


あ な た に ぴ っ た り の 電 子 版 P r o 活 用 法 は ？

ビジネスにもっと効く！ 

朝刊・夕刊の記事に加え、電子版オリジナル記事をご提供。

速報やニュースの解説、専門情報も幅広くご用意しています。

さらに、読むだけでなく、日々の業務にも活用できる機能が満載。

マネジメント層からビジネスの現場まで、企業を支える情報をお届けします。

紙面ビューアー P17

関連商品 P18

ご契約について P19

「Myニュース」の操作編
■企業・業界をフォローする P12-13
■キーワードを登録する P14-15
■記事を保存する P16

必要な情報を
自動収集して仕事に活かす。

朝刊・夕刊の閲覧の他、
他社の動きも逃さずチェック。

■日経専門３紙の情報も収集可能
■日経会社情報D I G I TA L
■日経人事ウオッチ

電子版Pro活用事例①

社長 荻原さんの場合

■ M y ニュー ス 機 能
営業部 田中さんの場合

記事をすばやく英訳して
国内外での情報共有を円滑に。

■自動翻訳機能
マーケティング部 佐々木さんの場合

各拠点と情報共有して
レベルアップ、生産性向上。

■グループ機能
経営企画室 竹内さんの場合

電子版Pro活用事例②

電子版Pro活用事例③

電子版Pro活用事例④

P4-5

P6-7

P8-9

P10-11

日経電子版Ｐｒｏ

各社の人事情報

約7,000社
各社の人事情報

約7
一日の配信記事

約1,300本
一日の配信記事

約1
各社ニュース＆データ

約20,000社

チームメンバーに伝わる

情報共有
チームメンバーに伝わる

情
日経の専門紙からも

記事収集
チームメンバーに伝わる

共有
グローバルでも活躍

自動翻訳

電子版Pro
だけの

特長

2 3



簡単設定で、業務にまつわる豊富なニュースを
もれなくキャッチできます。

「Myニュース」で、
あなただけの日経にカスタマイズ！

営業部 田中さんのMyニュース

電子版Ｐｒｏ活用事例 ①

気になる業界をワンクリック
するだけで、自動的に最新の
ニュースがチェックできます。

電鉄系商業施設のマネージャーをしている田中さん。競合の沿線開発や商
業施設展開、消費トレンドなど、常に幅広い分野にアンテナを張っています。 おっ！

今日の商談で
話題に
してみようNホールディングス

最新ニュース

企業・業界をフォローする

企画に
必要な情報を
すばやく

見つけられる

記事を検索する

創刊以来の電子版記事と直近3ヵ月の
朝刊・夕刊記事と専門紙が検索可能

気になる企業や業界の
最新情報を
自動で収集できます。

膨大な情報の中から
欲しい記事やデータを検索できます。

農業

アメリカ
オリンピック

あなたのＭｙニュース

IoT

通勤中に
読んだ記事を

保存

オフィスで
読む

オフィスで

読み
逃さない！

キーワードを登録する

関心のあるキーワードを
登録しておくと、
そのキーワードを含む記事
を自動で収集できます。
（100 件まで登録可能）

記事を保存・閲覧する

気になる記事を
最大 5,000 本まで保存。
場所を選ばず
読むことができます。

読んだ記事を

ザッピングの時間が
大幅短縮

一度企業登録をすれば、他社
情報が自動的に集まるので
助かります。

競合のニュースを
漏らさずチェック

業界に関する情報は、プロの
目線で書かれた記事を読むと
新しい発見があります。

業界の傾向を
プロの記事で学ぶ
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最新の会社情報・人事情報を
自動で入手！

