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『お客さま第一主義』
を大原則に､
価値あるコンテンツ､商品､スキル､知恵を提供し､
世界の人々の心と暮らしを豊かにする


産経デジタル 最新ニュース

産経デジタルは産経新聞社のデジタル事業を担う会社として
スタートいたしましたが、ニュースコンテンツに依拠する

ビジネスモデルのみならず、お客さまが求めているものを追求し、

EC 事業やeスポーツ事業など新たなビジネス領域にも挑戦する事で
成長してきました。これからもお客さまのニーズに寄り添い、

お客さまに心から喜んでもらえる事業活動を通して社会に貢献すること、
それが我々の目指すものです。

コロナ禍をきっかけにデジタル化は加速し、
当社が求められる場は拡がっています。

「世界の人々」と掲げましたが、夢は大きく持ち、

SankeiBizで真山仁のコラム新連載

今を生き抜くヒント満載
『真山仁の穿った眼』

SankeiBiz では、11 月27日
（金）
から、小説家・真山
仁さんのコラム『真山仁の穿
（うが）
った眼』の連
載が開始。
『ハゲタカ』に代表される経済小説のほ
か、現代社会の光と影に挑んだ作品で知られる真
山さんが、さまざまな問題に斬り込みます。

Game Wellness Project

ゲームプレイ時における脳活性
状態とパフォーマンスの検証
産経デジタルなど5 社共同でゲームをさまざまな
アプローチで検証するプロジェクト
『Game Wellness
Project』を運営。
ゲームプレイから平均 15分後に
ZONE タイムへ突入、平均２時間後から注意力が
ダウンする傾向があることが検証されました。

世界でも必要とされる会社になるよう、
これからも成長を続けていきます。
株式会社産経デジタル 代表取締役社長

基本理念

私たちは『お客さま第一主義』
を大原則に、

価値あるコンテンツ・商品・スキル・知恵を提供し、
世界の人々の心と暮らしを豊かにする

5つの
行動指針
成長の法則

お客さまのニーズに応え、
社会に貢献しよう

オリジナル品と同じ木型・型紙で製作

レジェンドプロレスラー直筆サイン
入り レプリカリングシューズ販売

産経ネットショップでは「藤波辰爾」
「 長 州 力」
「天龍源一 郎」のレプリカリングシューズを販売
しています。製作するのはオリジナル品も作り上
げたKONDOU SHOES 代表の小栗修氏。完全受注
生産で本人直筆のサイン入りです。

ペットとの上質な暮らしを目指すcachette

ペットのSNS コミュニティ
カシェット会員募集開始

会員制ペットSNSサービス「cachette（カシェット）
」
では現在サイトメンバーを募集。会員サイトなら
ではの密な情報交換、会員限定のイベント参加な
どお楽しみいただけます。
サイトの記事下の会員
登録リンクから会員登録をお願いします。

「ワクワク」を見つけ、
楽しもう

仲間を信じ、一歩先に挑戦しよう

「できる」方策を常に考えよう

思い込みでなく、
データで語ろう

産経デジタル コーポレートサイト

https://www.sankei-digital.co.jp

産経デジタル コーポレートサイトでは、最新のサービス紹介やお客さま導入事例など、
ビジネスに役立つ情報を更新しています。メディアガイド、広告メニューのご紹介もし
ていますので、ぜひご覧ください。


ニュースメディア運営を核に、ビジネスを多角化
さまざまな新規事業領域へチャレンジ

メディア運営の知見とコンサルティング力を武器に新事業領域へ積極的にチャレンジしてい
ます。
時代の潮流にあった新たなビジネスモデルの創出に取り組んでいます。

コンサルティングビジネス

お客さまの課題発見から、
問題解決のご提案ま
で、メディア運営で得た幅広い知見と、さまざま
なビジネス知見をかけ合わせた総合的なコンサ
ルティングが可能です。お客さまのゴールにあっ
た最適なソリューション提案を行い、
ゴールまで
伴走いたします。

  
日本有数のニュースメディアを複数運営

産経ニュース、
SANSPO.COM など多くの人が日常的に利用するメディアを運営しています。
産経新聞社由来のコンテンツを配信するニュースメディア、
オリジナルコンテンツを編集制
作しての運営、マネタイズやサブスクリプションサービスの提供を行っています。
またスポンサードコンテンツなどニーズにあったコンテンツの掲出にも力を入れています。


今の日本で、世界で何が起こってい
るのか。
さまざまなジャンルのニュ
ースの速報はもちろん、読者のみな
さまのなぜ？ なに？ に答える深掘
り記事、
解説などをお届けします。

野球やサッカー、
ラグビーから、芸
能・エンタメ、社会ニュースまで幅
広いジャンルの情報を発信。他の媒
体では得られない踏み込んだ情報
も満載です。




世界最大のゲーム・エンタメメディア
「IGN」
の日本版。
ゲーム、
映画を中心に
エンタメ記事を扱う情報サイト。
個性
豊かな編集者による独自の切り口によ
る読み応えのある記事、
映像を配信。
 

eSports ビジネス

今、
注目を集めるゲーム業界、eSports をはじめと
したゲーム関連のマネタイズにおいて、産経デジ
タルは、
日本有数の知見を持っています。
eSports 市場への参画を模索する企業や地方自治
体さまからのお問い合わせが多く、お客さまそれ
ぞれにあったコンサルティングを行います。

