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日経BPのデータベースなら、調査時間と労力を大幅に削減できます！
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技術戦略をサポートするオンライン・プラットフォーム

日経TechFind
日経TechFindは、日経BPの膨大な技術コンテンツをはじめ、
プレスリリースや特許、研究開発の情報を横断的に検索できるオンラインサービスです。
技術戦略の立案や事業企画書の作成を強力にサポートします。

技術トレンドから
次のビジネスチャンスを見つけ出す

■日経TechFindは、企業、団体、大学向けのサービスです。
■導入前に、2週間トライアルをご案内しております。
■ PCでの閲覧、ブラウザベースでご利用になれます。

専門誌記者の知見を基に、大きな事業ニーズが生まれると予想されるテーマ、キーワードを200以上抽出。
カーボンニュートラル、デジタル医療など、それぞれのテーマについて関連情報を集約。
技術動向・将来展望などを一目で把握できます。

要注目の技術キーワードを200以上ピックアップ
参入可能性がある分野の動きを知る

専門誌記者が作った、事業や技術のインパクトが一目でわかる図表を効率的に検索し、企画書に引用。
検索・分析の効率を高め、「ダメ出しされない、ストーリーが伝わる企画書」づくりを実践できます。

技術ロードマップ、市場規模、現場写真ほか
事業のインパクトが瞬時に伝わる図表を入手

1.

2.

3.

「注目テーマの事業性を知りたい」「市場の中核企業の動きを知りたい」という声にしたがって、
日経TechFindが独自の簡易レポートを企画・作成。毎月新たなレポートを発行。
TechFind活用・企画書づくりの演習問題としてもご利用いただけます。

注目テーマの簡易な調査レポートを提供
目次・構成は事業企画書を作成する際の参考に

事業の戦略立案に必要な
技術・市場分析をワンストップで！

社会・産業課題の“今”を知る

技術ニーズ/シーズを探索する

未来の成長領域を調査する

技術のトレンドを把握する

事業化のタイミングを知る

新規事業のネタを探す

市場規模を調べる

競合他社、関連企業、パートナー候補を知る

活用シーン 事業企画
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研究・開発

●

●

●

●
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経営企画

●

●

●

●

●

●

●

新規事業開発部門

ストーリー
をつくる

事業・研究戦略の裏付けを
集めて整理する

中期計画策定

ポテンシャル
を探る

テクノロジー、市場、競合他社
の動きを捉える

研究開発部門

新領域
を見つける
専門記者の知見から、
新事業のヒントを得る
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詳細はこちら

nkbp.jp/3prTFi2

技術と市場の動向把握、
有望テーマ探し、
そして未来シナリオづくりまで

こんな場面で  がお役に立ちます。

https://nkbp.jp/3prTFi2


トライアル開始前や期間中に、具体的な利用方法を弊社スタッフがオンラインでレクチャーします。
また、契約社様向けに、インサイトレポートの解説や、調査手法のお手伝いも行っております。

⑥豊富な検索機能
検索ワードについて関連ワードや関連企業を提示、
記事検索、プレスリリース検索は研究開発、事業提携
などの分類を付けています。

④複数企業検索
企業別の取り組みをキーワードとグラフで見える化、
一目で比較できます。

主な機能

②Techトレンド
今後、事業ニーズが見込まれるテーマを日経TechFind
が独自にセレクト。大きな動きを把握し、自社との関連
性やその可能性を展望できます。

①インサイトレポート

③エビデンスダウンロード
検索結果の画像やリスト、記事を、PowerPoint、
CSV、Wordにダウンロード。すぐに企画書に使えます。

⑤時系列分析
関連キーワードの４年推移を自動表示。経年変化を
追いながら「次に来る動き」がわかります。

２週間トライアル随時受付中！
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詳細はこちら

nkbp.jp/3prTFi2

日経BPの専門誌記者が選ぶ
注目のキーワードから
新たな事業テーマやチャンスが見つかる！ 

各テーマを取り巻く環境や、 
事業提携・研究開発の記事を検索。 
研究開発・事業提携などの記事や、
関連するキーワードの傾向から、
素早く動向を把握！ 

ビジネスを変革するテクノロジー関連情報を効率よく収集・分析
注目のテーマを日経TechFindを使って調査、レポー
トを作成。市場規模や主要プレーヤー、新規ビジネス
の可能性などの情報を入手できます。また、企画書
作成のひな形としてもご利用ください。

https://nkbp.jp/3prTFi2


日経BP専門記者が書いた多様な記事を
一元収集できる法人向けデータベース

日経BPビズボード
ビジネスでは「最新情報の収集」や「過去の成功・失敗事例」を探すことは重要。
でも「情報を探して、まとめる時間がない」というのが実情でしょう。このジレンマを解消するのが日経BPビズボード。
日経BPの多様で深い専門誌やWebの情報を一元的に収集できます。

