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媒体概要

媒体名
「ビジネス法務」

発行日・価格
毎月21日発売・1,700円（税込）

公称部数
15,000部

発行元
株式会社中央経済社

判型・ページ数
B5判・160頁

創刊
1998年

当誌は1998年の創刊以来、日本の企業法

務の発展とともに歩んでまいりました。机
上の議論に終始せず、常に「実務」の視点
を重視した誌面作りを意識しています。

おかげさまで、出版不況のなかでも定期
購読者数を伸ばし続けており、企業規模・
業種に偏りなく「企業法務」にご関心のあ
る方に広くご愛読いただいておりますので、
幅広い広告効果が期待できます。
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媒体概要

書店

売数※

Business Law 
Journal

ビジネス法務

１ 競合他誌との比較

※ 丸善丸の内書店を含む「丸善ジュンク堂書店」におけ
る、2019年売上総数の割合比較です。
※ 定期購読のみの企業法務雑誌（NBL,商事法務）は公開
されている比較材料がないため含めておりません。

Business Law 
Journal会社法務A2Z

２ 定期購読・書店販売比率

定期購読
書店

書店販売

定期購読

※ 2019年度における平均割合です。

ジュリスト
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広告募集箇所・料金（表紙周り）

１ 表紙周り

表４（裏表紙）
400,000円（税別）

表２（表紙裏）
230,000円（税別）

表３（裏表紙裏）
200,000円（税別）

３カ月連続掲載割引
定価より１割引

６カ月連続掲載割引
定価より２割引

表紙

表２
（表紙裏）

表３
（裏表紙裏）

表４
（裏表紙）
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広告募集箇所・料金（記事中カラー）

2 記事中カラー

見開き２頁
350,000円（税別）

１頁
200,000円（税別）

２分の１頁 ４分の１頁
100,000円（税別） 50,000円（税別）

３カ月連続掲載割引
定価より１.5割引

６カ月連続掲載割引
定価より２.5割引

広告掲載のご要望を多くいただくことを受け、
2020年5月号から新設した広告コーナー。掲載箇
所は、特集１の後ろ等本誌前半部分となります。

←ご掲載例
（2ページ）

←ご掲載例
（１ページ）
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広告募集箇所・料金（記事中カラー）

2 記事中カラー

「ビジネス法務」では、特集内容に応じた広告も随時募集しております。

今後の特集予定については、公式ホームページ「広告掲載のご案内」
（https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/ad/）をご覧ください。

なお、特集に応じた広告掲載をご検討の方は、お申し込み時にその旨お伝えくだ
さい。
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広告募集箇所・料金（ウェブサイトバナー）