日経産業新聞 （月～金曜日発行）

日経MJ （月・水・金曜日発行）

日経ヴェリタス （日曜日発行）

日経会社情報DIGITAL

最先端技術の開発や新製品・サービス、人事戦略など、
ビジネスの最前線に立つ人々の日々の仕事の質を高める
ミクロニュースに定評があります。

マーケティング、とりわけ消費経済にフォーカスし、生活・
消費・サービス産業をカバーしています。独自の調査・
リサーチも充実。

最新の投資テーマを徹底分析するほか、企業や金融機関
などの動きをさまざまな角度から評価しています。トレン
ドを先読みする情報も満載です。

約20,000社の企業のニュースやデータ
を掲載。取引先や業界を登録するだけで、
新着情報を自動でお届けします。
※設定方法は P12-13をご参照ください。

※専門紙の記事はキーワード検索、または「My ニュース」メニューで記事が読めます。

日経人事ウオッチ

約7,000社の人事情報から、取引先の昇
進、異動やお悔やみなどをメールで受け取
ることができます。

文字が拡大できて見やすいから重宝しています。
他社の人事情報も見落としません。

電子版Ｐｒｏ活用事例 ②

N食品社長 荻原さんのMyニュース

企業向け配食の会社を経営。日経新聞も長年愛読しています。
自社関連情報だけでなく、取引先や経営者仲間の動向も気になっています。

キーワード登録をしておけば
専門紙からも幅広く情報をキャッチ！

関連業界にいる知己の現在
も漏らさずチェックできます。

タイムリーな
人事情報

キーワードを登録しておくと
専門紙掲載の細かい情報も、
もらさずキャッチできます。

専門情報を
いち早くキャッチ

紙面ビューアー
アプリも活用

まずはここか ら
朝刊・夕刊を読んでいます。

Nホールディングス
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紙面ビ ア

見慣れた
新聞のイメージ。
拡大も可能で
読みやすい。

移動中はスマートフォンでも
閲覧できて助かります。



自動翻訳機能

「ビジネス」「マーケット」など、
仕事に役立つ記事を高い精度で翻訳し、日英併記で表示します。
また、翻訳された英文の表現変更などができる編集機能や、
和文と英文を左右に並べ見比べやすいレイアウトで印刷できる
便利な機能も搭載しています。

ワンクリックで記事を翻訳！
作業の手間が減り、業務効率がアップしました。

電子版Ｐｒｏ活用事例 ③

日経の記事が
ワンクリックで英文に！

マーケティング部 佐々木さんのMyニュース

自動車メーカーでマーケティングを担当。自動車離れが進む国内での販売促
進が課題。海外での戦略を取り入れようとリサーチを進めています。

気になる記事をMyニュース
画面でさっと翻訳できます。
わざわざ単語を調べる手間
も減り便利です。

ワンクリックで
時短翻訳を実現

「過去最高」や「上方修正」な
ど、自社の目指す姿を実現し
た他社事例を集め、ヒントを
探しています。

課題解決の糸口を
キーワードで探る

キーワード登録のワンポイント

●業績好調な企業を見つける
増収増益　OR　最高益　OR　黒字　OR　上振れ

●ヒット商品を調べる
ヒット商品　OR　売れ筋　OR　トレンド

●設備投資動向を追う

設備投資　AND　(新工場　OR　建設　OR　積極化　OR　
生産増強　OR　供給能力　OR　量産　OR　増産　OR　生産能力)

新聞を読んでいる時についつい目がいってしまう記事が何なのかを
考えてキーワード登録をしてみると、より自分の仕事や興味・関心に
あった記事を一覧することができます。新聞記事内でよく使われる
「単語」や「表現」を知っていると、より精度が高くなります。

新聞記事の特徴を捉えた検索応用編

＊日経以外の外部からの寄稿記事や社会面、「私の履歴書」を含む
　文化面の記事など、一部翻訳対象外の記事があります。
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グループ会員以外には「ギフト機能」で

グループ設定

シェア＆コメント

グループメール

グループごとにキーワード・企業・業
界を登録すると、Myニュースに関連し
た記事が自動収集され、タイムライン上
で共有できます。

メンバーに共有したい記事はコメント付
きでシェアできます。チャットのように意
見を投稿できます。

1日に2回、グループ内でシェアされた
記事をまとめたメールが届きます。

日経電子版の会員でないグループ外の同僚や取引先にも
有料会員限定の記事をシェアできます。

経営企画室 竹内さんMyニュース

忙しい各拠点の所長の代わりに
自社ニュースの集約や共有が手軽にできます。

電子版Ｐｒｏ活用事例 ④

注目してほしい記事にコメント
を入れたり、チャット形式で全
国の営業所長とコミュニケー
ションできるのが便利です。

竹内さんが設定して
くれるので、必要な
情報だけを収集でき
ます。社外の顧客に
記事を送れるのも便
利です。

自社に関する記事を
すばやく共有

営業所長

個人的に気になる情報は個
人でフォロー。社内で共有し
たい情報はグループでフォ
ロー。使い分けて利用してい
ます。

共有したい情報は
グループでフォロー

P製薬の経営企画室に勤務の竹内さん。各営業所の販売データの集
約や、自社・競合他社の情報収集などのサポート業務をしています。

グループ機能で
チームの生産性を向上！
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Androidアプリでの操作方法iPhoneアプリでの操作方法