最小限の時間と労力で、ほしい情報がすぐ届き、
業界の動向がよくわかる
生産性をぐんと上げ、ビジネスの種が見つかる
■【 月額支払い】500ポイント11万円（10%税込）～
　【 年額支払い】6,000ポイント132万円（10%税込）～
※月額支払いプランも年間契約になります。

主な機能

収録情報

導入事例

１. カスタムページ
ご利用時のメイン画面として、ご自身で設定したテーマに沿っ
た最新情報をタイムリーに得ることができます。

【選べるトップ画面】

◆ 雑誌／「日経ビジネス」「日経コンピュータ」をはじめとした日経BPの専門誌64誌
◆ Webサイト／「日経ビジネス電子版」「日経クロステック」「日経クロストレンド」など日経BPの専門情報サイト
◆ 調査データ
◆ プレスリリース

導入する企業様によって使用方法は多岐に渡ります。
「BPオススメの記事が読みたい」「部内で共有したい」「関心のある記事を素早くチェックしたい」―検索だけではないビジネス・
データベースならではの豊富な機能で、貴社のニーズに合わせてお使いいただけます。

収録記事数114万本以上！

すでに多くの企業が情報力の向上を実現しています！

※2021年6月現在。日経BP雑誌記事・Web記事（プレスリリース等を除く）

移動時間を使って情報をインプット！ 豊富な事例が資料作成で安心して使える！

新着記事を
お届け

2. ダイジェストページ
日々大量に蓄積される記事の中で、日経BPビズボードが厳選
した記事をお届けします。

厳選記事を
お届け

5. クリッピング
社内・部内で共有すべき記事は、フォルダアイコンをクリック
すれば共有可能。同じ情報感度で業務を進められます。

【共有する・活用する】
記事共有を
簡単設定

6. 記事活用
共有したい記事のリンクを、貴社ポータルサイトなどに掲載
し、ワンクリックで直接記事をお読みいただけます。

3. 検索機能
キーワード検索がメインですが、絞り込み機能や詳細検索な
ど、様々な検索方法で情報到達をお手伝いします。

【探す・届く】
様々な
検索方法

4. MYテーマ
業務に関連するキーワードやテーマを設定するだけで、最新
情報が掲出されるため、必要情報を見逃しません。

必要情報を
個別に設定

我々のようなベンチャー企業では、いかに早く最
先端の情報を得て開発に落とし込むかが勝負で
す。その情報を全社員、または部署単位で共有で
きるバインダー機能があるおかげで、開発速度が
向上しました。

業種：IT 従業員数：50名

皆が知っておくべき重要な情報の
共有が簡単になりました

製造業は境界領域の事業が増え、社員が知ってお
くべきテーマが多様化しています。新たに興味を
持てるテーマを日経BPビズボードのダイジェスト
ページで発見し、部署で利用するページにキー
ワードとして設定しています。

業種：製造業 従業員数：約30,000名

まずは“興味を探す”ところから
始めて深堀しています

企業・技術動向データベース
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詳細はこちら

nkbp.jp/3cmFVQA

多様化する
テーマに
対応

複数部署で日経BPビズボードを利用しています。各
部署で設定しているテーマはバラバラなのですが、設
定したテーマの最新情報を見逃さないために、毎朝
テーマ単位でメールを送ってくれる機能は非常に重
宝しています。

業種：金融 従業員数：約4,000名

今日のトピックをメールで
いち早くチェックしています

最新情報を
見逃さない

社員同士で
記事の
共有化！

https://nkbp.jp/3cmFVQA


大手製薬メーカーがこぞって導入
部署単位から全社規模まで、
大人数で共有できる日経バイオテク
■【 上限打ち切り型】月額33,000円（10％税込）～ 　
　【 固定＋従量型】月額33,000円（10％税込）＋超過1ポイント280.5円（10％税込）～
　　※記事を閲覧すると発生する「ポイント」の利用上限毎に、［上限打ち切り型］［固定＋従量型］それぞれ3つの料金プランをご用意しています。

ファーマビジネスの特徴

●日経バイオテクONLIINEを大人数で共有して、閲覧記事数の上限を気にせずに利用したい。
●複数部署にまたがって日経バイオテクONLINEを利用したいが、支払いは全社でまとめて処理したい。
●部署単位や個人単位の利用状況を確認して経費の配分を行いたい。

