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Nikkei Asian Review へのアクセス方法

1
ID登録用のURLにアクセスしてください。

https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 フォームに必要事項を入力し、画面下部の【Agree and Sign up】
をクリックしてください。

必要な項目は以下の4つです。

 Title
 氏名
 Eメールアドレス

（※ログインIDとして使用）
 パスワード（6文字以上）

※ニュースレターの選択は任意です。
※おすすめのニュースレターは、

P.●●をご確認ください！

3
登録するメールアドレスの確認画面が表示されます。
問題なければ、再度【Agree and sign up】 をクリックしてください。

セルフサインアッププラン：ID発行方法
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また、登録いただいたメールアドレス宛に
登録完了メールが送信されます。

4 ID登録の完了画面が表示されます。
【Access the Nikkei Asian Review】をクリックしてください。

トップページ右上の【Log in】ボタンをクリックし、
先ほど設定したID（メールアドレス）とパスワードを入力して
ください。

5

ID（メールアドレス）と
パスワードを入力して、
【Sign In】をクリック！

Nikkei Asian Review へのアクセス方法
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Nikkei Asian Review へのアクセス方法

1

2

IP認証プラン：アクセス方法

https://asia.nikkei.com/

以下のURLか、検索サイトで「Nikkei Asian Review」と検索
し、Nikkei Asian Review ウェブサイトへアクセスします。

Nikkei Asian Reviewにアクセスする前に・・・
お使いの端末が、貴学内のネットワーク（Wi-fi）に接続していることを
ご確認ください

初回のアクセス時のみ、ポップアップが表示されます。
【Access Content】をクリックするとトップページに遷移します。

ポップアップが表示されないとき
は・・・

Nikkei Asian Reviewウェブサイトの画面
右上をご確認ください。

【Login】や【Sign up】などのメッセー
ジが表示されていなければ問題なくアク
セスできていることとなります。

検索ボックス以外は何も
表示されていない

【Login】などのメッセ
ージが表示されている
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Nikkei Asian Review ウェブサイト構成

検索BOX

単語や企業名で記事・企業情報
を検索できます。

ナビゲーション

政治・経済、企業情報、文化情報
などニュースをカテゴリごとに閲
覧できます。

4 EDITOR’S PICKS

ニュースの解説や注目を集める政
治家や経営者のインタビューが満
載。綿密な取材と鋭い視点の分析
でアジアビジネスの最前線で今何
が起きているのかをご紹介します。

2

1検索BOX

ナビゲーション

3

1

2

EDITOR’SPICK
S

4

OPINION
5

週刊で発行するプリント
版の最新記事を収録して
います。トレンドにあっ
たテーマを深掘りした記
事をお読みいただけます。

OPINION

外部識者によるコラム、解説記
事を毎日更新。EDITOR’S
PICKSとの合わせ読みでアジア
の政治・経済を多面的に理解す
るサポートを致します。

5

News by Location

6

7

MOST 
READ

MOST READ

過去24時間以内によく読まれた記
事トップ5を掲載しています。
いま注目されている話題は何か、
一目でトレンドを把握していただ
けます。

Guest Writer

Guest Writerのタグがついた記
事は元政府高官など著名人によ
るコラムです。ここでしか読め
ない独自コンテンツをお楽しみ
ください。

News by Location

国・地域ごとに記事をご覧いただ
けます。

3

6

プリント版最新号
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検索のポイント

✓ 国際政治学・国際関係論

Trade war/International Relations/Japan-South Korea rift

✓ 商学・経済学

Share Economy//Business Trends/Startups/5G networks

✓ SDGs・国際社会学

Education/Society/ Japan Immigration /Food and Beverage

✓ コロナウイルス情報関連

Coronavirus/Health Care & Pharma/Business Spotlight/Politics

✓ 英語学習者向け

Media & Entertainment/Travel & Leisure/Food & Beverage

こんな記事カテゴリーで検索しよう

記事カテゴリー

検索BOX
単語や企業名で記事・企業情報を検索できます。
特定のテーマを検索するときにおススメ！

記事の左上もしくはサイト上部のナビゲーション
（News by Location, Businessなど）から
選択できる記事のカテゴリーです。
関連記事を検索したい
そのテーマの幅広く押さえたいときにおススメ！

