
用語事典

雑誌デジタル版

書籍・ムック

WEBニュース

日経バイオ年鑑 日経ヘルス
サプリメント事典

日経パソコン
デジタル・IT用語事典

その他

雑誌記事

［ネットワーク技術の学習誌］
日経NETWORK

［システム構築事例が満載］
日経SYSTEMS

［情報システム総合情報誌］
日経コンピュータ

［No.1経済・経営誌］
日経ビジネス

［環境・社会・ガバナンスの情報誌］
日経ESG

［元気起業と経営のヒント］
トップリーダー MONTHLY

［マーケティング戦略、事業戦略情報］
日経クロストレンド

［起業家・経営者を支援］
日経トップリーダー

［エレクトロニクス総合誌］
日経エレクトロニクス

［ロボット新産業の創出］
日経Robotics

［医療・健康・介護の新ビジネス領域を拓く］
日経デジタルヘルス

［プログラミング技術情報］
日経ソフトウエア

［通信・放送分野の情報誌］
日経ニューメディア

［Linuxの技術・実務情報］
日経Linux

［実用的なパソコン誌］
日経PC21

［No.1パソコン情報誌］
日経パソコン

［臨床医のための総合医療情報誌］
日経メディカル

［マネー＆ライフプラン応援］
日経マネー

［人生をより豊かにするオフ情報誌］
日経おとなのOFF

［戦略的デザイン情報誌］
日経デザイン

［自動車の技術と市場］
日経Automotive

［住宅技術者の実務情報誌］
日経ホームビルダー

［製造業の技術革新支援］
日経ものづくり

［事業創出のためのコミュニティ・メディア］
リアル開発会議

［土木・建設のニュースと技術］
日経コンストラクション

［建築士のための総合情報誌］
日経アーキテクチュア

ビジネスと経営
2014年1月6日号～

医療従事者向けサイト

医療従事者向けサイト
2014年1月号～

2014年1月号～ 2015年4月10日号～ 2016年1月25日号～ 2016年4月号～

IT・エレクトロニクス・
建築・土木

2013年12月12日号～2014年2月3日号～

日経デジタルマーケティング／日経ビッグデータ／日経ビズテック／日経アドバンテージ／日経エネルギー／日経エネルギー Next ／日経情報ストラテジー／日経ソリューションビジネス／日経Windowsプロ／日経システム構築／日経ITプロフェッ
ショナル／日経インターネットソリューション／日経IT21／日経PCビギナーズ／日経WinPC／日経バイト／日経MAC／日経コミュニケーション／日経ネットビジネス／日経マイクロデバイス／日経デジタル・エンジニアリング／日経メディカル
Cancer Review／日経バイオビジネス／日経レストラン／日経食品マーケット／日経EW　※2018年4月現在

休刊誌・誌名変更前の
雑誌バックナンバーも

収録

［次世代ビジネスリーダーの情報誌］
日経ビジネスアソシエ

［電子自治体サービス実務］
日経BPガバメントテクノロジー

［医療・介護ビジネス情報］
日経ヘルスケア

［ヒットがわかる情報誌］
日経エンタテインメント！

［親子で楽しむ生活情報誌］
日経キッズプラス

［医薬品・調剤・服薬の実務情報］
日経ドラッグインフォメーション

［総合科学誌］
日経サイエンス

［女性の仕事と暮らし］
日経WOMAN

［健康に、美しく］
日経ヘルス

［アンチエイジングを目指す］
日経ヘルス プルミエ

［生活を刺激する流行情報誌］
日経TRENDY

収録コンテンツ一覧
2018年4月現在

「モノ」「サービス」
トレンド情報

環境と経営働く女性の
キャリアと暮らし

共働きママ・
パパ向け情報

徹底予測 中国ビジネス／トヨタの軌跡／バリバリ活用教室!! エクセル＆ワード／100年企業 日立の軌跡
／教訓に学ぶ 震災から立ち上がれ日本！／ iPadで変わる未来／2020年の産業大動脈／パソコンの自作／3
秒でできるエクセル即効ワザ／１秒操作大事典140／エクセル3行マクロ活用事典86／エクセル関数大事典
100／LED記事セレクション／危ない地形・地質の見極め方／現場で役立つコンクリート名人養成講座 ほか

ネットワーク大事典／情報・通信用語事典／日経ビジネスアソシエ 厳選キーワード／情報処理技術者用語
辞典／最新ものづくりキーワード／日経エレクトロニクス最新略語小辞典／通信・ネットワーク事典 ほか

