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日経テレコン21とは 

◆ 利用目的 
  

◆ 利用上の注意 
 

● 本学学生の就職活動の情報収集に！ 
   「業界動向・企業情報・ランキング」など様々な役立つ情報を収集できます。 
 
● 論文・研究の情報収集に！ 
   「各種統計データ、業界情報、経済情報」など学術に役立つ情報を収集できます。 

● 利用できるのは、本学の学生・教職員に限ります。 
● 利用は個人の学術・研究目的に限ります。 
● 個人利用以外の目的での複製・頒布・改変など、著作権を侵害する行為は 
   禁止します。 

 
 

◆ 日経テレコン21のご紹介 

「日経テレコン21」は、日経各紙の新聞記事や企業情報、人事情報、 
日本経済の調査・研究などの情報をすばやく検索できるデータベースです。 
 
＜日経各紙とは＞ 
 
  ・ 日本経済新聞朝夕刊 
  ・ 日経産業新聞 
  ・ 日経MJ(流通新聞) 
  ・ 日経金融新聞(休刊)  
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跡見学園女子大学のホームページより日経テレコン21へアクセスできます。 
 

 
1. 当大学ホームページより 
   跡見学園女子大学図書館のバナーを 
   クリックします。 

 

 
2. 図書館のホームページより、 
  「学内専用データベース」をクリックします。 
 

 
3. 学内専用データベースより「日経テレコン21」を 
   クリックします。 

 
5. 利用終了後は、「ログアウト」をクリックします。 

日経テレコン21へのログイン 

 
利用後は、必ず「ログアウト」ボタンをクリック
してください。 
ブラウザの×ボタンで閉じた場合、正しくログ
アウトできず、ログイン状態が残ってしまう場
合があります。 

Point 
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日経テレコン21 メニュー紹介 

◆ 日経テレコン21TOP画面 

メニュー名 内容 

ホーム 
ログインしたら、まずニュースをみよう！ 
当日の日本経済新聞朝夕刊から一面の記事の見出しが、日経速報ニュースから最新のニュー
ス(自動更新機能)が表示されます。他の紙面の見出しも見ることができます。 

ニュース 
ジャンル別の最新ニュースをいち早く手に入れる！ 
収録：日経速報ニュース、プレスリリース(新聞などには載らない報道機関向け資料) 
本文だけでなく、PDF表示にて、図形や写真も見ることができます。ほぼリアルタイムに提供され、
直近7日間分を見ることができます。 

きょうの新聞 
日経各紙から最新記事を手に入れる！ 
収録：日経各紙・地方経済面。 
直近3日間の新聞記事を見ることができます。広告、公告、連載小説、相場欄、テレビ欄などは
収録していません。数表、グラフはPDF表示で見ることができます。 

記事検索 
膨大な記事を自由なキーワードで一括検索できる！ 
収録：日経各紙、日経地方経済面、日経マガジン、日経速報ニュース、日経速報ニュース
アーカイブ、プレスリリース、日経NEEDS統計データ、日経POS情報・売れ筋商品ランキング 
各種記事や調査・統計・マーケティング情報まで見ることができます。 

企業検索 
企業情報の収集に！就職活動に役立てる！ 
収録：日経会社プロフィル(企業情報)、企業決算(財務情報) 
会社名、本社所在地、業種などからの検索や詳細条件にて売上高や上場・非上場などからも
検索ができます。 

人事検索 
企業の人事情報をつかんで就職活動を有利に進める！ 
収録：日経WHO‘SWHO 
有力企業や中央官庁、政府関係機関、審議会などの人事情報を企業名、業種、出身校、
出身地などで検索できます。   ※人物データは情報提供社や個人の権利を侵害するような使用は一切できません。 

データ＆ランキング 
マクロ経済の指標データをダウンロード！業界の動向を知る！ 
収録：日経NEEDS統計データ、vizooグラフ情報、東洋経済都市データパック、 
日経POS情報・売れ筋商品ランキングマクロ経済統計から地域経済、都市データ、POSランキ
ングより食品や家庭用品の販売動向を見ることができます。 

