
ビジネス情報誌 特別購読のご案内
法 人 会 会 員 限 定

特 典

1 特別価格！
各誌5～20％OFF

市値に比べると、さらにお得です。
（日経BPは初回のみ10％引きとなります）

特 典

2 各誌特製小冊子
などをプレゼント！

詳しくは下記をご覧ください。

法人会会員特別価格でご購読いただけます。裏面のFAX申込書、もしくは各出版社の専用ホームページでお
申し込みください。※表示価格は税込みです。※特典2は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※表示価格は 2019 年 10 月 1 日以降の税込み価格です。
※今回ご案内した特典から他の特典に変更になる場合がございますので、ご了承ください。

日経ビジネス（雑誌版） 日経トップリーダー
期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（50冊） 26,000円 → 23,400 円

期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（12冊） 17,500円 → 15,750 円

●特別編集版「まるわかり 働き方改革」 ●図書カード500円

毎週月曜日発行 毎月 1 日発行
変わらぬ先見性と鋭い分析力で明日のビジネス戦略
を大胆に提示するビジネス誌。企業の現場を徹底取
材し、先行き不透明な時代の戦略やマネジメント手法
を克明にリポートします。日々の的確な判断と行動に
直接役立ちます。

経営環境が激変する中でも成長を続ける会社の秘
密、失敗の本当の理由、実力社長の生の声、斬新な発
想、地道な改善など、未来を切り開くヒントとなる情報
をお届けします。人が輝く組織を作り、会社を強くする
ための情報が満載です。

1908-01094-2

【日経 BP】発行数 No.1 のビジネス情報誌 【日経 BP】経営者的視点が身につく情報誌

申込時に登録されるサービス /「日経ビジネス電子版 登録会員」「日経 BP SHOP」 申込時に登録されるサービス /「日経トップリーダー ONLINE メール」」「日経 BP SHOP」

日経マネー 週刊ダイヤモンド
期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（12冊） 8,550円 → 7,690 円

期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（50冊） 26,200円 → 25,000 円

●「幸せになる勇気」
●図書カード（1,000円分）

毎月 21 日発行 毎週月曜日発行
分かりやすさと信頼度№１のマネー誌です。株式相場
の分析や売買テクニックなど、株式投資に関する情報
をはじめ、各種金融商品、保険、不動産までカバー。豊
かなマネーライフ実現を応援します。

日本経済から家庭に身近なテーマまで最新情報満
載！時代の行方を鋭くキャッチし、仕事に直結する正
確な分析情報と信頼できる予測記事を、タイムリーに
提供する総合ビジネス誌。

【日経 BP】金融知識を会得したい方の情報誌 【ダイヤモンド社】25 年連続 書店売上№ 1 ビジネス週刊誌

申込時に登録されるサービス /「日経 BP SHOP」

ハーバード・ビジネス・レビュー プレジデント
期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（12冊） 21,000円 → 19,000 円

期間（冊数） 一般購読料金 → 特別料金

1年（24冊） 12,000円 → 10,000 円

●「ブルーオーシャン戦略論文集」 ●「仕事を高速化する「時間割」の作り方」

毎月 10 日発行 第 2・4 金曜日発行
最新のマネジメント論をより深く理解できるよう編集
された「知的強化書」。豊富な事例に基づく「知識」と

「戦略ロジック」があなたの思考を飛躍させます。

『プレジデント』は最新のビジネス情報と共に「ビジネ
スを勝ち抜く知恵」「よりよく生きる知恵」が満載され
ています。また、ビジネスを人間ドラマとしてとらえる
独自の切り口は人間学の絶好の教科書でもあり、世
代・性別を超えた幅広い方々から支持されています。

世界のビジネス・リーダーが選んだマネジメント誌 ! 【プレジデント社】ビジネスマンの為の自己啓発誌

新規申込特典

新規申込特典

新規申込特典

新規申込特典

申込特典



□ （株）日経ＢＰマーケティング  ＦＡＸ：03-5696-6601  

□ （株）ダイヤモンド社       ＦＡＸ：03-5778-6619  

□ （株）プレジデント社       ＦＡＸ：0120-298-556  
※申込先が複数になる場合は、必ず各出版社ごとにＦＡＸしてください。出版社間での転送はいたしません。 

 

 
 

※「購読希望誌」欄に○をつけてください。  

申込先/問い合わせ先 購読希望誌 情報誌名 期間 法人会価格(税・送料込) 

