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必要な記事を始業前に全社共有！

モーニングクリッピング®なら
新聞・雑誌・WEBニュースを
一画面で閲覧できます。

新聞・雑誌は掲載されたままの

記事イメージでご覧いただけます！

社内で必要な記事を

瞬時に共有できます！

新聞社、出版社など記事の著作権者から

許諾をとっています!

新聞社A 新聞社B 新聞社C

出版社A 出版社B 出版社C

著作権OK!!
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外出先や在宅勤務でも

記事を閲覧できます！

新聞約100紙、雑誌約30誌、

WEBニュース約1 , 5 0 0サイトから

収集した記事情報を同一画面で閲覧できます！

PDF

約100紙

約30誌

約1,500
サイト

PDF

モーニングクリッピング®

モーニングクリッピング® メール型

モーニングクリッピング® FAX型

ELデータベース

WEBリスクモニタリング、
TVクリッピング  ほか

料金表

P.03

P.07

P.09

P.11

P.12

P.13

I NDEX

あらかじめ登録した

キーワードに関する記事が、

確実に届きます！

会社名

製品名

業界用語



社内で共有するなら！

モーニングクリッピング®

モーニングクリッピング®なら、記事情報を朝7時台に社内共有できる！
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■特長

※本サービスは日本経済新聞社が提供する日経スマートクリップとの協調サービスです。

※

収集した記事見出しが一覧できるため、
効率的に情報を把握できます。

■ コメント機能
記事見出しの下にコメントを付けて画面
表示できる機能です。注目して欲しい
ポイントを併せてお知らせすることが
できます。

■ トピックス機能
共有したい記事のみで作成されたトピッ
クスをテーマ上位に表示できます。読んで
ほしい記事を読んでほしい人の画面上に
表示できます。

■ メール配信機能
作成したトピックスのメール配信もできる
ので、必要な記事を見逃しません。

著作権許諾済みの
「記事イメージ」を共有できる
安心のサービスです。

キーワードを登録するだけで、
必要な記事を朝7時台に
社内共有できます。

PCの他、スマートフォンやタブレット端末からチェックでき、
働く環境に応じて使い分けが可能です。

新聞・雑誌・WEBニュースを
ワンストップで閲覧

在宅勤務や外出先でも
必要な記事を見逃さない

管理者機能の活用で、記事共有をサポート

著作権許諾済みだから
コンプライアンス面も安心

重要な記事情報を
朝7時台に共有

記事の注目ポイントを共有したい 読んでほしい記事を読んでほしい人に届けたい

PDF

Share

※2020年11月25日付　日刊工業新聞

※2020年11月28日付　朝日新聞デジタル

記事原文

掲載サイト画面

※2021年10月26日付　ニューズウィーク 日本版

専用画面

■画面イメージ

新聞の記事見出しを
クリックするとPDFで閲覧

WEBニュースの記事見出しをクリックすると
掲載サイトの記事を直接閲覧

雑誌の記事見出しをクリックすると
専用画面から記事を閲覧

新 聞

雑 誌

WEB
ニュース



■モーニングクリッピング® ご利用料金
ご利用人数・利用条件に応じて料金が決まります。詳細はお問い合わせください。
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■ご利用の流れ ■ご利用例

検索キーワードを設定
01

『競合社名』
『製品名』

『サービス名』

『業界用語』『会社名』

etc...

会社名や競合社名、製品やサービス名、業界用語など、

オーダーメイドでキーワードや条件を設定します。

情報サービス業 ＜広報部＞

自社に関する情報を、経営層と広報担当者計20名で共有。

法令遵守とクリッピングの効率化に最適なサービス、との声。

課 題

記事見出しを全社員で共有
02 設定した検索条件に関連する

当日朝刊の記事見出しが、社内のPC、

タブレット、スマートフォンで毎朝共有できます。
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気になる記事をチェック
新聞記事はアイコンをクリックするとPDFで閲覧できます。