English menu 
日本国内の主要な英字紙を手に入れる！ 
収録：Nikkei English News、Archive Search 
直近7日間の記事をジャンル別に見ることができます。記事検索メニューを併せて利用することで、
“和英対比で記事を見る”こともできます。 

◆ メインメニュー紹介 
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1. メインメニュー(A)から目的の媒体を選びます。 
 
2. 直近7日分のニュースの見出し(C)が、新しい順

に表示されます。  
       
 

収録：日経速報ニュース、プレスリリース(新聞などには載らない報道機関向け資料) 
本文だけでなく、PDF表示にて、図形や写真も見ることができます。ほぼリアルタイムに提供され、直近7日間分を見ることができます。 
※ 記事の更新目安はP17参照 

 
 
3. 件数を確認し、[見出し]をクリックします。     

検索する場合は、キーワードを入力し[検索]を 
   クリックします。  
 

 
 
4. 「本文を表示します」のメッセージの[OK]ボタンを

クリックすると本文が表示されます。
  

 

ニュース ~ 基本的な操作 本文の表示 ~ 

キーワード検索やジャンル選択(B)で、
表示するニュースを絞り込むことができま
す。 

Point 

A 

C 

B 

 
本文の表示形式を3つから選べます。    
 ①本文を画面全体に表示 
 ②本文を別画面に表示 
 ③本文をタブに表示 

Point 

クリック 

複数の本文を表示する場合は、見出し
の左側にチェック ☑ を入れ                                                                            

Point 

ボタンをクリックします。 
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収録：日経各紙・地方経済面、直近3日間の新聞記事を見ることができます。広告、公告、連載小説、相場欄、テレ
ビ欄などは収録していません。数表、グラフはPDF表示で見ることができます。 ※ 記事の更新目安はP17参照 

 
1. メインメニュー (A) から目的の媒体を選びます。 

 
2. 最新日付の見出し (C) が、表示されます。

  

 
3. 見出しの右端         をクリックします。 
 
4. 「PDFを表示しますか」のメッセージの [OK] ボタ

ンをクリックすると記事のイメージが表示されます。 

 
本文の一部を表示することができます！ 

                  にチェックを入れると見出しの下に本文の一部が表示されます 

今日の新聞 ~ 基本的な操作 ＰＤＦ表示 ~ 

A B 

C 

キーワード検索やジャンル選択(B)で、
表示するニュースを絞り込むことができま
す。 

Point 

クリック 

直近3日分の日付の切り替えは、  
(D)から行います。 

Point 

D 

Point 
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1. メインメニュー (A) から [記事検索] を選びます。 

 
2. キーワード (B) を入力します。     

収録：日経各紙、日経地方経済面、日経マガジン、日経速報ニュース、日経速報ニュースアーカイブ、プレスリリース、日経NEEDS
統計データ、日経POS情報・売れ筋商品ランキング各種記事や調査・統計・マーケティング情報まで見ることができます。 
※ キーワード入力について詳細はP19 「記事検索のキーワードと検索式」を参照 

 
 
3. 検索期間 (C) を選びます。 

 
4. 媒体一覧 (D) から検索対象を選び、 
          をクリックします。  
 

記事検索① ~ 基本的な検索 ~ 

スペースを区切りでキーワードを入力す
るとＡＮＤ検索します。 
 
→ スペースやコマンド検索の詳細は
Ｐ19参照。 

Point 

A B 

D 

C 
クリック 

目的外の記事をあらかじめ除いて検索
することで、検索件数を減らすことができ
ます。 

Point 

 E  
 
5. 検索結果(ヒット検索）を確認し、見出しの表

示順と表示件数（E）を選びます。 
 

再検索の必要あり → 次のページへ 

再検索の必要なし →           をクリック し、本文
表示または、PDF表示で記事を見る。 
 
 

 
検索結果が多すぎる場合や少なすぎる
場合は、検索条件を変更して再検索
できます。 

Point 
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記事検索② ~ 再検索 ~ 

検索結果（ヒット件数）件数を絞り込む、または拡げる 

検索ボタンを押すと、検索結果（ヒット件数）が表示されます。件数が多い場合や少なすぎる場合は、キーワード
や媒体選択、期間などの検索条件を変更します。           または      をクリックし、再度ヒット件数を確認
してから見出し表示に進みます。 

