
ビジネスに必要不可欠な記事情報・企業情報・人事情報を保有する、

日本最大級の統合型情報プラットフォーム

知的ワークを、加速する
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「信頼」が導く働き方改革
 圧倒的な時短へ
本当に必要な情報にたどり着くのに、どれだけの時間と労力をかけていますか。

たどり着いた情報は信頼できるものでしょうか。

日経テレコンは、

戦略立案、業界分析、M&A、競合比較、リスク管理、海外進出などあらゆる

ビジネスシーンに役立つ情報を網羅。

取材に基づく記事・人事情報、専門調査機関による企業情報を

速く正確に抽出・利用することで、

知的生産性の飛躍的向上、働き方改革を実現します。

さあ、日経テレコンで

ビジネスの革新を始めましょう。

日経テレコンは、日本最大級の会員制ビジネスデータベースサービスです

東証一部
上場企業の約

が導入
70％

検索できる
記事の本数

を収録
1.2億本

 
日経テレコンでは

の媒体を収録
750以上

全国都道府県の

が勢ぞろい
50紙

日本の
ビジネスを占う
キーパーソン

を収録
30万人

2018年1月時点
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経験や勘に頼ったマネジメントから、正確な情報とデータに基づく意思決定へ。
日経テレコンは、あらゆるビジネス課題を解決する信頼できる情報源として、国内外約1万社の様々な知的
生産のシーンで活用されています。

リスク管理の体制構築

人事異動を見逃さない

マーケティングデータを入手

与信管理の強化・効率化

新規顧客開拓、案件獲得を強化

海外ビジネスの情報源

記事情報 ▶

人物・人事情報 ▶

データ＆ランキング ▶

企業情報 ▶

業界ニュース・業界サマリ ▶

海外情報 ▶

最新から過去にさかのぼって法令違反などのリスク情報を
新聞記事データベースで調査可能。取引先や顧客のコンプ
ライアンスチェックを大幅に効率化します。

顧客の昇進・昇格、人事異動をいち早く正確に見逃しなく
キャッチできます。日経各紙のほか、各都道府県の一般紙や
専門紙の人事異動情報も収録。顧客や自社の掲載記事も漏
らさず収集できるので広報活動にも役立ちます。

マーケティングや新商品開発の裏付け・検証に必要な各
種データを収録。市場シェア、ランキング、調査レポート、統
計データなどが企画書の精度を高めます。業界分類は550
超、ニッチな業界の情報も簡単に把握できます。

「東京商工リサーチ」「帝国データバンク」など国内外多数
の企業情報・信用情報を提供。取引先の評価、格付け、倒
産確率などをワンストップで入手。リスクを減らし経営をサ
ポートします。

増収増益企業を探すなど営業ターゲットの選定から、新規顧
客調査、提案資料作成などが短時間で可能です。日々の取
引先・業界のニュースを漏らさずチェックでき、営業活動や
経営判断を支援します。

世界の2大調査会社Dun & Bradstreet（D&B）、エクスペ
リアン企業情報を提供。海外メディアの現地報道も多数収
録し、手に入り難い信頼性の高い世界規模での情報収集が
可能です。
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記事情報
過去30年分以上の国内外の新聞、雑誌、速報ニュース、ビジネス誌や調査レポートなど540を超える媒体を収録。いつ、どこで、
何が起きたかを時系列で、整理してたどり、必要な情報をピンポイントで探し出せます。

 ひとつのキーワードで複数の媒体の検索が同時に漏れなく行えます。
 掲載時期や媒体を選んで絞り込めば、さらにピンポイントな検索ができます。
 PDF出力で“記事イメージ”を確認することも可能です。

特　徴

［主なデータベースのご紹介］

▶新聞
（173媒体）

日経各紙（12媒体） 日本経済新聞／日経産業新聞／日経MJ（流通新聞）／日本経済新聞電子版／日経ヴェリタス／
日経地方経済面／日経プラスワンなど

全国紙（8媒体） 朝日新聞／毎日新聞／読売新聞／産経新聞／NHKニュース／共同通信ニュース／時事通信
ニュース／ロイター通信ニュース

一般紙（53媒体） 北海道新聞／河北新報／下野新聞／東京新聞／新潟日報／静岡新聞／中日新聞／京都新聞／
神戸新聞／中国新聞／西日本新聞／琉球新報／沖縄タイムスなど

