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はじめに

アジアのことを俯瞰し、信頼性の高いニュースを集約＆配信。
30年以上、アジア経済を⽀えてきた総合情報サービスNNA-News Net Asia-

私たちNNAは共同通信グループのメンバーとして、
1989年よりアジアを俯瞰して、信頼性の高いニュースを集約し、発信してきました。
12カ国・地域、17拠点から現地の情報を届け、
今では7,500社、68,000人のグローバルビジネスパーソンに⽀持されています。

30年にわたり、急速な成⻑を遂げるアジア経済のそばとともにあり、
これからもアジア経済の発展を信頼性の高いニュースで⽀えてまいります。

私たちならではのプロモーションメニューをご提案いたします。

2003年頃の上海。東⽅明珠電視塔(通称︓上海タワー)他、高層ビルの建設ラッシュが加速。 現在の上海。10万⼈以上の⽇本⼈が滞在。⾦融とテクノロジーに関する優秀な⼈材が集まる都市へ。
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NNAメディアポリシー

『NNA』＝アジアビジネスに欠かせないビジネスパートナー
30年以上のネットワークとノウハウで、独⾃性の高いサービスを展開しています。

アジアビジネス
サポート

〇質の高いマーケティング活動
〇情報取集にかかるコストと時間の削減

〇現地との温度差ないコミュニケーション⼿段
〇海外進出やマーケティングに必要な現地情報
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〇海外駐在の編集、営業 社員100名による情報収集

現地発1日300本の質の高い情報
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屈指のネットワークと体制

アジア12カ国・地域に17拠点を構え、各拠点とも日本人記者3名体制。

アジアの日本語メディアとしては最大規模へ。

北京法人

香港法人

上海法人

シンガポール法人・インド駐在員事務所

広州法人
香港法人・台湾⽀社

タイ法人／地域事務所

ベトナム法人

フィリピン法人

日本法人・福岡⽀局

日本法人・ソウル⽀局、ソウル⽀店

日本法人・東京本社

沿革
８⽉︓⾹港で創業
（当初の社名︓「WIN HONEST PLANNING LIMITED」）

４⽉︓シンガポール法⼈設⽴
６⽉︓フィリピン法⼈設⽴
８⽉︓⽇本法⼈設⽴（1988年１⽉に本社機能を⾹港から移管）

８⽉︓インドネシア法⼈設⽴、北京事務所開設
10⽉︓上海事務所開設

６⽉︓広州事務所開設
12⽉︓台湾⽀社開設

シンガポール法人

インドネシア法人

マレーシア法人

■

１⽉︓北京事務所と広州事務所を中国法⼈の⼦会社化、法⼈設⽴
３⽉︓北九州事務所を閉鎖し、福岡⽀局を開設

11⽉︓共同通信社の出資を受け、共同通信グループに参画

1989

1992

1996

1995

1994

1998

2013

2011

2001

1999

2019

2016

2015

2021

６⽉︓マレーシア法⼈設⽴

９⽉︓タイ法⼈設⽴

７⽉︓ソウル⽀局開設

12⽉︓中国法⼈設⽴

２⽉︓北九州事務所開設

４⽉︓インド駐在員事務所開設
５⽉︓ベトナム法⼈設⽴

３⽉︓ソウル⽀店開設

8⽉︓社名を「株式会社NNA」に変更



NNA 30年の歴史

1989年、日経平均株価が史上最高値を記録したバブル景気絶頂の年、NNAは香港で誕生。
この頃、円高による輸出価格の上昇を受け、多くの日系企業がコストパフォーマンスの高い労働⼒を求め海外生産を推進。

7,500社

日本の大企業のうち約70%が購読。
日系企業の本社および海外拠点で利⽤されています(※有料サービス契約企業数)。

情報収集にかかるコストと時間の削減し、質の高いマーケティング活動を可能にします。

1,000,000記事からなるニュースデータベースサイトを運営。
平均1日300記事を配信。これは5大紙(平均20記事)の

約15倍の配信量 ※NNA調べ

ニュースサイト無料版とのNNA ASIAと有料版のNNA POWER ASIAの
月間アクセス数は250万PVを超え、毎月50万人のアジアに関わる、

ビジネスパーソンに活⽤されています。75%以上が日本からのアクセス。
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1989年 NNA創業

15倍の配信量

500,000
AU(アクティブユーザー)

68,000人

68,000人のグローバル・ビジネスパーソンが利⽤
有料会員／18,000人

NNA倶楽部会員(無料会員)／50,000人



ユーザープロフィール

男性

82%

⼥性

18%

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60歳以上

約8割が課⻑職以上、40代男性がボリュームゾーン。
NNAは日本に勤務するビジネスパーソン、海外現地法人のビジネスパーソン、それぞれのキーパーソンにリーチします。

