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J-MONEY・J-MONEY Onlineとは
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「J-MONEY」は、1986年に「ユーロマネー⽇本語版」
として産声をあげた⾦融専⾨誌です。2011年に誌名を
「J-MONEY」と変えて、35年以上にもわたり⽇本の⾦
融業界の最前線の動きを活写してきた由緒あるメディア
です。

2020年からはオンラインでの情報発信に注⼒すべく、
ウェブサイト「J-MONEY Online」をスタート。年4回
の本誌の発⾏では捉えきれないニュース性の⾼い情報を
中⼼に配信し、独⾃性の⾼い情報をタイムリーに掲載し
ています。

機関投資家・金融プロフェッショナルの
ためのJ-MONEYとJ-MONEY Online



J-MONEY：発⾏部数
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「J-MONEY」の読者は機関投資家が中心
その他 1%Others

（学校法⼈、年⾦コンサルタント、
政府官公庁、団体など）
(Education, Pension Consultant,
Government etc.)

主要上場企業 35%Major Listed Companies

（CEO、財務責任者、経営企画など）
(CEO, CFO, Corporate Planning)

合計

8,452名
TOTAL 8,452

(J-MONEY 2022年10⽉号）
(J-MONEY October 2022 issue)

事業法⼈のリストを精査、
選ばれた⽅だけに送ります。

The list of business corporations will be scrutinized and sent only to those selected.
× 機関投資家（年⾦基⾦、⾦融法⼈）への

カバレッジを強化します。
Enhance coverage to institutional investors(pension funds, financial corporations).

年⾦基⾦ 20%Pension Foundation

運⽤会社 Asset Managers 7%
銀⾏ Banks 23%
⽣命保険・損害保険 Insurance 2%
証券会社 Security 2%

⾦融機関 44%Financial Institutes



J-MONEY：読者プロフィール
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「J-MONEY」の読者の多くは
運用・為替・財務戦略に関与

■J-MONEY読者の声

• いつも参考になります。コロナ禍、今後の社会変化が
あるとして、運⽤にどう取り組むか。株頼みではなく、
代替をどう据えるか、といっても弱⼩基⾦では選別が
難しい。ポートフォリオ戦略を記念特集だけでなく、
続けて調査掲載していただきたい（年⾦基⾦）

• 毎回アウトルックの記事はマクロ経済、株式、為替
等について、専⾨家の視点で書かれており、⼤変参考
になります（年⾦基⾦）

• 特集記事の連合会の運⽤に対する考え⽅が⾮常に参考
となった。最近 GPIF や連合会などの公的ともいえる
機関がアクティブな運⽤戦略を採⽤しているので、今
後も参考としていきたい（年⾦基⾦）

• コロナ禍の為、セミナーや研修が制限される中、いろ
いろな情報を取り上げて頂き、ありがとうございます。
今後も幅広い市場動向や成⻑分野の商品を紹介して頂
ければと思います（年⾦基⾦）

出所：J-MONEY2021年10⽉号 編集アンケートより（抜粋）

■読者が関与している主な業務（複数回答）
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出所：2018年秋号 読者アンケート調査より
Source：Readership survey in autumn 2018



J-MONEY：発⾏スケジュール
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年4回の発行で
金融業界の最前線をとらえる

発⾏号 発⾏⽇ 申込締切⽇ 広告原稿締切⽇

2023年1⽉号 1⽉6⽇（⾦） 2022年
11⽉18⽇（⾦）

2022年
12⽉9⽇（⾦）

2023年4⽉号 4⽉7⽇（⾦） 2⽉21⽇（⽕） 3⽉14⽇（⽕）

2023年7⽉号 7⽉7⽇（⾦） 5⽉26⽇（⾦） 6⽉16⽇（⾦）

2023年10⽉号 10⽉6⽇（⾦） 8⽉25⽇（⾦） 9⽉15⽇（⾦）

スケジュールは変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。



J-MONEY：特集企画（予定）
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年金運用から資本市場、為替動向まで
フォローする特集企画

発⾏号 特集企画 内容

2023年 1⽉号

⾦利、為替、地政学リスク
――。2023 年のマーケットと

激動時代の安定資産とは？

新型コロナウイルスの猛威が続く中、ロシアのウクライ
ナ侵攻や⽶中対⽴の先鋭化、インフレの進⾏などに揺れ
た2022年。続く2023年のマーケット環境はどうなって
いくのか。有識者が2023年のマーケット環境を語る。

右肩上がりで拡⼤する
プライベート市場

逆業績相場下での運⽤を考える

プライベート市場が右肩上がりで拡⼤している。市場規
模は10兆円を超えるとも⾔われるなか、逆業績相場下で
もプライベートアセットの投資魅⼒は⾊褪せないのか
──。関係者に話を聞く。