キーワードの再入力や媒体選択、期間変更のほかに、下記のような方法があります。 

◆ 方法１ キーワードを追加・変更する 

検索結果が多い場合には、スペースを挟んでキーワードを入力し、「再検索」ボタンをクリックします。キーワード入力ボック
ス左にあるプルダウンから検索モードを指定して、キーワードを追加することもできます。キーワードを入力してから「再検
索」をクリックします。 

新規  ：新しいキーワードで検索を行います。 
絞込み：キーワードを「AND」で追加し、 
       検索結果を絞込みます。 
拡げる ：キーワードを「OR」で追加し、 
      検索結果を拡げます。 
除く   ：入力したキーワードを含む記事を除きます。 

◆ 方法２ 「特定の記事を除く」 
検索対象から除きたい記事の種類を選ぶことができます。 

 

◆ 方法３ 関連語で絞り込む 
表示された関連語で絞り込みができます。 

◆ 方法4 詳細条件を設定する 
 記事検索で、検索条件の詳細をクリックすると、詳細な検索条件の設定ができます。 

 
 
 

 
詳細条件の設定について詳しくはこちら：
http://t21help.nikkei.co.jp/reference/cat3
97/post-19.html  
※「詳細な検索条件設定」参照 
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1. メインメニュー (A) から [企業検索(一括）] を

選びます。 
 

2. 会社名 (B) を全角で入力します。     

収録：日経会社プロフィル(企業情報)、企業決算(財務情報)の企業検索データベースからまとめて一括検索できます。
企業の事業内容、売上高や上場・非上場、労務状況など就職活動に役立つ情報がスピーディに検索きます。 

• 本社所在地や業種を指定して検
索することができます。 

• 株式コードや企業コードは半角で
入力します。 

 
→ 株式コードはP19.20参照。 

Point 

A B 

C 

 D 

企業情報① ~ 基本的な検索 ~ 

 
 
3. 一致方式 (C) を選び       をクリックしま

す。（    にチェックを入れると全角カタカナで
検索も可能です） 

前方一致→語尾がわからない場合    
後方一致→語頭がわからない場合 
完全一致→正式な社名を指定した場合  
部分一致→一部しかわからない場合 

Point 

 
 
4. 検索結果（ヒット件数）を確認し、見出しの表

示順と表示件数（E）を選びます。 
 
詳細検索の必要あり → 次のページへ 

詳細または、再検索の必要なし →           
をクリックし、見出し左側の□にチェックを入れ、       
をクリックします。 

 → P11 データの読み方参照 
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企業情報② ~ 詳細検索 ~ 

詳細条件を利用すれば、資本金や従業員など、すべての検索条件が利用できます。 
会社名を入力せずに、検索条件のみを指定した検索もできます。 

高度な検索機能を活用する 

①クリック 

◆ 電話番号 
電話番号を市外局番から半角で入力します 数字（0123456789）と-（ハイフン）以外は無効です。 
米国ベンチャー企業情報では、米国以外の企業を検索する際は国番号から入力します。 
 
◆ 資本金  
A以上、B未満の形式で数値を入力し、プルダウンから単位を指定します。 
 
◆ 売上高 
A以上、B未満の形式で数値を入力し、プルダウンから単位を指定します。 
 
◆ 利益 
A以上、B未満の形式で数値を入力し、プルダウンから単位を指定します。 
 
◆ 従業員 
A以上、B未満の形式で人数を入力します。 
 
◆ 設立年月 
設立年月を入力します。半角数字で年月（6桁）または年（4桁）を西暦で入力してください。 
一部、設立年月が調査されていない企業については検索されません。 
 
◆ 追加条件 
決算月 または、上場場部（東証１部/東証２部/東証マザーズ/大証１部/大証２部/名証１部/名証
２部/地方単独上場/9ジャスダック ） いずれか指定します。 
 
 
 

