
媒体概要

読者プロフィール

広告展開（記事広告）

DMサービス 同梱サービス

広告展開（純広告）

誌　　　名 月刊　『JMS ／ JAPAN MEDICAL SOCIETY』
判　　　型 A4 変形（国際版）・中綴じ
定　　　価 １部：1,000 円 / 年間購読料：10,000 円
発　売　日 毎月　月末日
発 行 部 数 85,000 部
総　頁　数 約 100 頁 / 全頁カラー
印　　　刷 オフセット印刷
配本エリア 全国

病・医院経営医師ならびにトップエグゼクティブ医師の自宅または病・医院に
直接送付されます！

Since 1993

【職業分布】
・病医院経営医師  ：83％
・大学医局（教授他） ：17％

8 割以上が病・医院の経営者
約 2 割の勤務医も教授クラス

大学医局　17%

60 代以上　15% 35 歳以下　5%
35-39 歳　10%

８割が 40 代以上
【年齢】
・34歳以下  ：5％
・35～39歳 　　　    ：10％
・40代   ：29％
・50代   ：41％
・60代以上  ：15％

【年収】JPY
・1千 5百万円未満  ：0.5％
・1千 5百万円～2千万円 ：8％
・2千万円～3千万円 ：16％
・3千万円～ 4千万円 ：30.5％
・4千万円～ 5千万円 ：21％
・5千万円～ 6千万円 ：11％
・6千万円～ 1億円  ：10％
・1億円以上  ：3％

 
■月刊『JMS』は、病・医院経営約 10 万人の医師を発行母体とし、日本医師会会長（当時）の命名に
　より 1993 年 1 月に創刊しました。
■日本医師会、病院団体、医学会、厚生労働省等の協力をいただき発行しています。
■固定読者は、日本医学会をはじめとする主要学会ならびに日本医師会の全国郡市区医師会の先生方、
　各病院団体、また大学医学部・病院勤務のエグゼクティブ医師の方々です。
■医師団体が医師向けに発行する唯一の総合情報誌として創刊以来高い評価をいただいています。

病・医院経営医師　83%

40 代　29%50 代　41%

【性別】     
　・男性　：83％
　・女性　：17％

５割が年収
3 千～5 千万円

1 千 5 百万円未満　0.5%
1 千 5 百万円～ 2 千万円　8%　

2 千万円～ 3 千万円　16%
5 千万円～ 6 千万円　11％

6 千万円～ 1 億円　10%
1 億円以上　3%

3 千万円～ 4 千万円　30.5%4 千万円～ 5 千万円　21% 

男性　83%

女性　17%

JMS ならではの読者のための有用な広告提案
広告枠では医療関連製品・サービスをはじめ、高級車、高級時計、高級不動産、投資関連等の金融アイテムなどを掲載しています。

製品・サービス購買意思決定者である医師に直接訴求できます！

■広告のお申し込み締切日は、実施月２週間です。
■広告原稿は完全データでご入稿下さい。また、弊社独自の原稿審査がございます。
■上記金額は税別になり、別途消費税を申し受けます。
※回数割引掲載の場合、数が限られていますので、お早目のお申し込みをお勧めいたします。