2023年 4⽉号

世界的な⾦利上昇で
揺れる運⽤環境

機関投資家がとるべき
運⽤⾏動を考える

歴史的な⾦利急上昇により英国では国債売りの連鎖が起
き、年⾦破たんの恐れが⽣じた。急ピッチに進む⾦利急
騰により運⽤環境が厳しさを増すなか、機関投資家がと
るべき運⽤⾏動を考える。

選択肢が広がるマルチアセット
プロダクト選定の
ポイントとは？

ポートフォリオの中で分散が図れることと、流動性など
に制約のある期間投資家の資⾦の受け⽫として資産残⾼
が拡⼤傾向にあるマルチアセット。⼈気の⾼まりととも
に様々なマルチアセットが投⼊される中、いかにして適
した商品を選定すればいいのだろうか。有識者に話を聞
く。

上記企画は運⽤環境等の動向によって変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。



J-MONEY：特集企画（予定）
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上記企画は運⽤環境等の動向によって変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。

発⾏号 特集企画 内容

2023年7⽉号

トランジションボンドの
存在感⾼まる

ESG運⽤の⾏⽅を探る

グリーンボンドの発⾏基準を満たさないものの、低炭素
経済社会に移⾏するためのプロジェクトを資⾦使途とす
る「トランジションボンド」の存在感が⾼まっている。
⽶国ではESGに前向きな⾦融機関を排除する動きが散⾒
されるなど、ESG投資を巡って政治的な分断が深まって
いる。ESG運⽤は今後、どこに向かおうとしているのか、
その⾏⽅を探る。

ETFニュートレンド
機関投資家の存在感が⾼まる

社債ETF

⽶国を中⼼に市場拡⼤が進むETF（上場投資信託）。
その原動⼒となっているのが社債ETFの存在だ。流動性
や分散効果を期待する機関投資家の資⾦流⼊が加速して
いる。ESG-ETFsの伸びも⾒逃せない動きといえる。
ETFの新たな萌芽を追う。

2023年10⽉号

運⽤コンサル最前線
OCIOは⽇本でも定着するか

機関投資家は運⽤機関に運⽤を委ねているものの、運⽤
プロダクトの選定や資産配分などは⾃⾝で⾏っている。
しかし、欧⽶では運⽤プロダクトの選定などを外部専⾨
家に任せるOCIO（アウトソースド・チーフ・インベス
トメント・オフィサー）の動きが加速している。⽇本の
状況はどうか。運⽤コンサルティングの最新トレンドを
追う。

リアルアセットの実⼒は
本物か──。

投資効能に迫る

イールドアセットとしてだけでなく、インフレ耐性のあ
る投資先として脚光を浴びる不動産やインフラなどのリ
アルアセット（実物資産）。その実⼒は本物なのか、機
関投資家や運⽤コンサルなどの有識者に話を聞く。



J-MONEY Online：読者データ
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2020年5月に会員制サイトへリニューアル
順調に増えるJ-MONEY Online会員

⽉間PV
（ページビュー）

約25,000
⽉間UU

（ユニークユーザー）

約8,000
25,000PV

8,000UU

J-MONEY Onlineはこちらから

https://j-money.jp/

月間PV
（ページビュー）

月間UU
（ユニークユーザー）
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J-MONEY Online会員数の推移
（2022年10月1日時点）

会員数は2,000名超！



J-MONEY Online：コンテンツ
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最先端の知がJ-MONEY Onlineの
コンテンツを支える

学習院⼤学名誉教授
⾠⺒憲⼀

シティグループ証券
チーフFXストラテジスト
⾼島修

J-MONEY論説委員
梅本徹

JPモルガン・チェース銀⾏
市場調査本部⻑
佐々⽊融

BNPパリバ証券
グローバルマーケット統括本部 副会⻑
チーフクレジットストラテジスト
チーフESGストラテジスト
中空⿇奈

BNPパリバ証券
経済調査本部⻑ チーフエコノミスト
河野⿓太郎

東短リサーチ
代表取締役社⻑
チーフエコノミスト
加藤出

J-MONEY論説委員
阿部圭介



J-MONEY：広告料⾦
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■掲載費（税抜）年間契約した場合、割引が適⽤されます。
1Pレート 4Pレート 8Pレート 16Pレート

表2 \910,000 \864,500 \820,000 \770,000
表2⾒開き（2ページ） \1,610,000 \1,530,000 \1,450,000 \1,370,500
表3 \840,000 \800,000 \760,000 \710,000
表4 \1,050,000 \1,000,000 \950,000 \890,000
中⾯1ページ \700,000 \670,000 \630,000 \600,000
中⾯1ページ（モノクロ） \560,000 \530,000 \500,000 \480,000
中⾯ハーフページ \420,000 \400,000 \380,000 \360,000
記事体広告（2ページ、制作費込み） \1,400,000 ー ー ー