 
複数の条件を指定した
場合、条件間はすべて
AND検索となります。 
 

Point 

②条件を指定 

③クリック 
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企業情報③ ~ データの読み方1~ 

 
① 表示されている企業情
報をPDFでレポート作成す
ることができます。 
情報分野単位の指定や関
連する記事情報を追加する
ことができます 
 
 
② 情報の分野ごとに表示
を開閉できます 
 
 
 
③ 資本金や売上高、沿
革、事業内容など企業の基
本状況をおさえましょう 
 
 
④ 市場のシェアや順位を
見ることで企業の業界の位
置づけがわかります 
 
 
⑤ 随所に表示されている
関連記事を見ることで企業
の現在の傾向や将来の方
向など最新の動向を知るこ
とができます 
 

Point 

11 

 
 
サポートツールの[ヘルプとサポート]→[リファレンスマニュアル]タブ→利用マニュアル・機能説明の[企業検索]→データ
ベース・コンテンツ詳細の[日経会社プロフィル]→サンプルデータより一部抜粋 
 参照：http://t21.nikkei.co.jp/public/guide/enterprise/sample/nkc.html 
 ※ご注意※ 企業により開示内容が異なる場合があります。 

企業研究や業界研究に役立つデータの読み方! 
知っておきたい 「 日経プロフィル 」 の機能とあわせて解説！！ 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

【レポートイメージ】 

http://t21.nikkei.co.jp/public/guide/enterprise/sample/nkc.html
http://t21.nikkei.co.jp/public/guide/enterprise/sample/nkc.html
http://t21.nikkei.co.jp/public/guide/enterprise/sample/nkc.html
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企業情報③ ~ データの読み方2~ 

Point 

12 

 
 
⑥ 財務データはグラフで確
認することで一目で傾向が
つかめます 
 
 
 
 
 
 
⑦ 業績推移はグラフで確
認することで一目で傾向が
つかめます。随所に表示さ
れている関連記事を見るこ
とで企業の現在の傾向や将
来の方向など最新の動向を
知ることができます 
 
 
 
 
⑧ 売上構成では、企業が
注力している事業がわかりま
す 
 
 
 
⑨ 労務情報では、従業員
数や平均年齢、平均勤続
年数、平均給与など知るこ
とができます。就職活動では
おさえておきたい情報です 
 
 
 
 
 
  

Point 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑥ 
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1. メインメニュー (A) から [人事検索] を選びます。 

 
2. 検索したい人物の氏名や会社名(B) を全角で

入力します。     

「人事検索」では、全国の企業経営者や役員から、議員や公官庁職員、各界で活躍する著名人にいたるまで、幅広い人事情報を
収録しています。 人名で検索するだけでなく、条件を指定して人物をリストアップするスクリーニング検索もできます。 

A B 

C 

 D 

 
3. 一致方式 (C) を選び      をクリックします。 

（      にチェックを入れると全角カタカナで検索
も可能です） 

前方一致→語尾がわからない場合    
後方一致→語頭がわからない場合 
完全一致→正式な人名を指定した場合  
部分一致→一部しかわからない場合 

Point 

 
4. 検索結果（ヒット件数）を確認し、見出しの表

示順と表示件数（E）を選びます。 
 
詳細検索の必要あり → 次のページへ 

詳細または、再検索の必要なし →           
をクリックし、見出し左側の□にチェックを入れ、       
をクリックします。 

 

人事検索① ~ 基本的な検索 ~  
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人事検索② ~ 詳細検索 ~ 

詳細条件を利用すれば、業種や出身校など、すべての検索条件が利用できます。 
人名を入力せずに、検索条件のみを指定した検索もできます。 

高度な検索機能を活用する 

①クリック 

◆ 勤務先所在地   
勤務先所在地の都道府県を選択します。 
 
◆ 業種  
業種を選択します。 
 
◆ 電話番号  
電話番号を半角数字で市外局番から、ハイフンを除いて入力します。 
電話番号は調査、申請に基づいているため一部検索できない人物が存在します。 
 
◆ 生年  
生年を入力します。半角数字で1990のように年（4桁）を入力してください。  
一部、生年が調査されていない人物については検索されません。生年の検索対象は役員級のみです。 
 