（株）日経ＢＰマーケティング 
＜TEL:0120-586-800  法人会担当＞ 

法人会様専用ホームページ 
https://www.nikkeibpm.co.jp/client/tohoren/ 

 日経ビジネス 1年 23,400円 

 日経トップリーダー 1年 15,750円 

 日経マネー 1年  7,690円 

※「日経ビジネス」「日経トップリーダー」「日経マネー」の上記特別価格は初回のみの適用です。 

（株）ダイヤモンド社 
＜TEL:03-5778-7242  担当:永田＞ 

法人会様専用ホームページ 
http://drc.diamond.co.jp/lp/corp/tohoren/ 

（YU） 週刊ダイヤモンド     1年 25,000円 

（YQ） 
Diamond ハーバード・ 
ビジネス・レビュー       

1年 19,000円 

     

（株）プレジデント社 

＜TEL:03-3237-3731  担当:上野＞ 

法人会様専用ホームページ 
https://presidentstore.jp/ext/tokyohojin.html 

 プレジデント 1年  10,000円 

■中途解約･･･購入手続きを終えられた後に中途解約をされた場合は、送本済み分を 1 冊定価にて精算させていただきます。 

■法人会専用ホームページのご案内･･･出版社によっては、上記の通り、「法人会専用ホームページ」を設けております。こちらからもお申し込みいただけます. 

また、今回ご案内以外の情報誌も特別価格にて承っておりますので、ぜひご利用ください。 

※必要事項をご記入のうえ、各出版社宛に直接ＦＡＸしてください。（上記申込先をご参照ください。） 

会
員
企
業
情
報 

所属法人会名 （                               ） 法人会 

企業名  部署名  

お申込者氏名 

フリガナ 
 

勤務先ＴＥＬ 

 
 

 

送付先住所 

送付先区分：（ 自宅 ・ 勤務先 ）←○で囲んでください。 

〒          － 
 

 

※法人購読の場合でも(｢お申込者氏名｣欄に)ご担当者の個人名を必ずご記入ください。 
※送付先住所が勤務先の場合は、会社名・所属名・所属部課名もご記入ください。 
※ご記入頂いた個人情報は、雑誌の登録・請求・配本とそれに付随する業務及び情報提供以外には使用いたしません。 
 

【日経ＢＰ発行の定期購読について】 

●ご記入いただいた住所や E-Mail アドレスなどに、事務連絡のほか、日経 BP グループおよび発行元から各種ご案内やアンケート、広告主等からのご案内をさせていただく場合があります。「個人情報取得

に関するご説明（nbpm.jp/privacy）」をお読みいただき、ご同意のうえお申し込みください。●購読開始時にご契約内容の確認を兼ねた購読礼状が送られます。●日経 BP の各種メールマガジン/オンライン

サービスは、登録認証基盤として「日経 ID」を利用しております。対象サービスの一覧など詳細は「日経ＩＤ対応サービス利用案内（https://nkbp.jp/register）」をご確認いただき、ご了承ください。 

●日経ＢＰの情報誌については、新規のお申し込みで、初回号のお届けから２週間以内であれば解約を承ります。 

【プレジデント社、ダイヤモンド社の定期購読について】 

お申し込みの際は、当該出版社の「個人情報の取り扱いついて」の説明を下記ＵＲＬからアクセス・ご購読の上、同意してお申し込みください。ご契約内容については、お申し込み後に当該出版社より送られ

る購読礼状にてご確認ください。プレジデント社(https://www.president.co.jp/information/privacy/)、ダイヤモンド社（https://www.diamond.co.jp/legal/）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出版社使用欄 3629000 社団法人東京法人会連合会        

  東京法人会連合会   587 501  Ｄ  10-3050 
 

ＦＡＸ専用 法人会会員専用 「購読申込書」 

■ 東京法人会連合会のホームページより各出版社の専用ページも是非ご覧ください  
～東法連ホームページの右中段「ビジネス誌 (法人会特別価格 )」よりお入り下さい～ 

東法連ホームページアドレス    https://www.tohoren.or.jp/ 

出版社によっては、当チラシでご案内の情報誌以外もご案内しています。いずれも「法人会特別価格」ですので併せて
ご利用ください。ご不明な点などは、各出版社担当者までお気軽にお尋ねください。 

 ※会員専用ページをご覧いただく際には、ログインＩＤとパスワードが必要になります。 

ご不明の場合は、東京法人会連合会（TEL 03-3357-0771）までお問い合わせ下さい。 

https://www.diamond.co.jp/legal/
https://www.diamond.co.jp/legal/