専門紙（94媒体） 化学工業日報／日刊工業新聞／日刊自動車新聞／鉄鋼新聞／日刊建設工業新聞／電気新聞／
日本食糧新聞／日刊薬業／日本証券新聞など

スポーツ・夕刊紙（6媒体） 日刊スポーツ／スポーツ報知／サンケイスポーツ／夕刊フジ／デイリースポーツなど

▶海外情報（91媒体） フィナンシャルタイムズ／通商弘報／ウォール・ストリート・ジャーナル／ダウ・ジョーンズ米国企
業ニュース／人民網／新華社ニュース／中央日報など

▶雑誌（174媒体） 日経ビジネス／週刊東洋経済／週刊ダイヤモンド／週刊エコノミスト／WEDGE／AERA／サン
デー毎日／日経コンピュータ／ダイヤモンド・チェーンストアなど

▶ニュース（36媒体） 日経速報ニュース／決算サマリー／朝日新聞速報ニュース／テレビ番組・報道情報／R&I格付
ニュースリリースなど

▶信用情報（3媒体） 東京商工リサーチ信用情報／帝国データバンク信用情報／東京経済信用情報

▶調査・統計・マーケティング（39媒体） 矢野経済研究所マーケットシェア事典／富士経済グループマーケットシェアデータ／日経NEEDS
業界解説レポートなど

▶書籍・年鑑・辞書（34媒体） 日経業界地図／日経NEEDS都市財政データ／東洋経済会社四季報業界地図など

使い方例

●客観的な情報が、企画書・提案書の説得力を高めます。
●記事の大きさや見出しの付け方から、重要度やメディアの価値判断が分かります。
●ビジネス経験のない分野でも、専門家の知識に早く正確にキャッチアップできます。

ナビ型記事検索

最新の言語解析技術により検索に必要な選択肢を自動
的に提示します。あいまいな単語や広いテーマでの検
索でもピンポイントで欲しい情報にたどりつけます。

ずばりなキーワードが見当たらないときに

記事の種類を絞り込みたいときに

大きなテーマの情報収集に



4

NIKKEI TELECOM  GUIDE BOOK

企業情報
国内外の大手調査会社が提供する企業データベースを横断的に検索できます。商談前の下調べから与信管理、同業他社の経営
分析まで、複数の情報源からワンストップで効率よく、必要なデータを収集できます。

 帝国データバンクや東京商工リサーチをはじめ、日本を代表する44種類の企業データベースの横断検索ができます。
 沿革、業績推移、財務諸表、経営者のプロフィルなどの基本情報はもちろん、総合的な企業評価を、評点やリスク格付け
でチェックすることが可能です。
 新規取引先や提携先、出資先等のリサーチを精緻に、複数のデータベースで簡単に進めることができます。

