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医療・医薬品業界のオピニオンリーダーとして、RISFAX・医薬経済は支持されております。

混迷する医療業界を導くコミュニケーションツールの手段としてご活用ください。

ご要望に合わせたウェブサイト広告・メール広告など多数広告パターンをご用意しております。



【提供コンテンツ】

■有料会員限定：

「医薬経済」※業界紙「医薬経済」がWEB化になりました。

■一般会員閲覧可能記事：

「Catchup！」

（「BEHOLDER」「栄養成分ブレンドコーヒー～それは希太郎ブレン

ドのこと～」「Angle」）

【閲覧者属性】

医薬経済オンラインのご案内

【医薬経済オンライン】

2000年4月創刊された雑誌「医薬経済」は2020年5月に紙媒体を休刊し、医薬経済オンラインでのWEB配信（e-book）に移行しました。

その影響を受け、従来までの医薬経済オンラインから医療・医薬を取り巻く環境の“今”にフォーカスし、医療・医薬品業界に特化した情報を

配信する「医薬オピニオンマガジン」としてリニューアルしました。

有料会員限定

「医薬経済」

製薬企業、医薬品卸、薬局・薬店、医療機
関、金融、行政、大学・専門学校、研究機
関、図書館、官公庁等（各所属の管理職以
上）

一般会員閲覧可能
記事

上記閲覧者に加え、一般読者



【医薬経済オンライン 基本情報】

■医薬経済オンライン：

総会員ユーザー数：2020年8月現在3万ユーザー超

■サービス開始：2019年12月

サービスを開始して半年現在、総会員ユーザー数は増加していま

す。

様々な視点から医薬・医療を深掘りした記事は医薬・医療オピニ

オンマガジンとして存在感を高めています。

医薬経済オンラインのご案内
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【医薬経済オンライン 読者の年齢層】

現在20歳代～40歳代が主となっております。管理職が主です。

今後、職業・所属部署などのデータを解析する予定です。

18歳～24歳
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25歳～34歳
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35歳～44歳
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45歳～54歳

16%

55歳～65歳

11%

65歳以上 11%年齢層



【基本情報】

■医薬経済：

紙媒体 創刊：2000年4月

e-book版配信開始：2020年7月

■発行：

月２回配信(1日・15日)

■会員数：

2500名（個人）

※法人契約（企業毎）でのご購読もあり正確な人数は把握できません。

※詳細なインプレッション数やクリック数は現在調査中です。

【有料会員限定「医薬経済」について】

医療や医薬品を取り巻く環境は錯綜し、情報はあふれの祖道標となるべく「医薬経済」は、確かなオピニオンを打ち出すとともにオリジナ

リティーにあふれた「調査報道」深掘りした記事を提供しております。

WEB版として「テキスト版」と電子書籍の「e-book版」で記事を配信しております。

医薬経済オンラインのご案内



【入稿について】

トップページ右側3ヵ所

ログイン後も常に表示される箇所となっております。

有料会員・無料会員のご購読者様でも閲覧可能箇所です。

※1掲載期間は、15日間や3ヵ月なども可能です。ご相談ください。

※2「サイズ：基本PCスマホ共通 300*250ピクセル」となっておりますが、
横300でしたら縦幅はお好きなサイズで掲載可能です。

【ご料金】

要相談 現在特別価格で掲載可能です。（2021年3月末まで）

（contact@risfax.co.jpにお問い合わせください。）

医薬経済オンライン・バナー広告のご案内

【トップページ】

⇐サイドバー
上部

⇐中央バナー

⇐サイドバー
下部

掲載箇所 サイドバー上部：
トップページの右上の掲載枠
中央バナー：
トップページの右側「お知らせ」欄下の掲載枠
サイドバー下部：
トップページの右側「人気記事」欄下の掲載枠