こんなニーズに最適です！

ファーマビジネスの記事閲覧用IDは、複数名で
の共有・同時アクセスが可能です。また、IDは1社
最大1000 IDまで必要なだけ増やせます。IDを
どれだけ発行してもご利用料金は変わりませ
ん。個人別や部署別にIDを配布すれば、ID毎の
利用実績も確認できます。

法人利用/大規模利用向け

日経バイオテクONLINE法人版
Pharma Business
日経バイオテクONLINE法人版（ファーマビジネス）は、日経バイオテクONLINEを企業や団体内で共有して利用できるサービスで
す。ご契約は法人単位となり、ONLINEのIDは1契約につき複数ご利用できますので、契約法人内で大勢が同時にONLINEを利用で
きます。料金プランは月間の閲覧上限記事数が異なる3パターンをご用意。貴社のご利用規模や費用感に合わせてお選びください。

IDの共有や複数ID発行で、
大人数が同時にアクセス可能

通常の日経バイオテクONLINEでは閲覧できない、「新薬パイプライン」や「日経メディカルOnline」などの独自コンテン
ツを収録しています。今後も独自コンテンツを充実していく予定です。

「新薬パイプライン」などの独自コンテンツを収録

1.

2.

3.
料金プラン

サービス内容

収録情報

基礎研究・技術の最新動向から研究開発費、技術移
転、新製品の開発までの進捗状況をつぶさに詳報。

研究開発動向、シーズ情報から行政施策、特許まで幅広くカバー！

［研究開発］
事業化動向、特許戦略、提携・買収・合併、経営資源の
活用法など、バイオ事業計画の詳細を解明。

［企業戦略］

続々と市場に参入するバイオベンチャーや異業種企業の
動向を見据え、国内外の注目市場の規模や成長性を分析。

［市場動向］
政府・関連省庁や団体の最新動向、予算の配分、規制
緩和の方向性をタイムリーに特報。

［行政施策］

月間の閲覧記事数上限が異なる3つの料金プランをご用意。また、上限に達した月は以降の利用ができなくなる「上限
打ち切り型」と、上限を超えても従量制に移行して閲覧が可能な「固定＋従量型」が各プランで選択できます。お支払い
方法も月次請求と年間一括請求に対応。御社に最適な料金プランが選べます。

利用の規模感や費用に合わせた料金プランが選択可能

プラン名 打切り/従量 利用可能ポイント上限（月） 月額利用料金（10%税込）

プラン300

プラン500

プラン1000

上限打切り型

固定＋従量型

上限打切り型

固定＋従量型

上限打切り型

固定＋従量型

300ポイントまで

300ポイントまで（超過後は従量制に移行）

500ポイントまで

500ポイントまで（超過後は従量制に移行）

1,000ポイントまで

1,000ポイントまで（超過後は従量制に移行）

33,000円

33,000円＋（超過ポイント数×280.5円）

55,000円

55,000円＋（超過ポイント数×269.5円）

110,000円

110,000円＋（超過ポイント数×242円）

記事を閲覧すると発生する
「ポイント」の利用上限毎に、
3つの料金プランをご用意
しています。

※記事の種別によってポイントの設定は
　異なります（0～3ポイント）。

●日経バイオテクONLINE法人版（閲覧可能記事数は料金プラン毎に異なります）
●日経バイオ年鑑ONLINE版（最新3年分）
●パイプライン検索
●企業情報検索（国内企業／海外企業／未公開企業）

企業・技術動向データベース
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詳細や無料トライアルのお申し込みはこちら

nkbp.jp/3w0bI1l
ゼロ アイ 小文字のエル

https://nkbp.jp/3w0bI1l


ディールサーチ
「DEAL SEARCH」は、「日経不動産マーケット情報」が2002年の創刊以来、独自に収集してきた不動産売買事例や
開発プロジェクトを収録したデータサービスです。日々更新される取引情報を地図データベースに蓄積し、キーワード
検索等で絞り込んだ対象物件をCSV形式でダウンロード可能。市場分析に活用いただけます。
■ご利用料金：498,000円（10%税込／1年） 

オフィスビルデータベース
「オフィスビルデータベース」は東京都心7区に立地するオフィスビルを実踏調査しデータ化しています。独自に入手
した売買、企業移転、新規開発情報を基に、所有者、テナント等の情報を月次で更新。収録している情報はすべてエク
セルでダウンロード可能。オフィスビル戦略に欠かせないデータベースです。
■ご利用料金：3,960,000円（10%税込／データベース版・1年間）
 3,080,000円（10%税込／7区セット版・CD-ROM提供・データ更新なし）