◆ 出身校 
出身校を入力します。スペース区切りで複数入力するとOR検索になります。 
出身校の検索対象は役員級のみです。 
出身校は部分一致で検索します。出身校名称はデータベース上、略称になっている場合があります。 
 例）○○△△大学 → ○○、○○大学など。 
 
◆ 出身地 
出身地の都道府県を選択します。出身地の検索対象は役員級のみです。 
 
◆ キーワード入力 
履歴や経歴など文章となっている情報を部分一致検索します。 
スペース区切りで複数入力するとAND検索になります。 
 
◆ 追加条件 
詳細な検索条件を追加指定することができます。「詳細条件を追加する」をクリックするとプルダウンリストが 
表示されます。必要な追加条件を選択し、値を選択するか入力します。 
 

②条件を指定 

③クリック 

 
複数の条件を指定した
場合、条件間はすべて
AND検索となります。 
 
 
 

Point 
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★ 就職活動で有利になりたい！！ 
★ 他の人とは違う情報収集力を身に付けたい！！ 

 そんな方必見！！ 

日経テレコン21 各就職情報サイト 

企業情報 ◎ (詳細情報まで閲覧可) ○ (整理されているが情報が少ない) 

説明会・セミナー情報 × ◎ (開催予定の確認から申込みまで可) 

業界動向 ◎ (旬な業界動向や「働きやすい会社ランキン
グ」なども閲覧可) ○ (人気業界ランキングや業界コラムなどあり) 

企業の最新ニュース ◎ (企業に関するすべてのニュースが閲覧可） × (個別企業の最新ニュースやイメージダウンにつ
ながるような情報は入手できないことが多い) 

就職活動 参考情報 ○ (採用担当者の声や内定率など最新ニュー
スが閲覧可) ◎ (「先輩の体験談」や「自己分析」など様々な

情報が整理されている) 

※ 企業の詳細情報や面接で役立つ旬な情報などには、「日経テレコン21」が大活躍！！ 

◆ 就職情報サイトと日経テレコン21の比較 

 特定の業界の記事を見たい！ 
「記事検索」で“PDコード”検索し、過去から現在までの記事を入手する 
  ⇒ “PDコード”検索については、P19.20を参照  

 企業情報の詳細が知りたい！ 「企業検索」で“社名”検索し、労務情報(平均給与など)や売上構成 
などを確認する 

 時事問題に詳しくなりたい！ 「今日の新聞」で“見出し”を読む (気になる記事は詳細確認) 
 ⇒ どんな記事に関心があるかを振り返ると、自分が目指す業界や      
    企業が明確になる事も(先輩内定者の声より) 

 見出しを拾い読み。 
 自分なりにテーマを決めて読む。 
 社説を毎日400字で要約。 
 「ニッキィ」の大疑問を毎週読む。 

日経を購読している学生は、購読していない学生より 
約10％も内定率が高いとの調査結果あり！ 

 毎日30分でも効果アリ。 
 全ての記事を読む人より、気になる情報 
  (必要な情報)だけ読む人が多い！ 
 少しずつの継続が大きな成果に！ 

先輩内定者の日経活用術！ Point 

「時事問題対策」 

「企業分析対策」 
 気になる記事をスクラップする。 
 比較記事に注目し、企業の強み弱みを分析した。 
 社長インタビュー記事を会社分析に役立てた。 出典：(株)ディスコ「就職活動に関する調査」より 

  こんな時は？ 

「記事検索」で“社説”を検索し、読む 

「記事検索」で“ニッキィの大疑問”を検索し、読む 
 ⇒ 一般常識的なニュースに関する疑問に記者が分かりやすく解説 

 業界ランキングや働きやすい会社 
 ランキングなど比較結果がみたい！ 

「データ＆ランキング」の「調査・ランキング」より気になる内容を確認する 
 ⇒ 各調査会社が公開する様々なデータが確認できます 

日経テレコン21を使いこなす ~就職活動編~ 
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「データ＆ランキング」では、日経各紙などに掲載されたビジネスに関連する各種ランキング記事や、記事検索で提供して
いる各種統計データや業界情報を、目次からたどって簡単に閲覧することができます。 

