご連絡ください。
担当者よりご返信いたします。
①お申し込み・日本語原稿締切は9月12日（月）となります。

※英文原稿の場合は、9月15日（木）原稿締切です。
②お送りいただくロゴデータは以下の注意事項にご留意ください。

■ サイズは原稿に合わせて弊社で調整の上、使用します。
■ 本特集は英字掲載のため、ロゴは英字推奨です。英字ロゴを所有していない、またはロゴを掲載しない場
合はBタイプにて承ります。
■ 記事はカラーを基調としています。このため、ロゴデータはカラー推奨ですが、モノクロでも対応可能で
す。
■ ファイル形式はAdobe Illustrator_CS6 以下のバージョンの「.ai」（アウトライン化されたもの）でお願い
します。

もし、「.eps」「.jpg」などの画像データの場合は、原寸の250～300dpi の解像度でお願いいたします。
※画像データだと鮮明に出ない場合がありますので、なるべく「.ai」形式で送付ください。
※PDF データは使用不可です。

■ 数点添付した場合は使用するロゴを指定してください。

2050年、カーボンニュートラル実現に向け各業界が取り組む中でも、計画から竣工ま
で時間のかかる建設業界および建材業界にとって約30年後は近い将来です。
「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」をキーワードに環境技術の開発が進む、次世代コン
クリ―トや洋上風力などの事業、普及が大いに期待される再エネ建材など、世界に誇
れる注目の日本企業の取り組みを建設・建材業界にフォーカスし特集掲載いたします。

建設・建材業界
特集

建設・建材業界
特集

mailto:global.inquiry@nex.nikkei.co.jp
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広告料金表/お申込み・原稿入稿締切日

¥1,600,000

プリント版

商品メニュー 金額

¥4,000,000

¥3,400,000

¥2,400,000

¥3,000,000

¥2,000,000

¥1,800,000

¥1,200,000

タイアップ2P*

デジタル版

商品メニュー 金額

タイアップページ*

誘導広告

Nikkei Asia レクタングル

300,000imp＋スポンサードコ

ンテンツ枠

ホスティング期間3カ月

¥3,000,000

¥3,200,000

第1見開き

センター見開き

通常見開き

表4

目次対向

コラム対向

中面記事対向

タイアップ1P*

*タイアップ制作費は上記料金に含まれています。
※プリント版は約12000部。
※上記料金に消費税は含まれておりません。

お申込み締切日
デジタル版タイアップ：9月15日（木）
プリント版タイアップ：9月15日（木）
プリント版純広告： 9月30日（金）

プリント版純広告入稿締切日：10月12日（水）

＜オプション＞

FT.com

月間PV： 約 100,000,000

月間UB： 約 18,000,000

UNLOCK の

貴社タイアップページへの

誘導バナーを掲載

誘導期間３ヶ月間

誘導バナー配信

2022年10月配信開始の場合

136,612imp～

1,500,000円～
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日本経済新聞社が2013年秋に創刊（創刊時の名称はNikkei Asian Review、2020年秋に改称）した、アジアのニュースを英語で世界に発信するニュース媒体。Webと雑
誌両方でご覧いただけます。
アジアにおける優れた報道を表彰するアジア出版者協会賞（The Society of Publishers in Asia’s Awards）を7年連続受賞。米報道団体SABEWの4部門で3つの最

優秀賞など受賞。その報道は高い評価を得ています。ESG、気候変動については、アジア諸国においても大きなトピックスのため、Nikkei Asiaの中でもClimate Changeと一つの
記事コーナーが設けられ、読者の注目を集めるトピックスになっています。

【読者の役職】 【国別アクセストップ10】

※出典：Google Analytics Report Jan 1st – Dec 31st, 2021 Monthly Avg.

Exec.Mgmt./Manager

C-suite

VP/Director

Analyst

Owner/Partner/proprietor

Consultant

Doctor,Lawyer,Engineer,etc

Professor/Teacher

Associate

26.0%

19.7%

11.1%

10.3%

7.9%

6.7%

5.8%

5.8%

3.9%

アメリカ 24.4% 

フィリピン 10.7% 

マレーシア 9.1%

シンガポール 8.8%

日本 6.5%

インド 4.9%

オーストラリア 3.3%

カナダ 2.9%

タイ 2.7%

イギリス 2.7%

月間ユーザー数

3,650,059

月間PV

7,662,051 https://asia.nikkei.com/

NIKKEI Asia （digital）グローバルリーチ
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UNLOCKプリント版配布事例

2022年3月21日発行の「UNLOCK大阪関西万博特集号」をドバイ万博の日本館およびBIE 
DAYレセプションで配布しました。

ドバイ万博日本館にて配布

3月30日開催「BIE DAY」にて配布



印刷および入稿仕様について

■原稿サイズ

1 ページ: 左右204mm  × 天地268mm
1 ページ: （裁ち落し含む）左右210mm  × 天地274mm

見開き2 ページ: 左右408mm  × 天地268mm
見開き2 ページ: （裁ち落し含む）左右414mm  ×274mm

入稿原稿見本

■原稿作成上の注意点

(1)  原稿はPDF version 1.3のPDF/X-3データのみ受け付けます。
(2)  データは、J-PDFもしくは別途用意している「入稿データ作成ガイド」のPDF データの作成方法に準拠させてください。

J-PDF で入稿する場合は、J-PDF のプリフライトに合格した原稿のみ入稿してください。
入稿データ作成ガイドに合わせて作成する場合は、入稿データ作成ガイドに添付されたプリプライトに合格したデータ
のみ入稿してください。

(3)  ファイルサイズは50MB 以内でお願いします。
(4)  フォントはすべてアウトライン化してください。
(5)  線幅は0.1mm以上でお願いします。
(6)  レジストレーションカラーは、トンボ以外では使用しないでください。
(7)  True Typeフォントを使用する場合は、アウトライン化してください。
(8)  インキ総量（TAC値）は、300％以下でお願いします。
(9)   トリムボックス、トリムマークを付加してください。裁ち落しは、全辺3mm 追加してください。
(10)  ファイル名は半角英数字を使用し、30字以内でお願いします。尚、広告主名、掲載予定日、入稿回数がわかる

シーケンシャルＮｏ．を明記してください。（例：広告主_掲載予定日_バージョン情報.pdf）
(11)   広告原稿は、すべてカラーで出力されます。
(12)   社名・マーク・写真など欠けてはならない部分は、天地・小口各仕切りより10 ミリ以上追い込んだレイアウトで作成して

ください。
(13)   画像データは全て、300dpi以上かつ600dpi未満でお願いします。
(14)   次のようなデータは受け付けることができません。：マイクロソフトパワーポイントファイル 、RGB で作成された画像、

JPEG/ASCII が含まれたデータ、特色 (CMYK で再現できる色のみでお願いします)
(15） トンボの外側（余白部分）に、原稿名などの文字を入れることは避けてください。（版面の一部と認識されるため）
(16 )  記事体広告には、「ADVERTISEMENT」のタグを付記し、使用する文字は10ポイント以上とする。

■原稿の入稿先
弊社営業担当宛にメールにて送付をお願いします(20MB まで受信可能)

■申し込み・入稿締め切り
申し込み締め切り: 発行日の3 週間前
原稿入稿締め切り : 発行日の2 週間前