東京都心7区を実踏調査！オフィスビル戦略に必須のデータベース全国の事業用・投資用不動産取引にかかせないデータベース

調査対象ビル

サービス提供仕様／情報更新頻度

ディールサーチの特徴

「日経不動産マーケット情報」が2002年の創刊以来、大都市圏を
中心に収集した不動産取引事例約23,000件を収録。最新の取引
事例も、即日反映していきます。エリアや買い主、売り主、価格帯など
様々な属性で検索でき、地図からも物件概要をチェックできます。

東京都心7区に存在する延べ床面積3000㎡以上の賃貸オフィスビル約3000棟  ※一部に自社ビルやテナント情報が未入力のビルを含む。

該当ビルのテナント看板、登記情報などから各データを抽出し、エクセルファイルにまとめています。テナント情報や所有者情報は「日経
不動産マーケット情報」が配信したニュースに加え、調査員が年間を通じて該当ビルのテナント看板を調査し、月次で更新しています。
月次の更新ファイルを常に入手できる「データベース版」（Web上のダウンロード版／年間契約）と、必要な時に希望するデータのみを
入手できるスポットサービス「7区セット版・各区版」（CD-ROM提供）をご用意しています。

収録データ
日本最大級の情報量！
取引事例約23,000件を収録1.

検索したすべての取引事例はCSV形式でダウンロードしてエクセ
ルで自由に加工や集計ができます。また、検索結果は専用の印刷
フォーマットでプリント出力することができます。

データダウンロード可能！
集計・加工して活用できます2.

REIT運用実績を決算期ごとの
時系列データで収録3.

不動産市場の最新トピックスや、データ分析の切り口などディール
サーチ限定の特別レポートとして毎月ご提供。PDF形式のファイル
で読者限定サイトに掲載します。また「日経不動産マーケット情報」
で掲載した売買事例一覧表も毎号100件前後掲載。

分析レポート・売買事例一覧を月次で掲載4.

［取引事例に収録されているデータ項目］※物件によっては未収録の項目もあります。
●物件名称
●種類
●買い主、売り主
●所在地
●取引価格

●土地単価
●延べ床単価
●土地面積
●延べ床面積
●賃貸可能床面積

●取得価格種別
●取引時期種別

●竣工年
●階数
●建物構造
●取引時期
●キャップレート（NOI利回り）

［収録されているデータ項目］
●鑑定価格
●総賃貸可能戸数
●賃貸収入・共益費
●賃貸事業収入・費用
●土地・延べ床・賃貸可能面積

●NOI（純収益）・NCF
●NOI 利回り
●建物 構造
●階数

●稼働率
●竣工年
●稼働日数
●取得価格・時期

REIT銘柄別の保有物件一覧、個別物件の運用収支、鑑定価格などの
時系列データもすべて検索してCSV形式でダウンロード可能。データ
は決算を反映して毎月更新し、最新データをタイムリーに掲載します。

1 ビル名称 2 所在地 3 延べ床面積 4 各階面積 5 テナント名 6 構造 7 階数

8 竣工年 9 所有者情報 10 所有者住所 11 所有者業種 12 所有権移転時期 13 Google map リンク

※ご契約はお客様より解約のお申し出のない限り、
　翌年も自動更新となります。
※サービス内容は変更となる可能性があります。

（契約月の翌月から1年間／1契約につきコーポレートIDを1つ発行）
オフィスビルデータベース コーポレートID

7区統合企業別テナントオフィス
専有面積（推定）ファイル
（最新オフィスビルデータとともにCD-ROMに収録）

データベース版 Ｗｅｂでご提供します CD-ROMでご提供します

オフィスビルデータ ファイル一式 
CD-ROM１枚 （申込時点の最新版）

■オフィスビルデータベースは月次で更新しておりますが、すべての収録データが最新とは限りません。
■収録ビル棟数は2020年12月時点のもので、変動します。お申し込み時の最新データを提供します。
■データはエクセルファイルで提供します。
■提供したデータの更新は行いません。

品川区
330,000円（10%税込）

収録ビル棟数
196

7区セット版/各区版

▶商品構成 新宿区
330,000円（10%税込）

収録ビル棟数
326

都心7区のビルデータを全て収録
毎月、最新データに更新！

お申し込み時の最新データを提供！
（データ更新は行いません）常に

最新データが
入手できます

渋谷区
330,000円（10%税込）

収録ビル棟数
299

千代田区
880,000円（10%税込）

収録ビル棟数
652

中央区
880,000円（10%税込）

収録ビル棟数
675

港区
880,000円（10%税込）

収録ビル棟数
769

豊島区
220,000円（10%税込）

収録ビル棟数
111

※一区からも購入可能です。
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詳細はこちら

nkbp.jp/3w0h90e
詳細はこちら

nkbp.jp/34SmLO6
オー

https://nkbp.jp/3w0h90e
https://nkbp.jp/34SmLO6



