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THENIKKEIMAGAZINEAi配布地域の日本経済新聞女性読者の平均年齢は、

T H E N I K K EI M A G A Z I N E

同エリアの他紙読者よりも30代～40代の比率が高く、
しっかり自分に投資できるアクティブな女性に読まれています。
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日本経済新聞女性読者、なかでも特にビジネスの最前線で活躍する35歳から49歳の
女性に向けたファッションマガジン「 THE NIKKEI MAG AZ INE Ai 」。
海 外モード誌にも比肩するハイクオリティでお届けしています。
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世帯年収10 00 万円以上の高額所得世帯が 45.1％と全体の半数近くを占めています。
Aiプレミアムクラブ会員の属性データ
（2021年2月現在）

2015年3月の創刊以来、
その圧倒的な読者レスポンスによってラグジュアリー・
ファッションマガジンにおける独自の地位を
確立したAiですが、コロナ禍においてはその強みが
いっそう発揮されていることを実感しています。
すなわち日本経済新聞に折り込んでの「宅配」
という
刊行形態が、いまほど読者・消費者の生活様式に

広告料金表

発行部数：61.5万部

メニュー

頁数

料金

原稿サイズ

第1見開き
（表２見開き）

2P

¥5,800,000

天地 350㎜ × 左右 518㎜

第2見開き

2P

¥5,500,000

天地 350㎜ × 左右 518㎜

第3見開き

2P

¥5,200,000

天地 350㎜ × 左右 518㎜

【広告掲載及び広告原稿に関する窓口】

第4見開き

2P

¥5,200,000

天地 350㎜ × 左右 518㎜

表4

1P

¥3,600,000

天地 350㎜ × 左右 259㎜

目次＆エディターズレター対向

1P

¥2,700,000

天地 350㎜ × 左右 259㎜

講談社
第二事業局
コミュニケーション事業第二部

コラム対向①

1P

¥2,600,000

天地 350㎜ × 左右 259㎜

コラム対向②

1P

¥2,600,000

天地 350㎜ × 左右 259㎜

中面

1P

¥2,500,000

天地 350㎜ × 左右 259㎜

¥5,000,000

天地 350㎜ × 左右 518㎜

中面見開き
●
●

2P

タイアップは別途1ページにつき¥375,000（グロス）
の制作費が必要です。
料金はすべて消費税別となります。

（首都圏５０万部、関西圏１０万部、名古屋1.5万部）

発行形態：デリバリー

（原則として日本経済新聞の第4日曜日に折り込み）

マッチしている時代はありません。
加えてリモートワークが増えオンライン疲れに陥りがちな
ワーキングウーマンにとって、上質な紙媒体であるAiは
格好の息抜き、癒やしの時間を提供しています。
不透明な時代にますます存在感を増しているAiを
どうぞよろしくお願い申し上げます。

〒112-8001 東京都文京区音羽2-12-21

THE NIKKEI MAGAZINE Ai 編集長

TEL 03-5395-3641 FAX 03-3945-9128

日本経済新聞社
クロスメディアユニット営業部

〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7

TEL 03-6256-7480 FAX 03-6256-7526

KODANSHA
広告企画や特集内容の情報は
「 A D S TAT I O N 」 https: //ad. kodansha.net/

藤谷英志
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上質な読者の圧倒的なレスポンス！ 新しい生活様式の
なかでも確実に届く。それが「Aiの影響力」です！

・今 欲しいものだけを厳選し、ストレートに購買意欲に結びつく大胆で
美しいビジュアルが、世界のラグジュアリーブランド本国からも高評価 。
・在 宅時間が長くなった新しい生活様式のもとでも、確実に手元に
届き、ターゲットにきちんと刺さる満足度の高いラインナップ。

とは、
35歳から49歳の大人の女性です。
都会で働くワーキングウーマンが主な読者。
さらにビジネスエリート世帯でも多く読まれています。
仕事もプライベートも充実した毎日を送っている女性たちです。

61.5万部、
しかも的確なリーチで、
確実に数字が動きます！
創刊から6年。美しいビジュアルと刺さるコピーにこだわったページは読者の
“今必要なもの、今欲しいもの”に直結。
「Aiに掲載されていたから」
が購買動機になります。

トレンドは大事、
定番も大事。
社会の
最前線にいる。

流行はもちろんチェックするが、信頼できる
ブランドの長く使える定番も選ぶ。素材や仕

タイアップを実施すると
すぐに反応がある。
今期はすべての予算を
Aiに寄せました

立て、機能のよいものを見極める目を持つ。

既婚・未婚を問わず大手企業の総合
職に就いている。管理職や管理職予

新聞折り込みのおかげか、
当初のターゲットだけでなく、
妻や母へのプレゼント需要という
意外な掘り起こしも
（化粧品 ）

（ファッション）

備軍も多く、総じてキャリア志向が強
い。世帯年収は 1000 万円以上、金
融資産は3000 万円以上。

コラム枠に提供画像で
掲載されたジュエリーが、
発行当日に店舗に
問い合わせが殺到
（宝飾 ）

百貨店送客を見込んだ
タイアップ企画が大成功。
新客が増えました

ラグジュアリー
ブランドは日常。

（美容家電 ）

20 代の頃にブランドの洗礼を受けてお
り、購入は大手百貨店がメイン。また、
自分へのご褒美と称した高額消費にも
積極的。

情報収集に積極的。
あらゆる行動において、事前の情報収
集は当然。インターネットだけでなく、
友人ネットワークも大切な情報源。

とにかく他の媒体と比べて
反響がストレート。
電話での問い合わせ、
お取り置きなどの行動が早い
（ファッション）

ビジュアルが美しく、
自社商品を一番美しく
魅せてくれる媒体だと思う
（化粧品 ）
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A very high percentage of female readers living in THE NIKKEI MAGAZINE Ai distribution area is in their 30s and 40s.
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In a word, Ai is read by active women who invest in themselves.
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67.7%

3.4

Contract employee

THE NIKKEI MAGAZINE STYLE Ai is a fashion magazine, a publication of
The Nikkei aimed at its female readers, especially those aged 35 to 49, leaders in the business world.
Ai is a high quality magazine on a par with overseas fashion journals.
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Almost half, 45.1%, have high annual incomes of
10 million yen or more.