掲載期間 基本1ヵ月から（※1）

サイズ PCスマホ共通 300*250ピクセル（※2）

ファイル
形式

JPEG、PNG、GIF

容量 3MB以下

AD

AD

AD

mailto:contact@risfax.co.jp


【入稿について】

「医薬経済」記事下

有料会員限定コンテンツ「医薬経済」のテキスト版 記事詳細ページの中央下部にて表
示される箇所となります。有料会員のご購読者様のみ閲覧可能です。

掲載ページの指定・RIS on the WEBのバナー広告とのセットでの掲載も可能です。ご
相談いただければと存じます。下記のように掲載されます。

【ご料金】

要相談 現在特別価格で掲載可能です。 （2021年3月末まで）

（contact@risfax.co.jpにお問い合わせください。）

医薬経済オンライン・バナー広告のご案内

【「医薬経済」記事下】

掲載箇所 「医薬経済」記事詳細ページの中央下部の掲載枠

更新頻度 月2回（1日・15日）

掲載期間 基本15日間

サイズ PCスマホ共通 300*250ピクセル

ファイル形式 JPEG、PNG、GIF

容量 3MB以下

⇐記事下広告
掲載箇所

AD

mailto:contact@risfax.co.jp


【入稿について】

医薬経済以外記事下（「Beholder」「栄養成分ブレンドコーヒー」
「Angle」）

会員登録不要でどなたでも閲覧できる記事が掲載されるカテゴリーで、一般の
ご購読者様が多くいらっしゃいます。

本カテゴリーでは医療に関連する話題のコラムなどを掲載しております。

掲載箇所・形態は「医薬経済」の記事下同様です。

表示したいカテゴリー、記事をご選択いただけます。

※1掲載期間は、15日間や3ヵ月なども可能です。ご相談ください。

【ご料金】

要相談 現在特別価格で掲載可能です。 （2021年3月末まで）

（contact@risfax.co.jpにお問い合わせください。）

医薬経済オンライン・バナー広告のご案内

【医薬経済以外記事下（「Beholder」「栄養成分ブレンドコーヒー」「Angle」）】

掲載箇所 Catch UP！内のカテゴリー（「Beholder」「栄養成分ブレ
ンドコーヒー」「Angle」）記事詳細ページの中央下部の掲
載枠

更新頻度 最低でも週1回は最新記事が掲載されます。

掲載期間 基本1ヵ月から（※1）

サイズ PCスマホ共通 300*250ピクセル

ファイル形
式

JPEG、PNG、GIF

容量 3MB以下

⇐記事下広告
掲載箇所

AD

mailto:contact@risfax.co.jp


【入稿について】

単ページ

従来の紙媒体と同じように閲覧することができる有料会員限定コンテンツ「医
薬経済」のe-book版内での表示となります。有料会員のご購読者様のみ閲覧可
能です。

紙媒体へのご出稿いただいていた広告形式をそのまま流用することも可能です。

見開きやリンク先（御社ホームページ・製品紹介ページ）など臨機応変に対応
が可能ですので、ご相談いただければと存じます。

※1「サイズ： 257×182㎜（タチ切り） 」となっておりますが、半ページ
（110×150㎜）などお好きなサイズで掲載可能です。

【ご料金】

要相談 現在特別価格で掲載可能です。 （2021年3月末まで）

（contact@risfax.co.jpにお問い合わせください。）

医薬経済オンライン・e-book版広告のご案内

【単ページ】

掲載箇所 「医薬経済」e-book版 単ページ

更新頻度 月2回（1日・15日）

掲載期間 無期限（バックナンバーからも閲覧可能なため）

サイズ

（天地×左右）

257×182㎜（タチ切り）※1

ファイル形式 PDF（カラー・モノクロどちらでも対応可能です。）

mailto:contact@risfax.co.jp


【入稿について】

半ページ

従来の紙媒体と同じように閲覧することができる有料会員限定コンテンツ「医
薬経済」のe-book版内「明快語録」下の半ページでの表示となります。有料会
員のご購読者様のみ閲覧可能です。