雑誌は専用画面から記事イメージを閲覧できます。

WEBニュースは記事見出しをクリックすると

掲載サイトに直接遷移し、記事を閲覧できます。

04

管理者が注目の記事を選択可能
注目してほしい記事を選択できるほか、

記事ごとに管理者のコメントを掲載できます。

他にも、記事見出しのみ、または記事のPDFも含めた閲覧など

ユーザーの閲覧権限を管理者側で設定することも可能です。

記事見出し
COMMENT

Share

モーニング
クリッピング®

20名で新聞・WEBニュースご利用の場合 386,000円／月～

＜ご利用参考例＞（月額）

● 担当者が早朝出勤して役員へ記事を共有して
いる。作業にかかるコストを削減したい。

● 全国紙数紙のチェックで精一杯。もっと幅広い
情報を収集したい。

● 社員が著作権を侵害していないか心配。コンプ
ライアンスを保ちつつ記事の共有を推進したい。

解 決

● 朝7時台に自動で記事が共有されるため、作業
時間が約50％削減。出勤時間が柔軟になり、
広報担当者の働き方改革にもつながった。

● 専門紙、地方紙、雑誌、WEBニュースと幅広く網羅
されているため、地方の記事も素早くキャッチ。

● 著作権法を遵守してコンプライアンスにも配慮。

機械製造業 ＜経営企画部＞

顧客の業界全体の動向をいち早く全社で共有したい、という目的で導入。

広報だけでなく、役員、新規事業部、各拠点の管理職計50名で利用。

課 題

● 切り抜き作業だけでなく、回覧にも時間がかかる。
素早く社内に記事を共有したい。

● 出張している役員や各拠点にも記事を届けたい。
● 切り抜き作業からの切り替えがスムーズにいくか
心配。また、導入時の社内説明をスマートにし
たい。

解 決

● 人手では対応しきれなかった周辺情報まで、自動
検索でスピーディーに収集。また、早朝の作業
短縮と同時に、ペーパーレス化も実現。

● 管理者機能で重要な記事にはコメントを追記して
注意喚起。他拠点や在宅勤務の社員とも情報
格差がなくなり、会議で話がしやすくなった。

● 導入にあたって、トライアルで使い勝手を確認
できるのが便利。

Share

作業時間

50％
削減

※内訳はモーニングクリッピング260,000円/月～（新聞・WEB
ニュースご利用の場合。固定料金制）、日経スマートクリップ
126,000円/月～となります。

※新聞・WEBニュースのほか、雑誌の追加で20名406,000円/
月～となります。
※記載の金額には消費税等は含まれておりません。
※その他、当初料金がかかります。詳細はお問い合わせください。お気軽にご利用いただけるプランもございます。詳細はお問い合わせください。



少人数で手軽に記事をチェックするなら！

メール型なら、少人数向けプランだから導入しやすい！

■メール型 ご利用料金

■特長

当初料金（入会金） 50,000円

最低使用料金 70,000円～／月

■利用料金例（月額）

固定料金（新聞・雑誌・WEBニュース）

1日20記事（月間約480記事）の見出しが配信され、
1日6～7件の記事原文（月間約150記事※）を閲覧した場合

40,000円

記事見出し料金（@30円×480件） 14 ,400円

記事原文料金（@100円×150件） 

FAX送信料金（03地域）（@10円×50件）

15,000円

500円

合計 69 ,900円
ご請求金額 70 ,000円

※最低使用料金による

※PDF閲覧100件FAX出力50件

■オプション
ELBiz ［月額20,000円］ 広告費換算［月額20,000円］

■配信イメージ

※2017年5月23日付 朝日新聞
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※FAX送信料金は別途かかります（1件・頁10～20円）。
※クリッピングの送信先は3アドレスまで固定料金に含まれます。
※記載の金額には消費税等は含まれておりません。

＜内訳＞

朝8時台に必要な
記事見出しがメールで届く

少人数での利用に
ぴったりな料金設定

過去の新聞・雑誌の
記事検索もできる

国内の主要なWEBニュースや
雑誌が確認できる

記事原文

「PDF」ボタンをクリックすると記事原文が閲覧できます

「FAX」ボタンをクリックするとFAXで出力できます

記事見出し

チェックボックスで選択し「PDF表示」ボタンを
クリックすると複数記事を一括で表示できます

メール型
モーニングクリッピング®

■ご利用の流れ

検索キーワードを設定
01 会社名や競合社名、製品やサービス名、業界用語など、

オーダーメイドでキーワードや条件を設定します。

新聞記事の見出し一覧と
雑誌・WEBニュースの記事件数を配信02

新聞は、当日朝刊の記事見出しが、朝8時台に届きます。

雑誌とWEBニュースは、テーマ毎の記事件数報告が朝7時台に届きます。

記事内容を閲覧

03
新聞は「PDF」ボタンをクリックするだけで、

記事が切り抜きイメージのまま閲覧できます。

雑誌とWEBニュースは専用画面に遷移すると

記事内容を確認できます。

『競合社名』
『製品名』

『サービス名』

『業界用語』『会社名』

etc...