PCでの操作方法

読むとき

企業・業界をフォロー

企業・業界をフォロー 読むとき

読むとき

企業・業界をフォロー

トップ画面で
①「Myニュース」を押す

②「最新」を押す
③「フォロー一覧」を押す

フォローした企業・業界の
リストが表示されます

記事末尾の「企業･業界」の
タグを押すとフォローができます

トップ画面で①「日経会社情報」を押す ②企業・業界名を入力
③「検索」を押す

検索で表示された企業ページで
④「フォローする」を押して登録完了です

1

4

⑤「Myニュース」を押す
⑥「企業・業界」に追加され、記事が読めます

5

6

6

トップ画面で
①「Myニュース」を押す

②「最新」を押す
③「フォロー一覧」を押す

フォローした企業・業界の
リストが表示されます

記事末尾の
「関連する企業･業界」の
タグを押すとフォローできます

取引先の情報収集や、や、や株式投資に役立ちます。す。す

フォローとは？ フォローボタンを押すと、Myニュースに記事が自動で収集されます。企業・業界をフォローする

1

1 2
3

2 3

2

3

操作編
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新着記事の受け取り 「Myニュースメール」でも受け取れます。

キーワードに関連する新着記事を自動で集めてお届けします。す。す

キーワードを登録する操作編

PCでの操作方法

キーワードを登録 読むとき キーワードを登録 読むとき

キーワードを登録 読むとき　

①「Myニュース」を押す
②「最新」を押す
③「フォロー一覧」を押す

④「キーワード」の
「新しくフォローする」を
押す

⑤キーワードを入力する
⑥「登録」を押す

⑦「Myニュース」を押す
⑧「最新」を押す
⑨「フォロー一覧」を押す
⑩読みたいものを選びます

①「Myニュース」を押す
②「フォロー追加」を押す

③キーワードを入力する
④「フォローする」を押す

⑤「Myニュース」を押す
⑥「キーワード」に登録した記事が表示されます

1

1 5

①「Myニュース」を押す
②「最新」を押す
③「フォロー一覧」を押す

④「キーワード」の
「新規に追加する」を押す

⑤キーワードを入力する
⑥「登録」を押す

⑦「Myニュース」を押す
⑧「最新」を押す
⑨「フォロー一覧」を押す
⑩読みたいものを選びます

2

3

4

1
2

3

4

5

6

2
3

4

6

6

5

応用編

単語をスペースで区切って複数のキーワードをひ
とまとめに登録したり、英文字半角のAND、OR、
NOT、（）を用いた条件式での登録もできます。

→「エコカー」または「電気自動車」のいずれかを
含み、かつ「補助金」を含む

（エコカー　OR　電気自動車）　AND　補助金

→すべてのキーワードを含む

エコカー　電気自動車　補助金

→いずれかのキーワードを含む

エコカー　OR　電気自動車　OR　補助金

Androidアプリでの操作方法iPhoneアプリでの操作方法

依頼中

14 15



気になった記事は保存して、後でじっくり読み返すことができます。

記事を保存する操作編

PCでの操作方法

記事を保存する

記事を保存する 読むとき

読むとき 記事を保存する 読むとき

保存しておきたい記事は
①「　　」を押す

トップ画面で
②「Myニュース」を押す
③「保存記事」を押す

保存しておきたい記事は①「　 保存」を押す トップ画面で②「Myニュース」を押す
③「保存記事」を押すと、保存記事の一覧が表示されます

1

1

保存しておきたい記事は
①「　　」を押す

トップ画面で
②「Myニュース」を押す
③「保存記事」を押す

2
1

2

3

2
3

3

●フォロー、キーワード登録して表示された記事は、保存しておくと便利です。
　保存していない記事は一定期間で表示されなくなります。

Androidアプリでの操作方法iPhoneアプリでの操作方法

直近30日分の
記事が読める

地域経済の記事もチェックできる

紙面ビューアーの特長

基本操作
スマートフォン、タブレットでの利用には「紙面ビューアー」アプリを使用します。

紙面のイメージで
記事を活用する
日経の朝刊や夕刊を紙面イメージそのままで読める「紙面ビューアー」。
新聞の読みやすさに、デジタルの便利機能がプラスされ、記事の活用方法が広がります。
●電子版Proの契約では、専門紙（日経産業新聞、日経MJ、日経ヴェリタス）を「紙面ビューアー」形式でご提供しておりません。
　日経産業新聞、日経MJは、別料金にてご提供しております。

