
2022年度版

広告媒体資料
東京医師歯科医師協同組合

専属広告代理店
りえぞん企画株式会社

V e r 1 . 1



2

5万人の開業医（会員）に直接届く、
隔月刊のマガジンメディアです！

組合員の先生方に直送。

5人に1人は奥様も読者。組合員と
ご家族のオン・オフタイムに有益な情報
（広告）が発信可能

掲載情報の信頼性が高く、閲読率も高い！
プレゼントキャンペーンの

アンケート回答者数が驚異の1万人！

1回の平均広告数は20社以上!(同梱チラシも含む)
多くの企業様が毎号活用されております。

商品・物件の認知のみならず、直接的な

販売実績も多数!
(同梱チラシやメルマガ広告の連携により
多面的な広告展開も可能です)
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医歯協MATEは

関東近郊を拠点とする

開業医・開業歯科医師に

直接リーチできるメディアです！



中小企業等協同組合法を根拠法令に、株式会社とは全く異
なる組織として1949年11月、わずか111人の医師が集まっ
て創立。1992年4月より関東・甲信越・静岡の1都10県に業
務エリアを大幅に拡大し、今では53,000人余りの医師・歯
科医師が加入し、同種の協同組合としては、日本で最も伝
統があり会員数最多を誇ります。

ABOUT

東京医師歯科医師協同組合 (医歯協 )とは
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出資金 ： 244,170,000円（2021年12月末現在）

会員数 ： 53,108人 (2021年12月末現在)

代表者 ：理事長平山洋二

所在地 ：〒101-0029
東京都千代田区神田相生町1番地
秋葉原センタープレイスビル16階

職員数 ： 45名

事業内容：保険集金代行、損害保険代理店、
医療用品購買、不動産等斡旋、
労働保険事務組合、医院経営サポート

事業地域：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・
群馬県・栃木県・茨城県・
新潟県・長野県・山梨県・静岡県

PROFILE



SERVICES

創立時（戦後の混乱期）は医療用品の共同購買・医院の建築・医院運営資金の融資が主力事業でした。

約70年の歴史の中で事業内容は変化し、現在では主要の事業は下記となっています。

損保代理店
団体割引が適用され、一般の保険料より
5％～37％割安になります。個人契約には
ない当組合独自の特約や補償があります。

医療用品等斡旋

白衣等医療用品や不動産・自動車等をス
ケールメリットを活かしてお得に購買でき
ます。

経営サポート
労働保険事務組合、法務税務労務等相談
及び専門家紹介等、会員の医院経営をサ
ポートします。

東京医師歯科医師協同組合 (医歯協 )の事業

4

保険集金代行
組合員が契約している生命保険の保険料を、
当組合がとりまとめて保険会社へ支払うこと
で、団体割引が適用され、割安になります。



東京医師歯科医師協同組合 (医歯協 )の特徴
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協同組合
協同組合は株式会社と違い、運営側の
利益の最大化を目的としていません。
会員の満足だけを考える組織のため、
年会費は一切頂いておりません。

70余年の信頼
1949年の創立以来、会員満足を追求して
きたことで、多くの会員に医歯協サービ

スへの安心と信頼を頂いております。

会員の増加
毎年、約1,200~1,600人の新規加入が
あります。 1年間の国家試験合格者数
は約11000名。その15%が加入してい
る計算になります。

中立独立
行政庁や医師会から人的に独立して
おります。財政的にも行政庁からの
補助金は一切なく、民間も含め特定
の大口出資者はおりません

安定した財務
70余年の積み重ねてきたゆるぎない
財務基盤があります。パートナーとし
て末永く協業していただくことが可能
です。

マーケット
1都10県の事業エリア内に同種の
協同組合はなく（ごく小規模の組
合を除く）ドクターマーケットを
寡占しています。



「利益を追求しない」「組合員が喜ぶことだけを実行する」という当組合の運営姿勢が会員との

信頼関係を結んでいます。

保険集金
代行 383億円

組会員が契約している生命保険の保険料を、

当組合がとりまとめて保険会社へ支払います。

年間400億円近い額を集金しています。

購買と
デパート
カード 18億円

医療用品や白衣のクリーニング、デパートの

外商カード等の売り上げが約18億円あります。

紹介実績

成約数：

不動産263件

(約5件に1件成約) 

自動車721台

(約2件に1件成約）

(2021年3月期実績)

東京医師歯科医師協同組合 (医歯協 )の実績
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不動産

2019年3月期 792件

2020年3月期 1,017件

2021年3月期 1,277件

2019年3月期 811件

2020年3月期 963件

2021年3月期 1,414件

自動車



医歯協会員 構成のご紹介

医歯協会員は、東京をはじめとした1都10県内にクリ
ニックを開設されているか、在勤または在住されてい
る医師・歯科医師の有資格者のみで構成されておりま
す。

勤務医の先生も「賛助会員」としてご加入されており
ますが、約90.4％が開業医の先生となっております。

なお、看護師・歯科衛生士・理学療法士や医院スタッ
フの方は、医歯協にご加入いただけません。

医師 歯科医師 合計

2018 32,072 18,120 50,192

2019 32,892 18,569 51,461

2020 33,584 18,981 52,565

2021 33,892 19,216 53,108

創立70年を経ても
毎年500～1,000人超
の純増ペースを継続。
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医歯協会員分布エリアのご紹介
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都道府県別会員数