1ページ：210×286mm

■原稿制作要領
ハーフページ：186×120mm

210mm

2
8
6
m
m

2
8
6
m
m

210mm

2
9
2
m
m

216mm

仕上寸法 版面寸法

およびトンボ

1
2
0
m
m

186mm

3mm 3mm

3
m
m

l フォントはすべてアウトライン化してください。
l ロゴマーク、社名、写真等⽋けてはならない部分は、
仕上がり⼨法より10mm以上内側に収めてください。

l 天地左右で各3mmの塗り⾜しをご⽤意ください。
l ハーフページはケイで囲むか、サイズいっぱいに絵柄、
写真等を使⽤してください。

l ⼊稿データとともに出⼒⾒本のPDFをご⽤意ください。



J-MONEY Online：広告料⾦
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■掲載費（税抜）
3カ⽉ 1カ⽉ 制限枠 サイズ

ビルボード \1,000,000 \400,000 1枠/3社ローテーション 970 × 250 pixels
ダブルレクタングル \750,000 \300,000 1枠/3社ローテーション

ダブルレクタングルと
1stレクタングル合わせて3枠

300 × 600 pixels
1stレクタングル \500,000 \200,000 300 × 250 pixels
2ndレクタングル \400,000 \150,000 1枠/3社ローテーション 300 × 250 pixels

インフィード \350,000 \150,000 掲載位置ローテーション 600×337 pixels（⼊稿サイズ）
【タイトル】24⽂字以内（社名除く）

（注）スマホでは画像の左右が多少カットされます

記事上 \1,000,000 \400,000 1枠/3社ローテーション 728 × 90 pixels（PC）
320× 50 pixels（スマホ）

テキストアド \250,000 \100,000 3枠（3社同時表⽰）
/5社ローテーション 25字以内

■原稿データ形式
ファイル形式 サイズ

静⽌画 JPEG, PNG, GIF 無制限
（リサイズする場合があります）

動画 HTML5, GIF 要相談

l ビルボードには広告以外のコンテンツもローテーションに組み込まれます。
l ビルボードのみ動画広告の掲載が可能です。
l テキストアドは冒頭に[PR]とクレジットが⼊ります。
l テキストアドはテキストに社名もしくは商品名が⼊っている必要があります。
l 背景⾊に⽩⾊を使⽤しており、かつ外枠に接している場合は、バナーとサイトの境界線を明⽰するため、外
枠すべてを実線で囲んでください。透明（透過⾊）は使⽤できません。

l バナー原稿の⼊稿締め切りは掲載⽇の4営業⽇前となります。



J-MONEY Online：バナー掲載位置
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【トップページ】

記事上 728×90px

【記事ページ】

テキストアド 25字以内（3社同時表示）

1st
レクタングル
300×250px

2nd
レクタングル
300×250px

ビルボード
970×250px

インフィード
600×337px
（入稿サイズ）

1st
レクタングル
300×250px

2nd
レクタングル
300×250px



J-MONEY Online：タイアップ広告
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J-MONEY Onlineのタイアップ広告

J-MONEYの記者が御社のプロダクトやサービスをわかりやすく解説し、タイアップ記事ページ
を制作します。トップページから最適な誘導枠を確保し、タイアップ記事ページへ誘導します。

【トップページ】 【タイアップページ】

料金：￥1,200,000（4カ月間掲載）

ビルボード
970×250px

インフィード
600×337px

（入稿サイズ）

1st
レクタングル
300×250px

２ｎｄ
レクタングル
300×250px



セミナー
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■J-MONEYの読者を対象に、マルチスポンサー型および
シングルスポンサー型のセミナーを開催します。

■参加対象者は年⾦基⾦、銀⾏・保険など⾦融法⼈、
学校法⼈の運⽤担当者、主要上場企業の財務担当者など。

■オンライン、リアル+オンラインでの併⽤も可能です。

■開催後に当⽇の講演の模様をJ-MONEYの記事として展開
します。カンファレンスに参加できなかった読者にも
情報が届きます。

機関投資家が参加する
J-MONEYフォーラム・カンファレンス

例（マルチスポンサー型のOnlineセミナーの場合）

協賛費：￥1,000,000（税別）
※協賛費はセミナーの体裁やスポンサータイプ等によって変わります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。



お問い合わせ
株式会社エディト営業部
〒162-0805 東京都新宿区⽮来町126 NITTOビル4F
TEL：03-5225-6811(代）
FAX：03-5225-6812
E-mail：sales@j-money.jp