●北海道経済 ●東北経済 ●新潟経済 ●長野経済 
●北関東経済 ●首都圏経済 ●首都圏千葉 ●首都圏埼玉 
●首都圏東京 ●首都圏神奈川 ●静岡経済 ●中部経済
●北陸経済 ●関西広域経済 ●関西・京滋 ●関西・兵庫 
●関西経済 ●中国経済 ●広島経済 ●四国経済 
●九州経済 ●沖縄九州経済

PCで読む
トップページ

「朝刊・夕刊」を選び
「ビューアーで読む」をクリック

スマートフォン、タブレットで読む
アプリをダウンロード 待ち受け画面
スマホやタブレット向けの「紙面ビューアー」
アプリは、App Store、Google play
などから入手できます。

アプリのアイコンを
タップ

※Ａｐｐ ＳｔｏｒｅはＡｐｐｌｅ Ｉｎｃ．のサービスマークです。
※ＡｎｄｒｏｉｄはＧｏｏｇｌｅ Ｉｎｃ.の登録商標です。

（画面はiPhoneです）
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豊富な企業分析や
最新の業界動向が知りたい

消費トレンド、マーケティングに
ついて深く知りたい

重要な情報はチームで シェアしたい

Myニュースに絞ってチームで利用したい

ビューアー商品で専門的な情報を読みやすく
専門紙のビューアーを利用すれば、幅広い情報を紙面スタイルで読めます。

必要な機能に絞った「グループライセンス」で効率化を。

伝える企業情報は毎日300社。
日経新聞では読めない最先端のニュースや
深堀りした解説、海外情報を提供します。

Myニュースでの記事収集に
特化したライセンスです。
業務に必要な情報だけを
収集・即時共有したい
お客様におすすめします。

『日経産業新聞ビューアー』

『日経電子版グループ』

個人消費の動向や最新トレンド情報が満載。
生活者のニーズと、企業のマーケティング戦略が
共につかめます。

『日経MJビューアー』

■5ライセンス 10,000円（税抜）から

●日経電子版グループのみの　
　ご契約はできません。
　詳しくは19ページの料金表も
　合わせてご確認ください。

■電子版Pro料金+月額2,000円（税込）■電子版Pro料金+月額3,400円（税込）

ご契約について

グループ機能に特化

日経電子版グループ
（法人オプション）

すべての機能が使える

日経電子版Pro
(法人契約）

日経電子版
(個人契約）

◯ ◯

◯

◯

◯

◯

◯

約4,200社約4,200社

・日経電子版記事
・日本経済新聞 朝刊・夕刊
・日経産業新聞
・日経MJ
・日経ヴェリタス

・日経電子版記事（全期間）
・日本経済新聞 朝刊・夕刊
 （3カ月間）
・日経産業新聞（3カ月間）
・日経MJ（3カ月間）
・日経ヴェリタス（3カ月間）

1ライセンス 6,000円（税抜）

約20,000社

5ライセンス 10,000円（税抜）

・日経電子版記事（全期間）
・日本経済新聞 朝刊・夕刊
 （3カ月間）

・日経電子版記事
・日本経済新聞 朝刊・夕刊
・日経産業新聞
・日経MJ
・日経ヴェリタス

・日経電子版記事
・日本経済新聞 朝刊・夕刊

×

×

×

×

×

×

×

◯

×

×

×

×

記事自動収集の
対象媒体
（Myニュース）

記事検索

グループ機能
（共通設定・シェア・
コメント）

人事異動アラート

経歴データベース

※一部コンテンツ制限あり

4,200円（税込）

●１ライセンスにつき、１ユーザーを登録することができます。複数名でご利用の場合は、利用者数分のライセンスをご契約ください。
●日経電子版Proのログインには日経IDを利用します。日経IDのご登録がない場合は、利用開始手続きの際に日経IDにご登録いただけます。

会社情報

ギフト記事

ライセンス管理

料金（月額）

日本経済新聞
紙面版ビューアー

備考

日経電子版グループのみの
ご契約はできません。

※専門紙ビューアーは別途ご契
約が必要です。詳しくは18ペー
ジをご確認ください。

グループ機能もご利用い
ただけます。
新聞購読料とのセット料金
はございません。

追加1ライセンスあたり
＋2,000円（税抜）

この記事はみんなに
読んでもらいたい。

商品を追加して便利に使う応用編
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