リンク先（御社ホームページ・製品紹介ページ）など臨機応変に対応が可能で
すので、ご相談いただければと存じます。

【ご料金】

要相談 現在特別価格で掲載可能です。 （2021年3月末まで）

（contact@risfax.co.jpにお問い合わせください。）

医薬経済オンライン・e-book版広告のご案内

【 「医薬経済」記事 明快語録下の半ページ】

掲載箇所 「医薬経済」e-book版 半ページ
（「医薬経済」明快語録下の半ページ）

更新頻度 月2回（1日・15日）

掲載期間 無期限（バックナンバーからも閲覧可能なため）

サイズ
（天地×左右）

「医薬経済」記事明快語録下の半ページ：
82×150㎜（タチ切り）

ファイル形式 PDF（カラー・モノクロどちらでも対応可能です。）

「医薬経済」記事明快語録下の半ページ

mailto:contact@risfax.co.jp


●リンク先

・バナー、e-book版該当箇所クリック後のリンク先に関して

御社ホームページや製品紹介、動画などご提供いただければ登録可能です。

またリンク先変更やバナーの画像を変更するなど臨機応変に対応できます。

ご相談ください。

●入稿スケジュール

バナー、リンク先の確認は雑誌発刊日3営業日前

基本は3営業日前とさせていただいておりますが、 変更があった場合など雑誌発刊後でも対応できますのでご相談ください。

●ご報告方法

期間限定アカウントの発行で該当箇所の閲覧

掲載箇所のスクリーンショット画像（記事下バナーでのご出稿の場合）

医薬経済オンライン・e-book版広告のご案内

•【医薬経済オンライン ご出稿の場合について 注意事項】



【媒体概要】

■インプレッション数：180,000～550,000件／月

■コンテンツ：「RISFAX」「RISBOX」 ほか

■閲覧者属性：製薬企業、製薬卸、薬局・薬店、医療機関等

【入稿について】

RIS on the WEB 計10か所の指定の場所に掲載が可能です。

ログイン後は表示されません。

掲載箇所：画像参照

S：医薬経済社ロゴの横に長方形で配置

A：サイト右上に正方形で配置

B：A枠の下に長方形で配置

C：新着一覧の下に長方形で二枠配置

D：ページ最下部に長方形で二枠配置

E：D枠の下に二枠配置

F：右サイドバー最下部に正方形で配置

更新頻度：毎日配信（土日祝、休刊日を除く）

サイズ：各掲載箇所によって異なります。料金表参照

ファイル形式：JPEG、PNG、GIF（容量は30KB以内）

掲載期間：1ヵ月

医薬経済社ホームページ（RIS on the WEB）・バナー広告のご案内

【トップページ】



【バナー広告 ご料金】

【トップページ】

掲載期間 表示方法 価格
表示サイズ（ピクセル）

※準備画像も同サイズ

S 1ヶ月
ローテーション 150,000 PC：600×70

常時露出 300,000 スマホ：320×50

A 1ヶ月
ローテーション 100,000 PC：300×250

常時露出 200,000 スマホ：320×50

B 1ヶ月
ローテーション 80,000 PC：300×60

常時露出 160,000 スマホ：320×50

C 1ヶ月
ローテーション 70,000 PC：468×60

常時露出 140,000 スマホ：320×50

D 1ヶ月
ローテーション 60,000 PC：468×60

常時露出 120,000 スマホ：320×50

E 1ヶ月
ローテーション 60,000 PC：468×60

常時露出 120,000 スマホ：320×50

F 1ヶ月
ローテーション 50,000 300×250

常時露出 100,000 ※PC/スマホ共通

医薬経済社ホームページ（RIS on the WEB）・バナー広告のご案内
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【媒体概要】

■発行 毎日（土日祝、休刊日を除く）朝7時ごろに配信

■コンテンツ ①RISFAXのヘッドラインをすべて掲載

②記者コラムの一部を公開

（全文閲覧はRISFAX Web版をご契約の購読者のみ）

■登録料金 無料

■配信開始 2006年1月～

■登録者数 16,500件（2020年8月）

■登録者分類 製薬企業(56％)、薬局/薬店(8％)、医薬品卸(7％)

医療機関/治験関連/医療機器(10％)、その他(15％)

【入稿について】

■出稿内容 テキスト形式、リンクの貼り付け可

全角35～38字程度×最大10行

■掲載日 メールニュース配信日

■入稿方法 指定メールアドレスにテキスト原稿を入稿

■締切日 掲載希望日の3営業日前まで

■掲載場所 上段２枠、下段２枠（左図を参照）

【RISメール広告 ご料金】

※｢3日掲載｣｢5日掲載｣：30日以内、同一テキストとする。

RISメール広告のご案内

料金表 1日掲載 3日掲載 5日掲載

上段1 20,000 30,000 40,000

上段2 10,000 20,000 30,000

下段1 8,000 16,000 24,000

下段2 5,000 10,000 15,000

【RISメール】