日経BP社発行の雑誌やWEBニュースを毎朝のメール送信に追加で
きます。雑誌記事のPDFはカラーで閲覧できます。

広告費換算データを追加することで、自社の広報活動における効果
測定の基礎資料としてご利用いただけます（一部媒体を除く）。

PDF

\ 雑誌・WEBニュース /\ 新聞 /

記事件数

\ 雑誌・WEBニュース /\ 新聞 /

記事見出し
件

お気軽にご利用いただけるプランもございます。
詳細はお問い合わせください。

クリッピング
記事見出し

記事原文

30円／件

80円～／件・頁

5～10円／件

100円～／件・頁
記事検索

記事見出し

記事原文

従
量
料
金

固定料金 40,000円



とにかく新聞記事を早くチェックするなら！

FAX型
モーニングクリッピング®

FAX型なら、出力の手間がなくスピーディ！

■ご利用の流れ

■特長 ■配信イメージ

※2017年5月23日付　朝日新聞

朝7時台に新聞の切り抜き記事が
FAXで届くので出力の手間がない

新聞約100紙から
必要な記事が届く

過去の新聞・雑誌の
記事検索もできる

国内の主要なWEBニュースや
雑誌が確認できる

検索キーワードを設定
01

09 10

『競合社名』
『製品名』

『サービス名』

『業界用語』『会社名』

etc...

\ 雑誌・WEBニュース /

会社名や競合社名、製品やサービス名、業界用語など、

オーダーメイドでキーワードや条件を設定します。

新聞はFAX、
雑誌とWEBニュースはメールでお届け

02
新聞は、当日朝刊の記事見出しと切り抜きイメージが届きます。

雑誌とWEBニュースは、テーマ毎の記事件数報告が朝7時台に届きます。

記事内容を閲覧
03 新聞はFAXで、雑誌とWEBニュースは専用画面に

遷移すると記事内容を確認できます。

■オプション
複数ヵ所配信オプション
事前に登録した複数のFAXで、「記事見出し」と「記事原文」を同時に受け取れるサービスです。
本社だけでなく、各支社でも同じタイミングで情報共有できます。
※配信された記事に応じた「記事原文料金」と「FAX送信料金」がかかります。

記事見出し 記事原文

\ 新聞 /

\ 雑誌・WEBニュース /\ 新聞 /

記事
見出し

記事件数
件

■FAX型 ご利用料金 ■利用料金例（月額）
1日9～10記事（月間約240記事）が届く場合

35,000円

記事見出し料金（@30円×240件） 7,200円

記事原文料金（@100円×240件）

FAX送信料金（03地域）（@10円×240件）

24,000円

2,400円

合計 68 ,600円
ご請求金額 70 ,000円

※最低使用料金による

固定料金（新聞・雑誌・WEBニュース）

当初料金（入会金） 50,000円

最低使用料金 70,000円～／月

※FAX送信料金は別途かかります（1件・頁10～20円）。
※新聞のみ対象でお昼頃のFAX受け取りにすることで、
　利用料金を抑えるプランもございます。
※記載の金額には消費税等は含まれておりません。

＜内訳＞

クリッピング
記事見出し

記事原文

30円／件

80円～／件・頁

5～10円／件

100円～／件・頁
記事検索

記事見出し

記事原文

従
量
料
金

固定料金 35,000円



過去の記事を調べるなら！

ELデータベース
過去の記事を調べるなら！

ELデータベースなら、新聞記事の検索ができる！

■ご利用の流れ

■特長

1988年からの新聞・雑誌記事
約4,000万件を採録

新聞約100紙、
 雑誌約250誌が対象※

24時間365日、インターネットで
いつでも検索可能

写真や図表も
切り抜きイメージのまま閲覧できる

FAX選択機能オプション
事前に登録した複数のFAXから配信先を選んで記事を出力できます。
事業所の多い企業や地方拠点への情報提供に最適なオプションです。

検索にかける時間が限られている場合や、情報収集が困難なテーマについては、
検索のプロにおまかせください。情報収集の手間が大幅に軽減できます。

※登録できるFAX番号は10件までです。
※配信された記事数に応じて「記事原文料金」と「FAX送信料金」がかかります。
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広報活動を客観的に評価するなら！