スペース 仕様 正価 サイズ（天地 × 左右）

表 2 見開き

センター見開き

本文見開き

表 4

表 3

中面 1P

はがき

タテ 1/3

ヨコ 1/3

4C2P

4C2P

4C2P

4C1P

4C1P

4C1P

1C 両面

4C1/3P

4C1/3P

￥2,500,000

￥2,500,000

￥2,300,000

￥1,700,000

￥1,400,000

￥1,250,000

￥1,250,000

￥450,000

￥450,000

285mm×420mm

285mm×420mm

285mm×420mm

285mm×203mm

285mm×210mm

285mm×210mm

285mm×60mm

82mm×177mm

片面 1C 増すごとに
￥56,000

スペース 3 回 6回 12 回

表 2 見開き

センター見開き

本文見開き

表 4

表 3

中面 1P

タテ 1/3

ヨコ 1/3

￥2,000,000

￥2,000,000

￥1,900,000

￥1,400,000

￥1,100,000

￥950,000

￥400,000

￥400,000

￥1,600,000

￥1,600,000

￥1,500,000

￥1,200,000

￥950,000

￥800,000

￥350,000

￥350,000

￥1,500,000

￥1,500,000

￥1,300,000

￥1,000,000

￥800,000

￥750,000

￥300,000

￥300,000

広告載料金＆広告原稿サイズ 広告回数割引掲載料金

医師が必要としている情報や問題意識に深い理解を寄せる編
集部であればこそ、貴社の製品・サービスの特徴と優位性を
的確に伝え、さらなる普及と販促に向けたプロモーションが
可能です。
※医師が記事作成に参加するケースもあります。
貴社の製品・サービスに理解を示す医師（共同研究者）に執
筆していただくことで、より一層の販促効果が生まれます！

■2 頁より承ります。
■制作費は実費です（目安は 1 頁当たり \300,000）。

【取材～掲載フロー】
お申込締切   ：発行日 45 日前
取材日    ：発行日 40 日前
文字・写真・レイアウトチェック ：1 回
色校正    ：1 回

掲載費 制作費

1 頁当たり料金 ￥950,000 実費

広告掲載頂いたクライアント様だけが利用できる
DM サービス

広告掲載と併せて DM サービスをお申し込みいただく場合、
１回の発送件数により広告を無料で掲載できます！

JMS 本誌へ広告掲載（申し込み）頂いたクライアント様に限って、
高所得者層に対する広告との相乗効果を高める効率的なダイレク
トメールサービスをご利用いただけます。貴社製品の最新情報を
読者に直接お届けする形式になりますので、非常に高い開封率、
前向きな情報発信が可能です。

データベース件数　　約 85,000 件（全国）

全国約 10 万人の医師会員のデータの中から実績に基づき
絞り込んだものです。

首都圏中心に 5,000 件・3,000 件
を１単位とさせていただきます。

■毎月末発行（医師宅へは月初に配達されます）
■同梱物サイズ：Ａ4 変形版（天地 285 ㎜ × 左右 210 ㎜）以下　　　

広告掲載とセットでご利用いただくことで
訴求効果が高まります！

発送エリア
対象件数

同梱物例

■病医院に必要な医療器具、各種 IT 関連機器、設備機器、
医療関連情報機器他のカタログ類 

■消費財・不動産・金融サービス・旅行・ギフトなどあ
らゆる製品・サービスのカタログなど 

■ご家族向けの製品・サービス等を紹介した DVD、CD、
サンプル類 

■広告のお申し込み締切日は、発売日の40日前。原稿締切日は発売日の2週間前です。
■広告原稿は完全データでご入稿下さい。また、弊社独自の原稿審査がございます。
■上記金額は税別になり、別途消費税を申し受けます。
★中綴じの雑誌は内と外とで広告原稿のサイズが変わります。内に行く程16P毎に　
　1mm短くなります。最大で3mm違います。広告原稿作成の際はご注意下さい。

病・医院経営医師ならびにトップエグゼクティブ医師が自宅でゆっくりと購読しています
JMS 編集部による製品・サービスの詳細で
読者の心を掴む記事広告

お問い合せ先
■株式会社　菊医会／ジャパン・メディカル・ソサエティ
■東京都港区東麻布 1-28-13　日通商事麻布ビル
■TEL:03-3585-9201　　   FAX:03-3585-9204
■http://www.j-m-s.co.jp ※詳しい媒体資料につきましてはお問合せください。

■ 5 万件以上……表 3　　■ 3 万件以上……本文 1P

医師組織が医師向けに発行する唯一の総合情報誌

8 割近くが年収
3 千万円以上

選ばれた病・医院の
理事長・院長が読者です！

   選ばれた年収の高い医師層に、直接アピールできます

月刊『JMS』と共に、クライアント様の広告物
を発送する同梱サービス