Data source: Demographic Data of Ai Premium
Club Members (current as of August 2021)

List of ad fees
Circulation: 615,000

No. pages

Fee

Ad size

First spread (after the cover 2)

2P

¥5,800,000

H350㎜ × W518㎜

Home-delivered

Second spread

2P

¥5,500,000

H350㎜ × W518㎜

(Folded into The Nikkei on the fourth
Sunday of the month)

Third spread

2P

¥5,200,000

H350㎜ × W518㎜

Fourth spread

2P

¥5,200,000

H350㎜ × W518㎜

Cover 4

1P

¥3,600,000

H350㎜ × W259㎜

Table of Contents and Editorʼs letter

1P

¥2,700,000

H350㎜ × W259㎜

Column (1)

1P

¥2,600,000

H350㎜ × W259㎜

Column (2)

1P

¥2,600,000

H350㎜ × W259㎜

Center page

1P

¥2,500,000

H350㎜ × W259㎜

Center spread

2P

¥5,000,000

H350㎜ × W518㎜

Menu

Tie-ups require an additional ¥375,000 (gross) in production fees.
● An additional 8% consumption tax will be added to all fees.
●

(Tokyo 500,000, Kansai 100,000, Nagoya 15,000)

【Contact for queries about

advertisingin Ai and about ads themselves】

Kodansha
Second Business Division
Communication Business Second Department

2-12-21 Otowa, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8001
TEL 03-5395-3641 FAX 03-3945-9128

Launched in March 2015, Ai has established
a unique position as a luxury fashion magazine.
Its strengths, including an overwhelming reader response,
have manifested themselves throughout the covid-19
pandemic. Why? Ai is home-delivered to subscribers as
a fold-in of The Nikkei, a form of supply that perfectly
matches the lifestyles of today’s reader-consumers.
On top of that, women conducting much of their business
remotely are growing tired of being online so much of the
time. What better way to take a break from it all than by
leafing through Ai, a high-quality paper publication.
In an age of uncertainty, Ai remains a clear-cut presence.
THE NIKKEI MAGAZINE Ai
Hideshi Fujitani, editor-in-chief
The Nikkei Magazine Style Ai

Nikkei Inc.
Cross-Media Sales Department
Cross-Media Advertising and Business Bureau

1-3-7 Otemachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8066
TEL 03-6256-7480 FAX 03-6256-7908

KODANSHA
Fo r i n f o r m a t i o n o n a d p l a n ni n g a n d s p e c ial f e a t u r e s, s e e A D S TAT I O N
h ttps : / / ad. ko dan s h a. n e t/
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Powerful response from a sophisticated readership!
Lifestyles have changed, but Ai is unfailingly placed directly in
the hands of consumers. This is what makes the publication so influential.

The main Ai readers are women aged
35 to 49 who have careers in the Tokyo area.
Our main readers are working women in urban areas. Many more live in households of the business elite.
This segment of the female population leads fulfilling lives, both in terms of careers and private interests.

On the frontline
of society
Both married and single,
our readers work
in major corporations.
Many are middlemanagers
or on their way into
these leadership positions,
and have ambition to
build their careers.
Annualhousehold income is
over 10 million yen with total
assets of more than 30 million yen.

Trends are important,
and so are standards.
Readers check out the latest trends,
but choose standards of reliable brands
they know they will use for many years.
They recognize good materials and fabric,
tailoring, and function.

・Ai pinpoints exactly what its readers want, and our boldly beautiful visuals
stimulate them to make the purchase. This direct link is admired and
appreciated by global luxury brands.
・Readers are spending more time at home, but Ai comes straight to them,
always equipped with a line-up of items that provides satisfaction.

With circulation of 615,000 and a sophisticated
readership, Ai has built up an excellent reputation.
In six years of publication, Ai has linked directly to what readers want and need “right now”
through its beautiful visuals and riveting copy. “I saw it in Ai” is what motivates purchases.

Tie-up articles lead to
immediate response.
We’ve used all this period’s
budget on Ai.
(Fashion)

Our original target was users themselves,
but we went beyond that when, thanks
to the fact Ai is a newspaper fold-in,
we tapped into the demand for
gifts for wives and mothers.
(Cosmetics)

We were deluged with
phone calls on jewelry in
column photos the day
the issue came out.
( Jewelry)

Luxury brands
are part of
these women’s
daily routine.
Ai readers entered the world of
name brands in their 20s and
make most of their purchases at
major department stores.
They refer to regular
high-ticket purchases as
“special treats for myself.”

The tie-up aimed at
department store
shoppers was a huge success.
We got many new customers.
(Beauty appliances)

Readers actively
collect information.
No matter what the endeavor, Ai readers reflexively
collect information beforehand. They rely on their
network of friends as well as online sources.

Response is much more direct
than with other media. Readers
call us right up and ask to have
items put aside for them.
(Fashion)

Photographs are beautiful.
Ai is the media that shows
our products to best advantage.
(Cosmetics)