年代 性別

製造業 非製造業

製造業と非製造業の割合は6:4
6

役職



メディア・ダイジェスト

私たちNNAはアジア経済のプロとしてアジアビジネスに関連する、質の高いアプローチをお約束致します。

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

500,000AU ※月間

総発⾏部数 約10,000部

登録会員数 50,000人
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有料

有料

無料

WEB媒体

メール（PDF）配信

メールマガジン配信

有料 メールマガジン配信

NNA夕刊ビジネスニュース ・・・・・・・・・ 配信数 約18,000件



メディアメニュー詳細
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サイズ 表示方法 imp保証 単価 掲載期間 費⽤

300×250pix ローテーション 100,000imp
保証 1.0円/imp １ヶ月 110,000円

(税抜価格100,000円)

①レクタングル広告

メディア①／NNA POWER ASIA PLUS -アジア経済ニュース-

アジアの経済ビジネス情報に特化したニュースサイト。NNA がカバーする全地域のニュースを網羅しています。
75％が日本からのアクセス、日本・本社の海外事業担当者向けにPR できます。

月間PV数／250万PV 月間ユーザー数／50万AU
サイト パフォーマンス

概 要
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・1日約300本のアジア記事を配信。五大紙の平均20記事の約15倍。圧倒的な情報量でビジネスパーソンをサポート。
・パソコンからの閲覧が60%以上 9:00〜11:00にアクセス集中 情報収集が午前業務のルーティンに。

特 ⻑



記事掲載期間 誘導バナー掲載期間 費⽤

ー 3ヶ月（無料） 440,000円
（税抜価格400,000円）

メディア①／NNA POWER ASIA PLUS -アジア経済ニュース-
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②WEBタイアップ記事
過去出稿実績

三菱電機 様 大田区産業振興協会 様

バナー広告から記事へ誘導

イメージだけでは伝えきれない貴社の取り組み、製品・サービスを「記事」でわかりやすく読者に伝えます。
NNAが取材〜記事制作まで⼀貫して⾏います。
WEBタイアップ記事は「NNA POWER ASIA PLUS」に無期限にストック。



メディア②／The Daily NNA -アジア経済情報紙-

10の国・地域の駐在員向けにピンポイントでPRできます。
対象の国、地域の最新経済ビジネス情報を毎日配信 (土日・祝日を除く) 。
紙面形式 PDF版／配信方法 メール添付

概 要

45mm×180mm

記事下広告

国・地域／版 発⾏部数
(部)

契約者数
(社)

韓国版 200 200

香港＆華南版 500 500

台湾版 600 500

タイ版 4,000 800

マレーシア版 1,000 300

シンガポール&ASEAN版 400 400

インドネシア版 1,500 700

フィリピン版 450 350

インド版 850 300

ミャンマー版 400 200

総発⾏部数 約1万部

11

The Daily NNAの購読者のうち、約95％が海外現地駐在員が主に購読特 ⻑

過去出稿実績 ※記事下広告

※記事下広告
理想科学⼯業 様

東京都中小企業新興公社 様



メディア②／The Daily NNA -アジア経済情報紙- メディアメニュー

①記事下広告 ②配信メール ヘッダー テキスト広告

広告枠 文字数

上段・下段のいずれか 全角39文字×5⾏
(リンクURLを含む)
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紙面、メール等、クライアント様のニーズにマッチさせたメディアメニューをご⽤意しています。

部数 1,000部 以下 〜2,000 部 〜4,000 部

費⽤①
2週間（10回）

60,500円
(税抜価格55,000円)

71,500円
(税抜価格65,000円)

82,500円
(税抜価格75,000円)

費⽤②
4週間（20回）

110,000円
(税抜価格100,000円)

132,000円
(税抜価格120,000円)

154,000円
(税抜価格140,000円)

部数 1,000部 以下 〜2,000 部 〜4,000 部

費⽤①
5回掲載

55,000円
(税抜価格50,000円)

66,000円
(税抜価格60,000円)

77,000円
(税抜価格70,000円)

費⽤②
10回掲載

99,000円
(税抜価格90,000円)

121,000円
(税抜価格110,000円)

143,000円
(税抜価格130,000円)

45mm×180mm

サイズ 掲載ページ

45mm × 180mm 2~5ページのいずれか



メディア➂／NNA 夕刊ビジネスニュース

夕刊ビジネスニュース ヘッダー テキスト広告

広告枠 文字数

上段・下段のいずれか 全角39文字×5⾏
(リンクURLを含む)
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当日の最新の記事をいち早く、コンパクトにまとめて夕方に配信（土日・祝日を除く）。
テキストメール形式