検索BOXからキーワードを入力

ナビゲーションから記事カテゴリーを選択

or

or
2

2

1

1

2

1
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WEBサイトでは、1日平均で約30～40本近くの記事が更新されます。

必要な記事をピンポイントでつかむためには、記事カテゴリーでの検

索やニュースレターの活用がおすすめです。

Nikkei Asian Reviewおすすめコンテンツ

興味のある分野の記事から、記事カテゴリーを逆引きする1

分野 おすすめ記事カテゴリー ページ

アジアの視点で政治を捉える • Trade/Trade war
• Politics/Economy
• N Korea at crossroads
• International Relations
• Japan-South Korea rift

P.8

アジア諸国のSDGsへの
取り組み

• Education
• Society/Environment
• Japan Immigration 
• Food and Beverage
• Energy/Economy

P.9

アジア企業の最新動向 • Share Economy
• Transportation
• Business Trends

• Startups/Startups in Asia

• Technology

• China tech/HUAWEI CRACKDOWN

• 5G networks

P.10

記事カテゴリー 概要 関連カテゴリー ページ

News by Location 国・地域ごとの最新ニュース
をピックアップ

－ P.11

Opinion 外部識者によるコラム、分
析・解説記事を掲載

• Guest Writer
• The Nikkei View

P.12

Coronavirus
Coronavirus Free to 
read

コロナウイルスに関する最新
ニュースや、アジア各国・地
域の政府、企業の最新動向を
掲載

• Coronavirus
• Health Care & Pharma
• Business Spotlight
• Politics

P.13

Life & Arts アジア各国・地域の文化、社
会に関する記事やコラムを掲
載

• Media & Entertainment
• Travel & Leisure
• Food & Beverage

P.14

カテゴリーを絞り、ピンポイントに記事を検索する2
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コンテンツ紹介‐興味のある分野から記事を探す

1 アジアの視点で政治を捉える

ここでは主に国際政治・国際関係論を勉強する学生に合った
NARの記事とその検索の仕方を紹介します。写真は香港の
「国家安全法」に関する記事から抜粋したものです。

【 記事紹介 -QRコードから記事をチェックしてみよう- 】

記事カテゴリーを活用しよう

検索する時は記事の左上についている記事カテゴリーを活用しよう。以下のような注目の
トピックも記事カテゴリーでチェック！

“Hong Kong protests, one 
year on -- did they achieve 
anything?”（写真左）

-香港のactivistがこれまで
の香港市民の抗議の歴史と
彼らが希求するものを当事
者の視点からとらえる。

“China to start work on 
Hong Kong security bills 
June 18”（写真右上）

-香港市民による政府への
切実な抗議の模様が受け取
れる。

「東南アジア諸国の貿易事情」
「アジアから見るトランプ貿易」

Trade/Trade war/Economy

「米朝・南北朝鮮の最新動向」

N Korea at crossroads

International Relations

「英語で読み解く日韓問題」

Japan-South Korea rift/Politics
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コンテンツ紹介‐興味のある分野から記事を探す

アジア諸国のSDGsへの取り組み

ここでは主にSDGsを勉強する学生に合った環境・資源問題、
教育、労働、貧困などに関するNARの記事とその検索の仕方
を紹介します。

“From global pandemic to 
greener world? Experts see 
opportunity”（写真左）

-新型コロナウイルスに伴
う環境問題への対応の仕方
の変化を様々な視点から示
唆する。

“Japan to pour investment 
into non-China rare-earth 
projects”（写真右下）

-政治的な理由を背景に日
本がレアアースの輸入を中
国以外へとシフトする様子
を捉える。

2

【 記事紹介 -QRコードから記事をチェックしてみよう- 】

記事カテゴリーを活用しよう

検索する時は記事の左上についている記事カテゴリーを活用しよう。以下のような注目の
トピックも記事カテゴリーでチェック！

「コロナが及ぼす教育への影響」
「アジアの教育・留学事情」

Education/Society

「在日外国人労働者の最前線」

Japan Immigration 

「環境問題をアジアの視点から」

Environment/Food and Beverage

「日本の資源問題」「世界の石油事情」
Energy/Economy
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ここでは主に商学や経済・経営学を勉強する学生に合ったア
ジアの企業報道などに関するNARの記事とその検索の仕方を
紹介します。