その他の用語事典

●PCスキルアップ　
操作方法やノウハウの学習支援

●日本経済新聞電子版 見出し　

企業プレスリリース／官公庁・自治体発表資料
●企業（約2500社）のプレスリリース※

●官公庁・自治体（96団体）発表資料※　　　　　　　　　　　　　※2018年4月時点

●株価・会社情報
株価・業績・投資指針などの情報



■雑誌記事	 （ ）＝対象雑誌収録開始時期

雑誌名の左に※印がついたものは、発行日に最新号が収録されます。その他の雑誌
は、発行日の1週間後となります。（ただし、日経サイエンスは発行元が「日経サイエン
ス社」である都合上、発行日の1ヶ月後の収録となります。）
●ビジネス関連

（※） ・日経ビジネス（69年10月創刊号〜）
   69年10月創刊号〜 97年9月1日号までは日経ビジネス縮刷版DVDの収録記事です。

 ・日経ビジネスアソシエ（02年5月創刊号〜 06年2月7日号、08年4月15日号〜）
   02年5月創刊号〜 06年2月7日号までは「厳選必須キーワード事典」のみを収録。

（※） ・日経トップリーダー（99年4月号〜）
（※） ・日経ESG（旧名：日経エコロジー　99年7月創刊号〜）
（※） ・日経BPガバメントテクノロジー（03年秋創刊号〜）
（※） ・日経クロストレンド（18年5月創刊号〜）
 ・トップリーダーMONTHLY（プラチナ会員向け情報誌）（12年5月号別冊〜）
 ・日経デジタルマーケティング（07年11月創刊号〜18年4月号）
 ・日経ビッグデータ（14年1月・2月創刊前号、14年3月創刊号〜18年3月号）
 ・日経アドバンテージ（03年5月創刊号〜 04年6月号）
 ・日経ビズテック（04年7月30日号〜 05年12月26日号）
 ・日経エネルギー（11年5月号〜13年1月号）
 ・日経エネルギーNext（15年1月号増刊、15年2月創刊号〜17年1月号）
●コンピュータ関連

（※） ・日経コンピュータ（98年3月2日号〜）　
（※） ・日経SYSTEMS（98年11月号〜）
（※） ・日経ソフトウエア（99年7月号〜）
（※） ・日経Linux（99年10月創刊号〜）
 ・日経情報ストラテジー（98年5月号〜17年8月号）
 ・日経ソリューションビジネス（98年1月23日号〜 09年12日30号）
 ・日経Windowsプロ（99年7月号〜 06年1月号）
 ・日経ITプロフェッショナル（02年6月創刊号〜 06年3月号）
 ・日経インターネットソリューション（98年5月号〜 04年1月号）
 ・日経IT21（01年7月創刊号〜 03年2月号）
●パソコン関連

（※） ・日経パソコン（97年10月6日号〜）
（※） ・日経PC21（05年3月号〜）
 ・日経WinPC（09年4月号〜14年8月号）
 ・日経PCビギナーズ（07年3月号〜13年10月号）
 ・日経バイト（98年8月号〜 06年1月号）
 ・日経MAC（00年3月号〜 00年12月号）
●ネットワーク関連

（※） ・日経NETWORK（00年5月創刊号〜）
 ・日経ニューメディア（2010年1月11日号〜）
 ・日経コミュニケーション（98年1月5日号〜17年7月号）
 ・テレコムインサイド（15年5月創刊号〜17年4月号）
 ・日経ネットビジネス（97年4月号〜 03年1月号）
●電子/機械/科学関連

（※） ・日経エレクトロニクス（98年8月10日号〜）
（※） ・日経ものづくり（98年8月号〜）
（※） ・日経Automotive（04年夏創刊号〜）
（※） ・日経Robotics（15年7月創刊号〜）
 ・日経サイエンス（00年1月号〜）
 ・日経デジタルヘルス（14年4月号〜）
 ・リアル開発会議（14年5月号〜）
 ・日経マイクロデバイス（98年1月号〜10年1月号）
 ・日経デジタルエンジニアリング（99年1月号〜 04年3月号）
●建設・土木関連

（※） ・日経アーキテクチュア（99年4月5日号〜）
（※） ・日経コンストラクション（98年7月24日号〜）
（※） ・日経ホームビルダー（99年7月創刊号〜）
●医療関連

（※） ・日経メディカル（98年8月号〜）
（※） ・日経ヘルスケア（99年4月号〜）
（※） ・日経ドラッグインフォメーション（00年1月10日号〜）
 ・日経メディカルCancer Review（10年9月20日号〜16年12月20日号）
 ・日経バイオビジネス（01年6月創刊号〜 06年1月号）
●サービス関連