・日本と海外12ヵ国・地域のすべてのNNA有料会員へ配信
・NNA有料会員約18,000人のうち80％が海外在住者

概 要

特 ⻑

掲載回数 費⽤

３回 82,500円
（税抜価格75,000円）



メディア④／NNA倶楽部

アジアビジネスの動向に関心が高い個人会員向けに毎朝、日刊(土日・祝日除く)で
発⾏されるNNA倶楽部ビジネスニュースというメールマガジンに広告展開が可能。質の高いリーチが実現します。概 要

②会報｢NNAカンパサールダイジェスト｣
アジア経済を視る「ＮＮＡ
カンパサール」から厳選した
コンテンツを月に１回PDF版でメール配信。
アジアの経済ニュースや産業情報、
著名人のインタビューなど、アジアの総合
ビジネス情報をお届け。
※毎月第⼀営業日発⾏

④NNA倶楽部ビジネスニュース

毎朝アジア各国・地域の注目記事を
メールでお知らせ。

NNA倶楽部限定のサービスやイベントの
ご案内もいたします。

※月〜⾦ 日本時間7︓30に配信

①NNA倶楽部 会員限定イベント

NNA倶楽部会員限定の様々なイベントやセミナー。
気軽な交流会から実務に役⽴つセミナーなど、

NNAのネットワークを利⽤したアジアビジネスの
展開に役⽴つ企画を随時開催中。

③NNAアジア現地ガイダンス

｢この国の可能性を知りたい｣といった大きな問から、
｢現地の経済情報を知りたい｣、｢スタッフ採⽤時に気
をつけるポイントとは︖｣など、具体的な疑問まで、
アジア各国・地域の情報に精通したNNAスタッフが

該当の地域にてご案内いたします。
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サービス例

NNA倶楽部会員数／日本、アジアで50,000人。そのうち約70％が日本在住者。特 ⻑



メディア④／NNA倶楽部 メディアメニュー

NNA倶楽部ビジネスニュース／ヘッダー広告

文字数 掲載回数 費⽤

全角39文字×5⾏
(リンクURLを含む) 3回 55,000円

(税抜価格50,000円)

15

出稿事例

日本能率協会様

TJCCコンサルティング様

ターゲットにマッチしたビジネスニュースへのヘッダー広告
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メディアレギュレーション等

NNA ASIA POWER ASIA
WEBレクタングル広告
サイズ︓300 x 250 pix
データ形式︓JPEG,GIF（100KB以内）、Flash（200KB以内）
広告リンクURL
⼊稿締切︓掲載希望日の3営業日前まで

NNA倶楽ビジネスニュース／
ヘッダーテキスト広告
文字数︓全角39文字×5⾏（リンクURL含む）
⼊稿締切︓掲載希望日3営業日前まで

原稿データ⼊稿について 注意事項

・各商品の枠数、在庫はお申込前にご確認ください。
・競合・同載の調整はいたしませんので予めご了承ください。
・掲載原稿につきましては事前に弊社規定に基づき確認させていただきます。
・お申込日より1ヶ月以内での広告掲載をお願いいたします。

キャンセルポリシー

掲載日（開始日）から起算して、
・正式お申込〜5営業日前まで 広告料⾦の50％
・4営業日前〜2営業日前まで 広告料⾦の80％
・1営業日前まで 広告料⾦の100％

データ送付先

crossmedia@nna.asia

申込み締切り

NNA所定の申込フォームに必要事項を記載し、掲載開始日の10営業日前までに
お送りください。

The Daily NNA記事下広告
サイズ︓H45 x W180 mm
データ形式︓jpeg, gif, png のいずれか
広告リンクURL
⼊稿締切︓掲載希望日3営業日前まで

The Daily NNA
配信メールヘッダーテキスト広告テキスト広告
文字数︓全角39文字×5⾏（リンクURL含む）
⼊稿締切︓掲載希望日3営業日前まで

NNA夕刊ビジネスニュース
ヘッダーテキスト広告
文字数︓全角39文字×5⾏（リンクURL含む）
⼊稿締切︓掲載希望日3営業日前まで



お問い合わせ先

お問い合わせ先 社名

担当部署

担当者名

電話番号

E-mail

株式会社ＮＮＡ（NNA JAPAN Co., Ltd.）

営業局 本社営業部

03-6218-4331

櫻場 いつか、平山 春菜

crossmedia@nna.asia