“Indonesia‘s Gojek bags 

investment from Facebook, 

PayPal”（写真右上）
-インドネシアのスタート

アップがFacebookらから資

金調達をし、新型コロナの

影響を乗り切ろうとする様

子が伝わる。

“China robotics startup 

Fourier buys rehab provider 

to spur growth”（写真左）

-中国のスタートアップが

買収を通して市場を広げて

いく様子が読み取れる。

【 記事紹介 -QRコードから記事をチェックしてみよう- 】

アジア企業の最新動向3

記事カテゴリーを活用しよう

検索する時は記事の左上についている記事カテゴリーを活用しよう。以下のような注目の
トピックも記事カテゴリーでチェック！

「Maasなど新たなビジネス形態の潮流」

Share Economy

Transportation /Business Trends

「中国の最新産業とスタートアップ」

「アジアのホットなベンチャー事業」

Startups /Technology

China tech /Startsup in Asia

「Huaweiなど5Gの最新動向」

5G networks

HUAWEI CRACKDOWN

コンテンツ紹介‐興味のある分野から記事を探す
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コンテンツ紹介‐カテゴリーから記事を探す

香港に関する記事は
ここからアクセス！

1 News by Location

“News by Location”カテゴリが気になった方はコチラからアクセス！

 アジアを中心に41カ国・地域別

にカテゴリー分け

 出身国や気になる国・地域に関す

るニュースについて、簡単にかつ

横断的に検索が可能

こんな方にオススメ

✓ 特定の国・地域に関するニュースを、ジャンル問わず全般的に読みたい

✓ 様々な国や地域から日本へ留学している留学生で、出身国や日本に関するニュースを

英語で読みたい

✓ アジア諸国への留学を予定していて、留学前に留学先の概況を調べておきたい

国・地域カテゴリー例

China

Hong Kong

Japan

India

South Korea

Indonesia

Taiwan

Thailand

Singapore

Philippines 他

【 検索例 －カテゴリーをチェックしてみよう】
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Opinion

 世界の著名エコノミストや学者、ジャーナリストら外部識者による注目
テーマの分析記事、コラムを収録

 ニュースの背景や全体像をわかりやすく解説、世界で起きている事象へ
の理解や見識を深める一助に

GUEST WRITERSの記事を読んでみたい方はコチラから！

コンテンツ紹介‐カテゴリーから記事を探す

“Opinion”カテゴリが気になった方はコチラからアクセス！

Guest Writer

We welcome reader’s letters via email.
Opinionの記事に関する質問やコメントなどを送ることも可能です。

2

Guest Writerのタグがついた記事は首相や中銀総裁の経験者ら
によるコラムです。
ここでしか読めない貴重な寄稿をお楽しみください。

こんな方にオススメ

✓ 一つのニュースについて、起きた背景やもたらす影響など多面的に理解を深めたい

✓ レポート・小論文などの参考文献として利用したい

✓ 世界各国のさまざまな分野の専門家の考えに触れたい、または読み比べたい
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“Asia's private equity hunts for gems in the time of coronavirus”
コロナ禍で浮かび上がる課題解決でビジネスチャンスをつかむスタート
アップ企業の紹介記事

“Anti-Asian hate, the new outbreak threatening the world”
アジア人へのヘイトクライムについての事例や問題提起をする記事

“Japan to groom national parks as destinations for 'workcations’”
郊外やリゾート地で長期滞在をし、リモートワークを行う
「ワーケーション」への取り組みを紹介する記事

