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情報通信キャリアを中心とした

最新の実務情報を 55 年以上にわたり提供
デジタルエンタープライズ情報誌『月刊ビジネスコミュニケーション』は、1964 年の創刊以来、55 年
以上にわたり NTT をはじめとした情報通信キャリアとそのパートナー＆ユーザー企業に向けて、最新
のソリューションやサービス、製品動向などの実務情報を提供してきました。
現在、企業経営において、IT が果たす役割は益々拡大しています。
「月刊ビジネスコミュニケーション」
は、50 年以上にわたる確かな実績のもと、情報通信事業者をはじめとした各企業の皆さまのビジネス
に付加価値と競争力をもたらす情報を提供して参ります。

「ビジネスコミュニケーション」の主 な掲 載 企 業

（敬 称 略 ）

ＮＴＴ、ＮＴＴ各研究所、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴデータ、
ＮＴＴファシリティーズ、ＮＴＴコムウェア、ＮＴＴアドバンステクノロジ、ＮＴＴテクノクロス、ＮＴＴ－ＭＥ、
ＮＴＴネオメイト、ＮＴＴぷらら、ＮＴＴデータ先端技術、ＮＴＴインフラネット、ＮＴＴ空間情報、
伊藤忠テクノソリューションズ、ＮＥＣ、ＯＫＩ、日立製作所、富士通、ユニアデックス、協和エクシオ、日本コムシス、
日本オラクル、ＥＭＣジャパン、シスコシステムズ、ジュニパーネットワークス、トレンドマイクロ、など

媒体概要
創刊：1964 年 3 月発行／形態：月１回刊（毎月 1 日発行）／判型：A4 判／発行部数:約 40,000 部
定価：2,000 円（税込）／年間購読 21,600 円／販売方法：年間予約購読方法による郵送／契約書店販売

２０20 年１月号

読者の“顔”が見える

深いコミュニケーションを形成
「月刊ビジネスコミュニケーション」の読者のほとんどの方に
本誌を直送しています。
情報を発信する側（企業の皆さま）、と
受ける側（ユーザーの皆さま）の“顔”が見える、
深いコミュニケーションが形成されています。
そのため、次のような特徴をもっています。
●ターゲットとしている読者（ユーザー層）へ、
伝えたい情報の詳細を提供します。
●掲載記事はその内容を印刷前に確認していただくので、
各企業の視点から正確な情報を提供します。
●創刊以来 50 年以上にわたり情報通信に関連した情報を
提供してきた実績とノウハウをベースに、最新のＩＴ実務情報を
読者の皆さまにわかりやすく伝えます。
●読者の中心は各プロジェクトを推進するリーダー。
ブロードバンド時代にふさわしいビジネスモデルを
中心とした実務情報を提供します。

純 広 告 の料 金 およびサイズ
●スペース・料金（サイズ：ブリード／枠付き）
・表４・・・・・700,000 円（297×190／272×170）
・表２見開き・1,000,000 円（297×420／272×380）
・表２・・・・・600,000 円（297×210／272×180）
・表２対向・・・540,000 円（297×210／272×180）
・表３・・・・・540,000 円（297×210／272×180）
・４色２頁・・・900,000 円（297×420／272×380）
・４色１頁・・・500,000 円（297×210／272×180）
・２色１頁・・・300,000 円（297×210／272×180）
・４色 1/2 頁・・300,000 円（145×210／130×180）

★制作上の注意事項
・左記のサイズは「天地ミリ×左右ミリ」です。
・広告原稿はデータ原稿（完全版下）で入稿してください。
・２色広告についてもデータ原稿で入稿してください。
・入稿の際は色見本（カラー出力可）とデータ仕様書を添付
してください。
・色校正は入稿日に応じて初校のみお出しします。
・校正に際して、弊社の責任を超える修正・訂正が生じた場
合は実費を頂戴いたします。
・特別な製品を必要とする広告は関連費用を頂戴いたしま
す。
・初校後に広告原稿を差し替える場合は関連しようを頂戴い
たします。
・申込日以降の掲載中止はお受けできません。
※左記の金額には消費税が含まれていません。
※左記の金額には代理店マージンが含まれています。
※定期掲載や連続掲載の場合は割引いたします。
※広告スペースは前付けでお申込み順に掲載いたします。

記 事 広 告 の料 金
●連載企画：
「ＮＴＴグループの最新ソリューションガイド」
、「ＮＴＴグループを支えるパートナー」
・カラー（４色）２頁：2,500,000 円（特別枠掲載料等含む）
●ページ数：料金（頁単価）
・カラー（４色）１～２頁：625,000 円
・カラー（４色）３～１１頁：500,000 円
・カラー（４色）１２頁以上：400,000 円

※左記の金額には消費税が含まれていません。
※左記の金額には制作費（取材・執筆料、抜刷り印刷費など）が含まれています。

２０１４年３月号（創刊 50 周年記念号）

発 行 ／発 売 日 および純 広 告 申 込 ・入 稿 締 切 日

毎月１日発行

発売日

広告申込〆切日

データ入稿締切日

投げ込み校了締切日

２０２０年５月号

４月 30 日（木）

４月 8 日（水）

４月 15 日（水）

４月 20 日（月）

６月号

５月 29 日（金）

５月 8 日（金）

５月 15 日（金）

５月 20 日（水）

７月号

６月 30 日（火）

６月 9 日（火）

６月 16 日（火）

６月 19 日（金）

８月号

７月 31 日（金）

７月 7 日（火）

７月 14 日（火）

７月 17 日（金）

９月号

８月 31 日（月）

８月 7 日（金）

８月 17 日（月）

８月 20 日（木）

10 月号

９月 30 日（水）

９月 7 日（月）

９月 14 日（月）

９月 17 日（木）

11 月号

10 月 30 日（金）

10 月 9 日（金）

10 月 16 日（金）

10 月 21 日（水）

12 月号

11 月 30 日（月）

11 月 6 日（金）

11 月 13 日（金）

11 月 18 日（水）

２０２１年１月号

12 月 25 日（金）

12 月 4 日（金）

12 月 11 日（金）

12 月 16 日（水）

２月号

1 月 29 日（金）

１月 7 日（木）

１月 15 日（金）

１月 20 日（水）

３月号

２月 26 日（金）

２月 3 日（水）

２月 10 日（水）

２月 16 日（火）

４月号

３月 31 日（水）

３月 10 日（水）

３月 17 日（水）

３月 22 日（月）

※広 告 についてのお 問 い合 わせ先
株式会社ビジネスコミュニケーション社 営業企画課長 工藤直子
TEL：03-3507-0560 FAX：03-3507-0744

E-mail：nkudo@bcm.co.jp