東京都 27,841

神奈川県 8,667

千葉県 5,216

埼玉県 4,732

茨城県 1,417

静岡県 1,080

群馬県 1,047

栃木県 960

長野県 627

新潟県 591

山梨県 464

東京

52％

神奈川

16%

千葉

10%

埼玉

9%

約5割の会員が東京で、
一都三県では9割弱を
占めます。

その他エリア



40代

15.4％

50代

23.7％

60代

25.5％

医歯協会員 年代・男女比のご紹介
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年齢別会員の割合 人数

30代以下 4,206 7.9 %

40代 8,177 15.4 %

50代 12,567 23.7 %

60代 13,541 25.5 %

70代 5,948 11.2 %

80代以上 2,124 4.0 %

会員の性別割合

男性 79.0 %

女性 21.0 %

購買意欲の高い
40～60代の比率が
高くなっています

30代
80代

70代



旅行

45.1%

ゴルフ

20.5%

音楽鑑賞

7.5%

ドライブ

6.5%

フィットネス 5.6%

映画鑑賞 4.8%

キャンプ 2.8%

その他 7.3%

医歯協会員 ご趣味の紹介
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会員の趣味 人数

旅行 4,733 45.1 %

ゴルフ 2,150 20.5 %

音楽鑑賞 788 7.5 %

ドライブ 684 6.5 %

フィットネス 589 5.6 %

映画鑑賞 500 4.8 %

キャンプ 290 2.8 %

その他 762 7.3 %

無回答 0 0.0 %

合計 10,496 100.0

旅行・ゴルフフィッ
トネスなどアクティ
ブな方が多い。
音楽・映画鑑賞も続
き、趣味の幅は広い。

※2021年度医歯協MATE 読者アンケート結果 N＝10,496名
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東京医師歯科医師協同組合の
組合員の傾向

東京医師歯科医師協同組合

広告サービス
のご紹介



医歯協広告サービスの紹介①
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紙面
広告

媒体データ

発行部数 約53,000部

発行月 隔月刊 毎奇数月1日発行

体裁 A4フルカラー 48～52頁

内容 医療時事に係る特集記事
著名人のインタビュー
医歯協の活動状況通知

掲載場所 1回掲載金額(税別)

表2指定 ￥630,000

表3指定 ￥500,000

表4指定 ￥630,000

場所指定無 A4 ￥380,000

同上 A4 見開き ￥690,000

同上 A4 1/2 ￥250,000

POINT

広告掲載を頂いている自動車メーカー提携企業様で
年間150台以上の販売促進につながっています。

※広告掲載する際は医歯協の審査がございますので、
ご留意ください。



医歯協広告サービスの紹介②
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同梱
チラシ

媒体データ

同梱部数 53,000部に同梱

同梱月 毎奇数月1日同梱

体裁 A4・A3・B4・B3

注意事項 メール便で発送するため信書該当物は同梱で
きません。アンケート項目を含むもの、貴社
開催セミナーの集客を目的とするものはお断
りしております。

サイズ 1回掲載金額(税別)