データ＆ランキング①  

調査 ・ ランキング 

マクロ経済統計 

16 
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データ＆ランキング② 

地域経済 ・ 都市データ 

POSランキング 
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データベース比較表① 

◆ ニュース 

◆ 日経各紙  （きょうの新聞） 

◆ 日経会社プロフィル （企業検索） 

媒体名 収録期間 更新タイミング
日経速報ニュース 直近７日分 ほぼリアルタイム
プレスリリース 2003年1月5日～ 毎日30分おきに更新

媒体名 収録期間 更新タイミング 更新件数 媒体略号

日本経済新聞朝刊
1975年4月～
（1981年9月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。
1988年6月から：PDF収録）

6時頃（PDFは7時20分頃）
１日あたり約
200～500件 NKM

日本経済新聞夕刊
1975年4月～
（1981年9月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。
1988年6月から：PDF収録）

15時頃（PDFは17時20分頃）
１日あたり約
100～200件 NKE

日経産業新聞
1975年4月～
（1981年9月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。
1988年6月から：PDF収録）

月～金曜日の3時頃
１日あたり200
～500件 NSS

日経ＭＪ（流通新聞）
1975年1月～
（1985年9月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。
1990年4月から：PDF収録）

月、水、金曜日の3時頃
１日あたり100
～150件 NRS

日本経済新聞 地方経済面
1976年1月～
（1982年10月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。
1993年1月から：PDF収録）

毎日6時頃、15時頃 １日あたり200
～250件 NKL

項目 説明
収録社数 約20,000社

収録項目

< 基礎情報 >
基礎情報（会社名、上場取引所、株式コード、日経会社コード、設立年月日、本社所在地、電話番号、資本金、売上高、決算月、従業員
数、代表者、上場異動）
< 沿革 >
事業内容（事業内容、日経NEEDS業種、所属団体、シェア）
格付け
< 業績・財務情報 >
財務諸表（公告掲載紙、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）
業績推移
資本金・資本異動（資本金、発行済株式数、最近の資本異動）
生産・受注状況（生産状況、受注状況）
売上構成
監査関連（公認会計士の監査意見）
有価証券関連（投資有価証券、一時保有有価証券、政策目的保有、みなし保有）
< ステークホルダー >
役員（役員、役員報酬、個別役員報酬、監査報酬）
取引先（主要取引銀行、主要取引先）
株主構成（株主数、一単元の株式数、単元未満株式数、分布状況、大株主）
< 経営・設備 >
労務情報（労働組合、労務状況、連結従業員数）
契約情報（経営上の重要な契約）
関係会社（社数、子会社、関連会社）
事業所（事業所数、事業所、設備状況、設備計画

更新 社名、会社概要は、各取引所報や日経独自調査により毎日更新しています。それ以外のデータについては、原則として、国内上場会社は決算
月の5カ月後に最新決算期のデータを収録、非上場会社はデータを入手次第更新しています。

特徴 企業の多彩な項目と詳細なデータにあわせて、一部の収録項目については関連する最新の新聞記事を提供してます。

レポート機能 収録項目の内容をPDF形式のレポートにまとめる機能です。レポートを構成する内容は、情報の分野単位で指定することができます。また、関連
する記事情報をレポートに追加することもできます。
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データベース比較表② 

◆ 日経WHO‘S WHO （人事検索） 
回答側の意向により収録していない項目があります。また、これまで収録していた項目の収録を取り止めることがあります。
※の項目は、原則として役員級についてのみ調査・収録しています。

項目 説明
企業名 商業登記上の正式商号。検索用として略称も収録しています。

姓名

姓名。表記は原則として調査回答によります。
新聞などにより更新した新任の方は、姓名のかな読みを収録していない場合があります。
外国式表記の場合、first name、middle name、last(family) name の順に表記します。表記は原則としてカタカナです。(例：ジョン・
ウィリアムズ)
画面やプリンターで表示できない旧字体(jis外字)はできるだけ新字体で置き換えています。この場合、読みをカタカナ表記しています。置き換える
ことのできない場合は、旧字体部分を■や〓で表示しています。