イベントビジネス

イベント企画から運営までワ
ンストップでお客さまへご提
供しています。
自転車イベン
トから地方自治体イベント、
B
to B 向けの商談イベントまで
非常に多岐にわたって対応し
ています。

一般紙では書ききれないウラ話を
盛り込みながら、
勤め帰りのサラリ
ーマンを癒やす夕刊フジの公式サ
イト。
“団塊ジュニア世代 “が気にな
る医療、
健康、グルメ情報を強化！
  

サ ン ケ イ ス ポ ー ツ、週 刊Gallop、競
馬エイト、
夕刊フジが、総力を結集。
新サービス『Deep』
ではトラックマ
ン予想、D 指数、
D 印など独自指標を
掲載。
勝てる競馬情報をお届け。
 



総合経済情報サイト、SankeiBiz。
仕
事・キャリアと自分磨きに積極的な
35〜 50 才のビジネスパーソンがタ
ーゲット。最新テクノロジー、スタ
ートアップ、
働き方などを紹介！


配信ビジネス

産経新聞、
フジサンケイビジ
ネスアイ、
サンケイスポーツ、
夕刊フジといった新聞媒体の
記 事、
iza! やIGN Japan 等、
産
経デジタルが運営するオリジ
ナルサイトの記事を外部のお
客さまへ配信しています。

EC ビジネス

産経新聞グループの公式オンラインショッピン
グサイト「産経ネットショップ」を運営していま
す。
「ニュースを伝えるにとどまらず、本当によい
モノをお客さまにお届けしたい。」そんな思いか
ら、お客さまの生活を豊かに、より便利にする商
品を豊富に取り揃えております。

産経デジタル独自の原稿を掲載し
な が ら、産 経 ニ ュ ー ス、
サ ン ス ポ、
zakzak などさまざまな媒体のニュ
ースを掲載。
気になるニュースや話
題がさくっとわかるサイトです。
  

  
産経デジタルが運営する、
産経新聞
社グループの公式通販サイト。
独自
の仕入れルートにより個性的な商
品を販売。
良いモノと出会うヨロコ
ビを提供しています。
 

カシェットはペットの会員制SNS
です。会員間の交流や、
会員限定の
プレミアムグッズの紹介やシーク
レットイベントにも招待。上質なペ
ットライフを提案します。
  

産経新聞グループのニュースをい
ち早くアプリで配信。
ひとつのアプ
リでさまざまな媒体の情報をまと
めて読めます。





会社概要

株式会社産経デジタル
代表取締役社長 宇田川 尊志
2005 年 11 月 1 日
2 億円
135 名 派遣社員を含む（2020 年 12 月 1 日現在）
100-8077 東京都千代田区大手町 1-7-2
東京サンケイビル 13 階
Google、電通、CCI、博報堂、DAC、
主要取引先
Microsoft、Yahoo! Japan、LINE、hp、Lenovo、
NTT グループ各社、Taboola、Outbrain
事業ドメイン メディア運営事業、コンサルティング事業、
記事配信事業、EC サイト事業、
WEB 開発事業、記事データベース事業、
ゲーム関連事業、ペット関連事業
会社名
代表者
設立年
資本金
従業員数
住所

会社沿革

2005 年 11 月
2006 年 ２月
６月
2007 年 10 月
2008 年 12 月
2009 年 11 月
12 月
9月
2010 年
2011 年
3月
7月
2012 年 10 月
2013 年
2014 年 10 月
3月
2016 年
4月
12 月

2017 年 12 月
2019 年 10 月
11 月

産経デジタル設立（準備会社）
産経新聞社デジタルメディア局を分割・統合、事業会社移行
「イザ！」サービス開始
独自開発 CMS「DCK」を導入
「MSN 産経ニュース」サービス開始
「産経新聞 iPhone 版」サービス開始
「競馬エイト View」サービス開始
「SankeiBiz」サービス開始
「産経 netShop」サービス開始
Google Best Partnership Award 受賞
平成 22 年 3 月期（2011 年）売上高 30 億超を達成
主要サイトのスマホ最適化を実現
「サンスポ予想王 TV」サービス開始
Google Challenge the Change Award 受賞
「MSN 産経ニュース」から「産経ニュース」にリニューアル
平成 27 年 3 月期（2015 年）売上高 40 億円超を達成
「IGN Japan」サービス開始
「産経電子版」サービス開始
「産経プラス」サービス開始
自転車協会オウンドメディア 開発・運営を開始
産経新聞社の 100% 子会社化を実施
ペット SNS「cachette」サービス開始
競馬予想、馬柱カスタマイズサービス「Deep」サービス開始

