
聞蔵Ⅱビジュアルプレミアムバリューパック付 ￥480,000／1アクセス

朝日新聞社発行の英字新聞をデータベース化しました。
英語で検索したいニーズに応え、
英語を学びたい人や英語になじみのある人が
利用しやすいデータベースです。

朝日イブニングニュースは、朝日新聞75周年記念事業として1954年に創刊した英字夕刊
紙です。時差の関係で、欧米のニュースを最も早く報道する英字新聞として知られていまし
た。日本で生活する外国人や国際社会で活躍するビジネスマンなどの情報源でした。その
後、インターナショナル・ヘラルド・トリビューン社（IHT）と朝日新聞社が協力して2001年4
月に発行したのが「ヘラルド朝日」です。「ヘラルド朝日」のうち、朝日新聞社が制作した
「ASAHIセクション」を「聞蔵Ⅱビジュアル」に収録します。

AJW（Asia & Japan Watch）は2011年3月に開設した朝日新聞社の英語版ニュースサイ
ト。日本と東アジアのニュースを中心に朝日新聞の独自記事や解説を世界に発信する
WEBサイトです。政治、経済、社会、文化、スポーツ、アジアのニュースや解説をはじめ、ア
ニメ、マンガ、ファッション、和食文化、伝統文化、日本各地の旅情報などのクールジャパ
ン系の話題や、東日本大震災と福島原発事故についての特集コーナーなど、朝日新聞の
独自コンテンツを世界の読者に発信しています。

http://www.asahi.com/kikuzo/
〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2 Tel :03-5541-8689（月曜～金曜、祝日を除く10:00～18:00） FAX:03-5541-8691 Email :dna-support@asahi.com
朝日新聞社　データベース事業部　聞蔵サポート

料金体系（年額）

６コンテンツ合わせてお得な「プレミアムバリューパック」168,000円 

朝日新聞1985～
週刊朝日
AERA
昭和（戦後）紙面データベース
現代用語事典「知恵蔵」

プレミアムバリューパックのトライアルができます。詳しくはお問い合わせください。

46%
OFF

各84,000円 各36,000円

基本コンテンツ料金 312,000円

同時アクセス１の場合。表記はすべて税抜。

「聞蔵Ⅱビジュアル」は、朝日新聞社が提供するイメージ付オンライン記事データベースです。1879（明治12）年の創刊から今日まで約1350万件の記事・広告に加えて、雑誌「AERA」「週刊
朝日」、最新現代用語事典「知恵蔵」、人物データベース、「アサヒグラフ」、「歴史写真アーカイブ」が検索できます。

待望の
英文ニュースが登場

に

AJW記事のうち社説、
天声人語の一部は
英文のほか、日本語、
中国語、韓国語でも
表示・閲覧できます。

1988年12月からの「朝日イブニングニュース」「ヘラル
ド朝日」「AJW（Asia & Japan Watch）」の記事テキスト
が全文検索できます。朝日新聞記事データベース
「聞蔵Ⅱビジュアル」のオプションとして利用できます。
※英文ニュースデータベースには、切り抜きイメージと
　紙面イメージはありません。

朝日新聞社の英字新聞 AJWについて

明治・大正紙面
データベース

人物
データベース

歴史写真
アーカイブ

アサヒグラフ
データベース

英文ニュース
データベース

昭和（戦前）紙面
データベース

＋

基本コンテンツ オプションコンテンツ

2015年4月
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※This is the fee for libraries, educational and 
　other academic institutions.

The Asahi Shimbun Company has just created a 

database of its English-language newspapers. 

This database will meet the needs of people 

who want to search in English.

The Asahi Evening News was an English-language evening newspaper launched in 1954 as part of  
the Asahi Shimbun's 75th anniversary project. Famed for being the English-language newspaper 
that offered the latest breaking news from Europe and the U.S. quicker than any other, the 
newspaper served as a trusted source of  information for foreign residents in Japan and people 
everywhere who work in the international business arena.“The IHT/Asahi” was later launched in 
April 2001 through a partnership between the International Herald Tribune and the Asahi 
Shimbun Company. The “Asahi section” of  the IHT/Asahi, which was produced by the 
Asahi Shimbun Company, will be included in “Kikuzo II Visual.”

AJW (Asia & Japan Watch) is the Asahi Shimbun's English-language online news portal launched 
in March 2011. The website introduces the Asahi Shimbun's original articles and analyses of  
events happening in Japan and East Asia to the world.AJW provides international readers with the 
kind of  in-depth reporting that only the Asahi Shimbun can offer. They get reports and analyses 
on politics, economy, society, culture, sports, and coverage of  what’s happening locally as well as 
across Asia. AJW’s look at "Cool Japan" covers topics like anime, manga, fashion, food, traditional 
culture, travel, and more. It also has a special section dedicated entirely to the Great East Japan 
Earthquake and the Fukushima nuclear accident.

http://www.asahi.com/kikuzo/
Email: dna-support@asahi.com Tel: 03-5541-8689 Mon-Fri 10:00 AM to 6:00 PM（Excluding holidays）
Contact　Asahi Shimbun Database Business Section

Usage fee

Asahi Shimbun from 1985 to present,
Shukan Asahi, AERA,Asahi Shimbun
Reduced - s i z e  F a c s im i l e  E d i t i on
（post-war Showa period 1945 to 1989）,
Contemporary Dictionary Chiezo

For more information, please contact us below.

46%
OFF

Kikuzo II Visual, an online article database complete with images created by the Asahi Shimbun Company, presently enables users to search more than 13.5 million articles and advertisements in the 
paper since its first issue in 1879 (year 12 of  the Meiji Era). In addition, Kikuzo II Visual includes magazines such as AERA and Shukan Asahi, an up-to-date modern dictionary Chiezo, a pictorial 
magazine Asahi Graph, the Who's Who Database and the Historical Photo Archive.

Service to Start 
April 2015

Note:  Some AJW 
ar t i c les,  s u c h  a s  
e d i t o r i a l s ,  a r e  
available not only in 
English, but also in 
Japanese, Chinese 
and Korean. Now you will soon be able to perform a full-text search of  

articles published in the “Asahi Evening News,” “The 

International Herald Tribune/The Asahi Shimbun (the 

IHT/Asahi),” and “AJW (Asia & Japan Watch)” dating back to 

December 1988. The service is available as an option to the 

Asahi Shimbun's news article database, “Kikuzo II Visual.”
◆An English-language news database, there is no 

clipping display and page display.

 The Asahi Shimbun's English-language Newspapers About AJW

＋

Basic Annual Fee not including consumption tax

1 account￥312,000

Who’s Who
Database

Historical
Photo
Archive

Asahi Graph 
Database

English-
language News 
Database

Pre-war
1926 to 1945
Database

Meiji+Taisho
Periods
Database

￥84,000 Each ￥36,000 Each

Premium Value Pack (including all the above)￥168,000 

not including consumption tax

No price 
increase

1 account￥480,000 including all options

Optional Content Annual Fee per account

VisualKikuzoII 
Asahi Shimbun’s “Kikuzo Ⅱ Visual” 
News Database to Deliver 
Much-awaited English-language News