生年月日※ 生年月日。年は和暦(西暦)で表示。この項目は役員級以上で収録します。
性別※ 男性、女性の区別。この項目は役員級以上で収録します。
出身地※ 出身都道府県名または出身国(地域)名。この項目は役員級以上で収録します。
現職名 現職名と就任日。兼務の場合は複数収録しています。
新職名 就任予定の新職名と就任予定日。兼務の場合は複数収録しています。
代表権 代表権がある場合のみ「有り」を表示しています。

勤務先
勤務先所在地と電話番号。
勤務先事業所の所在地。海外の場合は都市名まで収録します。現職が複数あり、各々勤務先が違う場合は、勤務先が複数表示されます。
電話番号は原則として勤務先事業所の代表電話番号です。

学歴※ 卒業年。原則として最終学歴。それ以前の学歴を収録している場合もあります。この項目は役員級以上で収録します。

入社入省※

入社もしくは入省年月。入社入省後統合・再編などがあった場合も元の組織の入社入省年月を収録しています。 この項目は役員級以上で収
録します。
他社他省から役員として直接入社入省した場合はその年月。
合併会社の場合、被合併会社出身者は被合併会社の入社年月。

社内歴

社内での役職履歴。
社名変更および合併があった場合、それまでの役職履歴を≪前会社名≫として表示することがあります。
新聞(日経産業新聞)掲載の予定人事は、就任予定役職名末尾に(予)を、退任予定日末尾に*を付加して表示しています。
審議会などの任期が決まっている役職で再選後再任された場合、同一役職でも履歴上は各任期毎に分けて収録しています。

社外歴
役員の入社前の主な職歴と社外歴。
日経WHO'S WHO収録対象の会社および団体については現職を表示しています。
入社前の主な職歴と上記以外の社外歴についても収録しています。

人事異動速報

新聞(日経産業新聞)に掲載された会社人事記事を、原則掲載翌日に各個人のデータの本文部下部に表示します。

紙面上「前の記述と同じ」を意味する「同」を展開した場合「＼」で囲って表示します。

▽常務(取締役)赤坂太郎▽同(同)大手次郎
↓
常務(取締役)赤坂太郎＼常務＼(＼取締役＼)大手次郎

最長2カ月表示します。現職名に反映された時点で消えます。
同一社内に同姓同名の人物がいる場合など、表示されないことがあります。
実際の紙面掲載では識別しにくい部署名や並び順も存在するため、「同」の展開が不完全になることがありますが、現職名に反映する際に内容
修正されます。

調査日

定期調査の更新年月日を表示しています。有価証券報告書など公表資料より情報を入手した場合はその年月日を表示しています。また、見出
しには右端に調査年月および人事異動記事等からの更新を示す「更新あり」を表示しています。

定期調査などにより更新された場合は調査年月を表示します。（例：2005年09月調査）
定期調査などで更新された後、人事異動記事などにより就退任の情報が追加された場合は調査年月に加えて「更新あり」と表示します。（例：
2005 年09月調査-> 更新あり）
新たに人事異動記事などから追加された新任者について、就任日を過ぎている場合は調査日などの表示はありません。就任日より前の予定情
報の場合は 「◆予定情報」と表示します。

◆ 英文情報 (English menu) 
区分 収録期間 更新 媒体略号

The Nikkei
（旧名：The Nihon Keizai Shimbun） 1986年11月25日～ TOP

THE NIKKEI VERITAS
（旧名：The Nikkei Financial Daily） 1988 年5月16日～ NFD

The Nikkei Business Daily
（旧名：The Nikkei Industrial Daily） 1988 年5月16日～ NID

The Nikkei MJ (marketing journal)
（旧名：The Nikkei Marketing Journal） 1991年2月1日～ NMJ

1983年7月5日～ 毎週月曜日 TNW
News 直近7日分 随時 NEWNikkei English News

データベース

毎日Nikkei Major
ArticlesNewspaper / Publication

The Nikkei Weekly
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記事検索のキーワードと検索式 