（※） ・日経デザイン（99年1月号〜）
 ・日経レストラン（99年4月〜16年3月号）
 ・日経食品マーケット（03年7月創刊号〜 04年7月号）

●トレンド・教養関連
 ・日経ヘルス（06年7月号〜）
 ・日経WOMAN（05年9月号〜）
 ・日経TRENDY（06年5月号〜）
 ・日経マネー（05年10月号〜）
 ・日経おとなのOFF（07年8月号〜）
 ・日経エンタテインメント！(12年3月号〜)
 ・日経キッズプラス（07年9月号〜　*不定期刊行）
 ・日経ヘルスプルミエ(11年5月号〜14年2月号)
 ・日経ヘルスfor MEN（11年8月号〜12年4月号）
 ・日経EW（06年11月創刊前別冊、07年4月創刊号〜 07年8月号）

■雑誌デジタル版
 ・日経ビジネスDigital（14年2月3日号〜）
 ・日経コンピュータDigital（13年12月12日号〜）
 ・日経エレクトロニクス デジタル版（14年1月6日号〜）
 ・日経ものづくり デジタル版（14年1月号〜）
 ・日経Automotive デジタル版（14年1月号〜）
 ・日経アーキテクチュア プレミアム（17年1月26日号〜）
 ・日経コンストラクション（16年1月25日号〜）
 ・日経ホームビルダー（17年2月号〜）

■WEBニュース	 （ ）＝ニュース記事の収録開始時期

 ・日経ビジネスオンライン（01年10月〜）
 ・日経クロステック（00年11月〜）
 ・日経メディカルOnline（01年8月〜）
 ・nikkei TRENDYnet（02年1月〜）
 ・日経ウーマンオンライン（09年11月〜）
 ・日経バイオテクONLINE（96年2月〜）
 ・日経DUAL（13年11月〜）
 ・日経BP ESG経営フォーラム（10年5月〜）
 ・ヒューマンキャピタルOnline（10年4月〜）
 ・nikkei BPnet（07年3月〜17年7月）
 ・テレコムインサイド メールマガジン（15年4月〜17年3月）
 ・日経レストランONLINE（05年10月〜16年3月）
 ・PC Online（05年10月〜16年4月）
 ・スマホ＆タブレットch.（13年4月〜14年2月）
 ・日経ナノテクノロジーPDFplus（03年6月11日号〜 05年9月12日号）
 ・日本経済新聞電子版 見出し　※1週間以内に公開されたもの

■書籍・ムック
100年企業 日立の軌跡／徹底予測 中国ビジネス／トヨタの軌跡／iPadで変
わる未来／教訓に学ぶ震災から立ち上がれ日本！／2020年の産業大動脈／
2011年マーケティング大予測／ Facebook/Yahoo!ニュース/Twitter／見てわ
かる再生可能エネルギー／パソコンの自作 春号／エクセル関数大事典100／
エクセル操作大事典138 ／エクセル文書作成大事典105／エクセル3行マクロ
活用事典86／早引き即効ワザ大事典 109／ワードのイライラ解決大事典 115
／ＵＳＢメモリーＣＤ＆ＤＶＤ　活用大全 75／ 1秒操作大事典140／バリバ
リ活用教室!!エクセル＆ワード／３秒でできる！エクセル即効ワザ／LED記事セ
レクション100／2010年NTT再編問題のすべて／危ない地形・地質の見極め
方／現場で役立つコンクリート名人養成講座／CASBEE入門／漢方＆薬膳冷
えとりバイブル／食べてもやせる！男の食事術／生活応援増刊　iPad mini＆
Nexus7 タブレット初心者の疑問に全力で答えた

■用語事典	
日経パソコン　デジタル・IT用語事典／ネットワーク大事典（2004-2005年版）
／通信・ネットワーク事典（2003年版）／日経ビジネスアソシエ厳選必須キー
ワード事典／日経エレクトロニクス最新略語小辞典／日経バイオ年鑑（2018
年版）／情報・通信用語事典（2005-2006年版）／最新ものづくりキーワード

（2005-06年版）／サプリメント事典（第4版）／情報処理技術者用語辞典／
雑誌やオンラインニュースの用語

■統計・調査	
日経BPグループ独自調査結果／データ収録・分析記事／業界・業績記事、調
査発表などの新着／日経マーケット・アクセス

■プレスリリース	
企業や官公庁・自治体のリリース

上記の本サービスが提供する情報内容は順次追加または変更になる場合があります。変更の内容は本サービスWEB画面上で随時告知いたします。

「日経BPビズボード」提供情報内容 2018年4月現在