３ ウェブサイトバナー

掲載箇所
①・②のいずれかご希望の箇所

定 価
200,000円（税別）

本誌広告とご一緒のお申込み
100,000円（税別）

掲載期間
１カ月間
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サイズ等の詳細 ※すべて税別価格

カラー サイズ 定 価 割 引

表４ ４C B5サイズ
（縦257×横182mm）

400,000円 ３カ月連続→ 1,080,000円
6カ月連続→ 1,920,000円

表３ 1C B5サイズ
（縦257×横182mm）

200,000円 ３カ月連続→ 621,000円
6カ月連続→ 1,104,000円

表２ 1C B5サイズ
（縦257×横182mm）

230,000円 ３カ月連続→ 540,000円
6カ月連続→ 960,000円

記事中
見開き２頁

４C B5サイズ×２
（縦257×横182mm）

（欠けてはならない部分は
ノド20mm以内に入れない）

350,000円 ３カ月連続→ 892,500円
6カ月連続→ 1,575,000円

記事中１頁 ４C B5サイズ
（縦257×横182mm）

200,000円 ３カ月連続→ 510,000円
6カ月連続→ 900,000円

記事中
２分の１頁

４C 縦100mm×横150mm 100,000円 ３カ月連続→ 255,000円
6カ月連続→ 450,000円

記事中
４分の１頁

４C 縦 5 0mm×横150mm 50,000円 ３カ月連続→ 112,500円
6カ月連続→ 225,000円

ウェブサイト
バーナー

４C ５０ピクセル×１８０ピクセル
（JPEG,GIF,PNG、30KB以下）

200,000円
（月額）

本誌広告とご一緒の申込み
→100,000円 8



読者層

定期
購読者

非企業購読者
（弁護士、
学者、学生）

企 業
（法務部、人事・総務部、コンプライアンス部門）

企業
属性

１ 企業・弁護士（その他）の割合 2 定期購読企業の属性

非上場
企業

上場企業
（うち約８割が東証）

※2018年分析結果 9



業種

読者層

３ 定期購読企業の業種

その他

エレクトロニクス・
情報通信

金融サービス

生活必需品・
ヘルスケア

消費財・小売

住宅・自動車

運輸・公共

産業インフラ・
サービス

素材・資源

４ 地域分布

地域
分布

その他
大阪＞関東＞中部

東京
（千代田区＞港区＞中央区）

※2018年分析結果 10



入稿方法・締切日（本誌広告）

申込締切日
発売日１カ月前月の15日前後

データ締切日

発売日前の月末（※年末・GW等で早まることがあります）

入稿方法

フルデータ入稿（※弊社によるデータ作成には別途料金を頂きます）

留意点：
▶︎「色校」につきましては、スケジュールの関係上、原則な
しとさせていただいております。データで指定されている色
合いどおり印刷を致します。湿度の関係等で多少の誤差がで
てしまう可能性がある点にはご留意ください。
▶︎記事中カラー広告、ウェブバナー広告の掲載順は、原則と
してお申し込みのあった順番(先着順)とさせていただきます。
▶︎広告に応じた本文記事の掲載・修正・加筆等のご要望には
ご対応できません。
▶︎広告であることがわかりにくい広告には、当社で「PR」

「広告特集」の文字を入れさせていただく場合がございま
す。

形式等：▶︎データに関して
・広告原稿は完全版下（PDF）データあるいは、Adobe 
Illustrator(.ai、.eps) データにてご入稿ください。すべてのフォン
トをアウトライン化し、写真データは埋め込んください。
・Ver.CS4~6、CC2020 にて承ります。
・カラーモードを CMYK にしてください（特色使用不可）。
・ガイドライン、孤立点(余分なポイント)は削除してください。
・レイヤーを 1 枚にしていただいたうえ、ロックは解除してく
ださい。
・2 頁(見開き)広告ご作成の場合は、中央（ノド）から左右
20mm 以内は文字・欠けてはならない図表を配置しないことを
推奨します。
・10％未満の網点は、印刷時に再現できないおそれがあります
ので、使用しないことを推奨します。
・白抜文字は、印刷時に再現できない可能性があるため、10級
ゴシック以上を推奨します。

▶︎入稿方法
・CD-ROMあるいはメールにてご入稿ください。メールの場合
は、圧縮して 5MB 以上の場合は http://firestorage.jp/ にアップロ
ードしてください。
・ Adobe Illustrator(.ai、.eps) データでのご入稿の場合、出力イ
メージとしてPDFファイルをご一緒にお送りください（当該PDF
は出力色見本にはなりませんので予めご了承ください）。
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入稿方法・締切日（ウェブバナー）

留意点
▶︎ 掲載期間は１カ月間となります。原則として、
掲載するデータを掲載月の途中で変更することはで
きません。
▶︎ 下記に関する広告は、掲載できません。

・法令等に違反するもの又はそのおそれがあるも
の。

・公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるも
の。
・人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの。

・その他、当誌が法律雑誌であることに鑑み、適当
でないと判断するもの。

申込締切日

掲載希望の１週間前（※適宜ご相談ください）

ファイル容量
30KB以下

サイズ
縦50ピクセル×180ピクセル

形 式
JPEG、GIF、PNG
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お問い合わせ先

本件広告に関し、ご不明点などございましたら、お気軽に以下の
メールアドレス、もしくは電話番号までお問い合わせください。

「ビジネス法務」編集部 広告担当
☎️ 03−3293−3371

✉️ bjh-ad@chuokeizai.co.jp
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