特　徴

［主なデータベースのご紹介］
▶日経会社プロフィル 収録項目や関連する記事情報をレポートにまとめる機能を用意（約2万社）

▶東京商工リサーチ企業情報 最大5期分の業績データ、業種別売上高順位、評点、事業概況などを収録（約145万社）

▶帝国データバンク企業情報 株主、取引先など基本項目、過去6期分の売上高、税引後利益など財務項目を収録（法人組織100万社以上）

▶信用交換所企業情報 繊維業界を中心に、業績や取引先など基本データのほか評点や社有不動産なども収録（約5万社）

▶東京経済企業情報 九州、沖縄、広島の建設業に強く、企業の経営状況や業界での位置づけ、特色を掲載（約6万5千社）

▶日経財務情報 約4,800社、最大10期を収録、Excelでダウンロードも可能

▶日経セグメント情報 約2,500社、最大2期を収録

▶東京商工リサーチ財務情報 約48万社、最大5期を収録

▶帝国データバンク財務情報 全国の主要企業、最大5期を収録

▶企業決算 約3,500社、最新3期を収録

▶金融工学研究所企業リスク情報 企業情報や財務データに統計的手法及び金融工学的手法を用い高精度な評価結果を提供

▶AGS企業リスク格付 金融機関の融資審査に必要なスコアリングモデルのシステム構築ノウハウを活かした評価モデルで格付

▶リスクモンスター企業リスク格付 総合商社の与信ノウハウを活かし、企業の財務、事件・事故、登記、手形情報などから信用力を格付

使い方例

●複数の信頼あるデータを活用できるので、多角的・客観的に取引先の実態が把握できます。
●与信管理のルールづくりや、取引先の継続的なモニタリングが簡単に行えます。

人物・人事情報
日本経済新聞社が独自に調査・収集した日経WHO’S WHOをはじめ、5つの人物データベースを収録し、ビジネスパーソンだけ
でなく議員、官公庁職員、著名人にいたるまで、幅広い分野で活躍する人物のプロフィルを探し出すことができます。

 商談時の円滑なコミュニケーションや取引先とのパイプづくり、新しい人脈探しに役立ちます。
 日経WHO’S WHO人事異動情報は、新旧の役職名を発表資料のまま省略せず、分かりやすい表形式で表示します。
 新聞では掲載されない次課長級、子会社間の人事も収録しています。

特　徴

［主なデータベースのご紹介］
▶日経WHO'S WHO 日本経済新聞社が独自に調査、収集した情報（約30万件）

▶東京商工リサーチ経営者情報 全国80支社・支店の情報網を通じて収集した上場・非上場の代表者に関する情報（約141万件）

▶ダイヤモンド役員・管理職情報 上場企業・有力非上場企業の役員・管理職のデータベース（約23万件）

▶朝日新聞人物データベース 議員、官僚、上場企業の役員、学者、研究者、文化人、スポーツ選手などの人物情報（約34,000件）

▶読売人物データベース 国会議員、全国知事、市区村長、学術・文化・芸能・スポーツ選手などの人物情報（約27,000件）

使い方例

●経歴や趣味など、取引先との話題の糸口となる貴重な情報を得られます。
●取引先の人事異動情報を漏らさずチェックでき安心です。
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専門情報データベース
土地建物評価情報や、法律情報など専門性の高いデータベースを収録しております。ビジネスの調査報告資料として利用価値が
高い情報です。

▶WiseSearch 中国・香港・台湾を中心とする新聞、雑誌、ニュースなど900以上の媒体を収録

▶エクスペリアン企業調査レポート 海外企業の調査レポートや、KYCチェック（海外コンプライアンスサービス）の結果をオンラインで発注

▶データウェア調達情報サービス （株）データウェアが独自に全国の官公庁、地方自治体、独立行政法人の調達情報を当日配信

▶IS-WebFNプラス （株）QUICKが、証券会社や銀行などが利用する信頼性の高いリアルタイムマーケット情報を提供

▶TAS-MAP （株）タスが、約6万件の公示地価・基準地価を含む土地建物評価情報等を提供

▶ゼンリン住宅地図サービス 富士通エフ・アイ・ピー（株）が、（株）ゼンリンデータコムの提供による住宅地図情報を配信

▶TKC法律情報 明治8年から現在までの判例を収録した日本最大級のフルテキスト型法律情報データーベース

海外情報
国内情報だけでなく、米国やアジアを中心に海外メディアも多数カ
バー。英語や中国語メディアのほか、現地紙の日本語版や日本語
紙、日経各紙の英訳記事も収録しています。海外企業の調査レポー
ト・信用リスク情報も充実。グローバルな情報を広く収集できます。

業界ニュース・業界サマリ
国内外550業種以上の最新業界解説レポートをはじめ、シンクタン
クや調査会社がまとめた、すぐに使える業界レポート、市場データ
を幅広く収録しています。業界の全体像の理解から日々の動向把握
まで、難しい操作をせずに求める情報へアクセスできる機能も提供
しています。

データ＆ランキング
公的機関の統計データや日経POS情報の売れ筋ランキング、日経
各紙や週刊エコノミストなどに掲載されたランキング情報、市場調
査やアンケート調査、調査会社のレポートなどを一覧できます。マー
ケティング資料やグラフの作成にすぐ使えるデータはもちろん、専
門家による分析も充実。説得力の高い企画・提案書の作成を強力
にバックアップします。