A4 ￥690,000

A3（二つ折り） ￥880,000

B4（同上） ￥820,000

B3（同上） ￥1,000,000

POINT

機器メーカー様の事例
53,000部配布の高額医療関連機器のチラシを
同梱した結果、60件の見積依頼の引き合いが
ありました。

チラシはイメージです。

※広告掲載する際は医歯協の審査がございますので、
ご留意ください。



医歯協広告サービスの紹介③
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メル
マガ

単独配信メルマガ

送信数 18,000通

開封率 20~30%

発信日 随時（毎月第1火曜日除く）

文字数 無制限

金額（税別） ￥188,000

POINT

某ワイン販売会社様は2021年12月に実施した
メルマガの結果、発信数18,171件に対して、
開封率29.6％、申込数319件

ご依頼企業様が単独で配信できる

「単独メルマガ」と、組合が定期的に

発信するメルマガに広告を入れる事が

できる「通常メルマガ広告」の2種類を

ご用意しています。

通常メルマガ広告

送信数 18,000通

開封率 20~30%

発信日 毎月第1火曜日

文字数 150文字以内

金額（税別） ￥125,000

※広告配信する際は医歯協の審査がございますのでご留意ください。



医歯協広告サービスの紹介④
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Web
バナー
広告

プレミアムバナー

掲載場所 HPトップページ右最上段

掲載期間 毎年4月1日～翌3月31日

金額（税別） ￥625,000

医歯協の会員Webサイトの中に2ヵ所Webバナーを

ご用意しています。

上段がプレミアムバナー、下段が一般バナーです。

一般バナー

掲載場所 HPトップページ最下段

掲載期間 毎年4月1日～翌3月31日

金額（税別） ￥250,000

プレミアムバナー

一般バナー



医歯協広告サービス割引のご紹介
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一括発注割引のご案内

複数回の広告・同梱チラシのご出稿を一括でご依頼いただける企業様には特別割引(下記内容)にて適用されます。

紙面広告

5~6回分を一括にてご発注頂くと総額から 20％OFF

3~4回分を一括にてご発注頂くと総額から 10％OFF

※単発で複数回ご依頼いただいた場合の費用は通常価格となりますので特別割引は適用されません。

一括にてご依頼を頂く事が前提となっております。

同梱チラシ

5~6回分を一括にてご発注頂くと総額から 20％OFF

3~4回分を一括にてご発注頂くと総額から 10％OFF

メルマガ

9~12回分を一括にてご発注頂くと総額から 20％OFF

6~8回分を一括にてご発注頂くと総額から 10％OFF



パートナーシップ制度
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提携企業制度のご紹介

広告関連だけではなく、当組合と一緒に会員の先生方へリーチする協業制度をご用意しています。

STEP 1

純広告出稿

会報誌「医歯協ＭＡＴＥ」
誌面掲載やチラシ同梱、
メルマガ等へ広告をご出稿
いただきます。

協業のメリットがあれば、
単発ではなく継続的な
関係をご検討いただけます。

STEP 2

斡旋提携契約

会員への特別なオリジナル
プランをご提案頂き、一緒に
協業させて頂きます。

当組合とのフィーを取り決め
ます。

STEP 3

斡旋販売促進

当組合の会員向けサービス
ガイドやDM等で会員へ
商品・サービスの周知・
プロモーションを医歯協と
共に行います。

記事広告を制作する、体験型
キャンペーンの企画等、
どうしたら更に商品・サービス
が会員に広まるか、知恵を出し
合い販促支援を行います。



医歯協M A T E発行スケジュール
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医歯協MATEは申し込みから発送まで3ヵ月間で進行しております。
下記イメージにて申し込み、入稿・審査、納品(チラシの場合)の工程で進めております

2月 3月 4月 5月
2/1 3/1 4/1

5/1発行

発行

約80日前

発行

約60日前

申し込み受付期間

広告審査/データの入稿〆切
• 広告審査
• データのチェック

発行

約50日前

発行

約80日前

申し込み受付期間

チラシ広告審査
• 広告審査

同梱チラシ納品
指定の場所に
指定部数を納品頂く

紙面広告

同梱チラシ

5月1日発行の場合

MATE 発送



年間スケジュール
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MATE誌面 発送予定日 お申込み期限（目安） 入稿〆切

5月号 2022年4月28日 2022年2月28日 2022年3月25日

7月号 7月4日 4月28日 5月26日

9月号 8月29日 6月28日 7月26日

11月号 10月28日 8月29日 9月26日

1月号 12月27日 10月28日 11月25日

3月号 2023年2月27日 12月27日 2023年1月28日

メルマガ 配信日 お申込み期限（目安） 原稿提出期限

単独 下記を除く営業日 配信ご希望日の3週間前 配信ご希望日の2週間前

通常 毎月第1火曜日
（休日なら翌日）

配信日の3週間前 配信日の2週間前

同梱チラシ 発送予定日 お申込み期限（目安） チラシ納品期限

5月号 2022年4月28日 2022年3月25日 2022年4月11日

7月号 7月4日 5月26日 6月10日

9月号 8月29日 7月26日 8月11日

11月号 10月28日 9月26日 10月11日

1月号 12月27日 11月25日 12月9日

3月号 2023年2月27日 2023年1月25日 2023年2月9日

※こちらは参考の日付となります。変更になる場合がございますのでご了承ください。



医歯協M A T E 制作サポート関するサービス

20

その他さまざまなサポートを
実施しています。

掲載に関わる制作物などご準備ない場合はご相談ください。

りえぞん企画が制作から納品までトータルでお手伝いさせて

頂きます。

◼ 紙面広告制作

◼ 同梱チラシ制作

◼ メルマガ原稿作成

◼ バナー制作

◼ イベントの企画・実施

企画立案

記事広告やイベント企画
など、ご満足いただける
までどこまでも何度でも
ご提案いたします。

取材・撮影・
インタビュー

原稿の作成やクオりティ
アップをご支援するため
に専門のライターやカメ
ラマンがご対応します。

デザイン制作

読みやすく魅力的な
紙面づくりを行います。
社内データベースの活用
でスピーディにご対応し
ます。

クロスメディア
プランニング

WEBや映像の活用など

Webや映像など様々な
媒体を適切にコーディ
ネートし、効率的な
手法をご提案します。



お問合せ窓口
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医歯協広告サービスの総合窓口としてりえぞん企画株式会社が

申し込みからデータ入稿まで、すべてご対応させて頂きます。

広告プランのご案内・お見積、制作内容については、お気軽に

りえぞん企画までご相談ください。

りえぞん企画株式会社

お問合せ先

総合窓口：MATE 事務局

電話番号：03-5259-6754

アドレス：mateform@liaison-kikaku.co.jp

mailto:mateform@liaison-kikaku.co.jp