EL記事リスト
記事の所在情報の他、掲載面積を計測して広告料金に換算

した広告費換算データや記事分類などのデータを作成して

お届けします。広報活動の客観的な評価の基礎資料として

活用できます。

新聞記事を冊子にするなら！

ELDBブック
ELデータベースに蓄積された過去約4,000万件の記事の中

から、必要な記事原文をまとめて小冊子にするサービスです。

小部数、少記事数からスピーディにお届けします。

記事見出し

PDF

ログイン後、キーワードや
検索期間などの条件を入力01
調べたいキーワードや媒体、

検索期間などの条件を検索ボックスに入力します。

表示された記事見出しのアイコンを
クリックして、記事原文をPDFで閲覧02

記事見出しが一覧で表示され、必要な記事は

アイコンをクリックすれば切り抜きイメージのまま閲覧できます。

1988.1～

『検索期間』

■オプション

＜代行検索もご利用になれます＞

情報を収集するなら！

TVクリッピング
テレビ地上波の放送から自由にキーワードを設定して検索・

クリッピングできるほか、番組の放送内容をテキストで確認

できます。

WEB
リスクモニタリング

SNSやブログサイトから、設定したキーワードに関する投稿・

記事を収集できます。24時間36 5日の有人監視を実施し、

炎上予兆がある場合は緊急メールでお知らせ。問題発生時

の鎮静化コンサルティングもご用意しています。

対象紙誌追加
クリッピング

モーニングクリッピング®で対象外の媒体を追加できます。全国

紙地方版および地方紙、専門紙、英字紙など新聞は約900紙、

雑誌は約1 , 3 0 0誌の中からお客様のニーズにあった記事を

クリッピングし、郵送でお届けします。

※雑誌は2021年8月末発行分までが対象です。

『競合社名』
『製品名』

『サービス名』

『業界用語』『会社名』

etc...



※FAX送信料金は別途かかります。市外局番03、04地域の場合10円／件・頁、その他地域の場合20円となります。
※記事原文料金、ＦＡＸ送信料金は新聞１件あたり、雑誌１頁あたりの単価です。記事原文料金は紙誌により異なります。
※記載の金額には消費税等は含まれておりません。
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ＥＬＮＥＴ　料金表

サービス名

記事クリッピング 記事クリッピング＆記事検索 記事検索

取扱媒体

当初料金（入会金）

固定料金

従
量
料
金

新聞約１００紙、雑誌約２５０誌・ 新聞約１００紙、雑誌約3０誌、ＷＥＢニュース約１,５００サイト
・ ELデータベースも利用できます

毎月のご利用料金は、最低使用料金
（5,000円）と従量料金の合計金額となり
ます。

ＥＬデータベース

過去の記事を
検索したい

30,000円

5,000円～/月

5,000円/月35,000円/月40,000円/月

内
　
訳

※休刊、廃刊の新聞・雑誌含む
※雑誌は2021年8月末発行分までが対象

ご利用の人数、ご利用条件に応じて当初料金・最低使用料金を設定
します。詳細はお問い合わせください。

モーニングクリッピング®

全社員でＰＣやスマホなどで
記事を共有したい

新聞約１００紙、雑誌約30誌、WEBニュース約1,500サイト

※詳細はお問い合わせください。

※内訳はモーニングクリッピング260,000円/月～
（新聞・WEBニュースご利用の場合。固定料金制）、
日経スマートクリップ126,000円/月～となります。

※新聞・WEBニュースのほか、雑誌の追加で20名406,000円/月～となります。
※詳細はお問い合わせください。

ご利用人数・利用条件に応じた定額制

＜ご利用参考例＞
20名で新聞・WEBニュースをご利用の場合

386,000円/月～

従量料金分が30,000円を超えた場合、
最低使用料金（70,000円）と超過分を合算
してご請求します。

メール型

少人数で手軽に記事を
チェックしたい

50,000円

３０円／件

８０円～／件・頁

５～１０円／件

１００円～／件・頁

70,000円～/月 70,000円～/月

従量料金分が35,000円を超えた場合、
最低使用料金（70,000円）と超過分を合算
してご請求します。

ＦＡＸ型

とにかく新聞記事を早く
チェックしたい

50,000円

最低使用料金

モーニングクリッピング®モーニングクリッピング®

お気軽にご利用いただけるプランもございます。詳細はお問い合わせください。

クリッピング

記事検索

記事見出し

記事原文

記事見出し

記事原文