▶各種経済レポート ▶POSランキング

▶調査・ランキング ▶QUICKプレミアムランキング

▶マクロ経済統計 ▶MDV診療データ

▶地域経済・都市データ

FactSet Company Profile（Listed）

［主なデータベースのご紹介］
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その他の機能

取引先企業や顧客一覧などお手持ちのリストと、よく使う
キーワードを掛け合わせて、一括検索することができます。
検索結果をレポートに出力し、記録レポートとして印刷する
ことも可能です。
定期的なコンプライアンスチェックや、人事異動情報の
チェックが簡単にできる便利な機能です。

専用スマートフォンアプリを使えば、外出先や通勤時でも、
取引先の情報や業界の最新トピックを簡単にチェックする
ことができます。アプリのダウンロードは無料、PCと共通の
ユーザーIDでご利用いただけます。

同業他社や業界の動きを毎朝チェックしたいが、時間が足り
ない。そんな悩みを解決するのが、自動収集（クリッピング）
とメール配信機能です。よく使うキーワードや検索条件を登
録しておけば、条件に合う記事を自動で漏れなく収集できま
す。新着記事をメールで受け取ることもできます。

米エバーノート社のクラウドサービス「Evernote」との連
携機能を使えば、 日経テレコンで検索した記事本文（日経各
紙）の見出しやURL、記事本文から抽出したキーワード情報
を、簡単な操作でEvernote内に保存できます。保存したリ
ンクをクリックすれば、日経テレコンの記事本文が表示され、
その後何度でも無料で閲覧できます。

IDの利用者管理や料金集計などの業務をサポートする管理
責任者向けの専用機能も充実しています。人事異動や業務
の必要に応じてIDの利用者を変更したり、利用者ごとに利用
明細・料金を把握することもできます。またチャージコードを
使えば利用者をプロジェクトごとや担当ごとに管理すること
も可能です。複数の日経テレコンIDをご利用の組織で、管理
業務を軽減する多数の機能を備えています。

リストで検索

スマートフォンアプリ

クリップメール

管理機能（アカウントマネジャー）

Evernote連携



「操作が不安」、「もっと業務に役立てたい」という方のために、実際にPCを操作しながら活
用方法を学べる「日経テレコンスクール」を開催しております。常設会場は東京、大阪、名古
屋、福岡の4会場です。
基本コース・応用コースに加え、職種や目的に応じたテーマ別コースをご用意しています。
【テーマ別コースの例】
広報で使える情報収集入門、業界情報リサーチ、1から学ぶ取引先の分析・評価 など

日経テレコンの活用方法や新しいコンテンツ、導入事例など皆さまに役立つ情報を随時掲載
しております。是非ともご活用ください。

https://telecom.nikkei.co.jp/blog/

オンラインでご利用いただけるFAQやリファレンス、操作ガイドなどをご用意しております。

お申し込み・お問い合わせ

■お申し込み・お問い合わせは下記の販売代理店まで

【サービスご利用について】 日経テレコン21（日経テレコン）は、日本経済新聞社がインターネットを通じて提供する有料ビジネスデータサービス
です。ご利用には、当初料金・基本料金（月額）・情報利用料金がかかります。

【　　ご　　契　　約　　】 日経テレコン販売代理店

【　　著　　作　　権　　】 本サービスで提供される記事、写真、図表、見出しその他の情報（以下「情報」）の著作権その他の知的財産権は、そ
の情報提供者に帰属します。本サービスで提供される情報の無断転載を禁止します。本サービスは、方法の如何、有
償無償を問わず、契約者以外の第三者に利用させることはできません。

※お客様の個人情報は、日本経済新聞社および日経テレコン販売代理店が、当社サービスについてのご案内、ご連絡のために利用し、その記録を残すことがあります。
※本カタログにおける新聞、雑誌の収録数は、2018年3月現在のものです。

サポート体制

安心してご利用いただくために、充実したサポート体制を整えています。

操作方法がわからないときや、コンテンツについて知りたいときなど、ご利用に関するご質
問・ご相談を承ります。
専用のフリーダイヤルまたはwebサイトのお問合せフォームからお気軽にお問合せいただ
けます。

ヘルプデスク

スクール

オンラインヘルプ／操作ガイド

サポートブログ

株式会社エレクトロニック・ライブラリー
〒104-0031　東京都中央区京橋２－１２－６
Tel      ：03-6271-0672
E-Mail：contact@elnet.co.jp
URL  ：https://www.elnet.co.jp