 感染拡大防止に向けたアジア各国の政府や企業の対応

 コロナ禍が浮き彫りにした社会的課題や解決に向けた取り組み

 混乱する市場の中での企業や業界の最新動向

Coronavirus / Coronavirus Free to read

こんな方にオススメ

✓ コロナウイルスについて幅広く情報収集したい

✓ 国際関係論や政治・経済学・比較政治学などを専攻

している人

✓ コロナ禍でも活躍する企業のビジネスモデルに関心

がある

合わせて読みたい！

関連記事カテゴリ

Health care & Pharma

Opinion

International relations

Business trends

Startups

Coronavirusカテゴリが気になった方はコチラからアクセス！

Coronavirus

収録の記事

コンテンツ紹介‐カテゴリーから記事を探す

3
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Life & Arts

こんな方にオススメ

 Life& Artsのカテゴリーでは、アジア各国・地域の文化、社会に関する記

事やコラムを収録

 食文化・エンタメに関するものからその国の歴史、風習に関するものまで

幅広くさまざまな領域をカバーし、最新の文化・社会的トレンドを政治や

経済の視点も織り交ぜながらわかりやすく紹介

 コラムも多く、比較的読みやすい英文で書かれているのも特徴のひとつ

✓ アジアの国・地域の文化や暮らしを知りたい

✓ 歴史や伝統、最近の流行など、日本のことを

英語で紹介したい

✓ 身近なニュースで英語を勉強したい

合わせて読みたい！

関連トピック・カテゴリ

Media & Entertainment

Travel & Leisure

Food & Beverage

Society

Laos goes to the movies
インド映画、韓国映画など近年注目されているアジア各国・

地域の映画産業。この記事では、国内に映画館が4つしかな

い黎明期のラオスの映画産業を政治・経済的な状況との関わ

りを解説しています。

Life& Arts

収録の記事
その他のおすすめ記事

Japanese gins become worldwide hits

Thai artist puts spotlight on Asian talent with top portrait prize

Filipinos keep religious fiestas alive under lockdown

コンテンツ紹介‐カテゴリーから記事を探す

4
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ニュースレター

Asia Daily Briefing 月～金曜日 その日に更新された記事の中でも、重
要なものをピックアップし配信

Coronavirus latest 月～金曜日 新型コロナウイルスの最新情報をアッ
プデート

Japan Update 月～土曜日 日経新聞からの翻訳記事など、日本に
関連するニュース

Nikkei Asian Preview 毎週月曜日 向こう一週間の注目ニュースの見どこ
ろを解説

#techAsia 毎週木曜日 成長著しいアジアのテクノロジー関連
情報
※購読にはログインIDが必要です

China up close 毎週金曜日 日経電子版人気コラム「習政権ウォッ
チ」からの翻訳記事を中心とした、中
国政権に関する鋭い分析記事

Editor-in-Chief’s Picks 毎週金曜日 編集長によるその週の重要なトピック
やThe Big storyなど

Pick of this week’s Opinion 毎週土曜日 Opinionコンテンツの中から、独自の
視点をもった重要な記事

Life & Arts Monthly 月に一度 アジア各地域で流行している食べ物か
ら話題のスポットまで、幅広く生活や
文化に関する記事

Breaking News and Special 
Features

都度 速報ニュースや話題になっているトピ
ック

Nikkei Asian Reviewでは、全10種類のニュースレターをご用意してい
ます。主要なおすすめ記事を厳選してお届けしているため、「全てに
目を通す時間がない」「概要を把握したい」といった方へおすすめの
ツールです。

＝おすすめニュースレター
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各種 公式SNSアカウント

＠nikkei.nar.u

Nikkei Asian Reviewの公式SNSアカウントでは、日々の最新情報や編
集部おすすめのニュース、速報ニュースを随時配信しています。
ぜひフォローしてみてください。

＠nikkeiasianreview

＠NAR

＠NikkeiAsia

＠nikkeiasianreview

＠nikkei-asian-review

毎週月曜日によく読まれている
記事をピックアップして配信中！
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FAQ

アプリなどでは読めないのでしょうか？

記事の和訳はありますか？

すべての記事ではありませんが、一部の記事は日経新聞本紙

の英訳記事です。翻訳された記事については、元の日本語で

書かれた記事と照らし合わせてお読みいただけます。

アプリはApple store、Google play storeからダウンロードし

てお使いください。 ID・パスワードを持っている方のみご利

用可能です。（2020年8月現在）

記事の保存はできますか？

アプリ上では、お気に入りの記事を保存していただくことが

可能です。ウェブサイト上では記事保存はできません。

記事を読んでいるとポップアップが表示されます。

IDをお持ちの方はログインができているかをご確認ください。

IDを持っていない方は学内のWi-fiに接続ができているかをご確

認ください。（ログイン方法はP.2-P.4参照）