● キーワード入力について 
 
検索したいキーワードは全角文字で入力します。 
複数入力する場合は、スペースで区切ります。スペースは全角、半角どちらでも可です。 
検索式を構成するためのコマンド（PG、HL、DAなど）や、演算子(AND,OR,NOTなど)は半角です。 
キーワードは4096文字・1024個まで入力できます(検索式の場合は、コマンド・演算子も含みます)。 

● 検索式（コマンド）を使う 
 
記事検索では、複数のキーワードの組み合わせができる演算子や、 
検索条件を指定するコマンドを使って検索式を作ることができます。 

● 演算子 
 
・AND  絞り込み検索します。   例）ビールの新製品に関して⇒ ビール AND 新製品 
・OR   検索対象を拡げます。  例）ビールの記事とワインの記事⇒ ビール OR ワイン 
・NOT  検索対象から除きます。 例）ビールの記事で「発泡酒」が含まれているものを除く⇒ ビール NOT 発泡酒 
 
演算の秩序 
演算はNOT → AND → ORの順に優先的に実行されます。 
特定の演算を優先して実行したい場合には半角のカッコ()を使って指定してください。 
 
例）米国の、半導体とパソコンに関して⇒ 米国 AND (半導体 OR パソコン) 
 米国 AND 半導体 OR パソコン では、米国の半導体と、（米国に限らない）パソコンについての記事を検索します。 

● 分類語 
 
日経各紙をはじめいくつかの媒体では、記事の分類に検索が行えるように、記事に独自のキーワードを割り付けています。 
このようなキーワードを分類語と呼びます。 
 
・株式コード （T＊＊＊＊） 
上場・ジャスダック企業については、先頭にＴをつけた４桁の株式コード（Ｔコード）で検索できます。 
株式コードで検索すると、その企業が”主題”として取り上げられている記事のみ検索します。 
※株式コードで検索できる媒体は一部の媒体のみです。 
※企業検索でも株式コードを使って検索できますが、先頭のＴを含まずに４桁の数字のみ入力してください。 
 
・業界コード（PD＊＊＊） 
業界を指定するキーワードです。PDから始まる業界コードを指定すると、 
指定業界に含まれる上場・ジャスダック企業、その他の主要企業をOR展開して検索します。 
 
・コラムキーワード 
コラム名を「」（カギ括弧）で囲んで検索します。主要なコラムや、大型連載記事が検索できます。 
日経各紙・・・コラム名を「」で囲みます。 例） KW=「春秋」 
 
・記事分類キーワード（＄） 
新聞を紙面単位で検索するときに使います。媒体別の記事分類キーワードは、「データベース・コンテンツ詳細」 
ページで確認できます。 
例） 国際面を指定する⇒ ＄国際 
 
・ 個別の記事の分類語は、記事本文の表示画面の「>その他の書誌情報を表示」から確認できます。 
・ 分類語はキーワードで指定する以外に、検索条件の 
      で展開する追加条件から、プルダウン選択することができます。 

検索式を活用することで、ピンポイントで
ノイズの少ない情報収集ができます。 
 
「株式コード」や「業界コード」検索を活用
して、情報収集しましょう！ 

Point 
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株式コード（Ｔコード）／業界コード(ＰＤコード)一覧 

◆ 株式コード（Tコード）、業界コード(PDコード） 一部抜粋 
PDコード 業界名 Tコード 会社名

ＰＤ０１１ 飼料 Ｔ２０５２ 協同飼料
Ｔ２０５３ 中部飼料
Ｔ２０５５ 日和産業
Ｔ２０５６ 日本配合飼料

ＰＤ０１２ 砂糖 Ｔ２１０７ 東洋精糖
Ｔ２１０８ 日本甜菜製糖
Ｔ２１０９ 三井製糖
Ｔ２１１２ 塩水港精糖
Ｔ２１１４ フジ日本精糖
Ｔ２１１７ 日新製糖ホールディングス

◆ 株式コード（Tコード）、業界コード(PDコード）の確認手順 

1. TOPページより「ヘルプとサポート」をクリックします。 

2. 「株式コード/業界コード」をクリックします。 

3. 「株式コード/業界コード」の一覧が表示します。 
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