What’s

海運・造船・舶用工業を対象にした隔月刊の海事総合誌です。
業界の現況、将来を鋭く分析・解説し、業界人の羅針盤（コンパス）
として絶大な影響力を持っています。
COMPASS is a bimonthly magazine covering a wide-range of the maritime industry, including shipping,
shipbuilding and marine machinery. COMPASS sharply analyzes the current situation and future of the
maritime industry and has been influential as an opinion leader.

タイムリーな記事

Up-to-date Articles

タイムリーなテーマを緻密な取材と鋭い切り口で掘り
下げた「特集」は、常に業界オピニオンをリードしてい
ます。さらに、毎号掲載の経営トップや有識者らのイ
ンタビュー、業界での出来事を深く広く分析した「ク
ローズアップ」、業界動向を詳細に伝える
「海事レポー
ト」は”時代を読む”格好の素材に、また新造船や新製
品・主力商品の紹介は、各企業の技術開発動向、営
業戦略を知る上で欠かせない情報源となっています。

豊富な海外情報

Every issue of COMPASS features special stories which
sharply investigate hot topics, and leading industry
opinion. Also regular serial contents, "Interview" with
industry leaders/experts, "Close-up" analyzing maritime
events/developments from wide angles and deep
insight, "Kaiji Report" covering industry movements/
trends in detail, will enlighten the readers. While
information about new ships and products will show the
readers their competitor’s technology and sales policy.

Colorful & Substantial News

グローバルな視点に立った現地取材による海外レ
ポートは、貴重な情報として好評を博しています。今
後も海事業界が注目する中国を中心としたアジアや欧
州各国への現地取材を展開していきます。

読者のプロフィール

COMPASS enjoys high reputations among readers for its
overseas on-the-spot reports written from global point
of view. COMPASS will continue spotlighting the Asian
（centering in China）and European markets, which draw
the interest of the whole industry.

Readers' Profile

全国の海運・造船各社をはじめ海事業界全般にいき
わたっています。営業・企画、資材調達などの第一線
で活躍する実務担当者はもちろんのこと、経営のトッ
プの方々に広く愛読されています。また、銀行、損
保など金融機関の購読が多いのも特徴で、最も信頼
できる情報発信源として活用されています。

COMPASS is read by top executives ranging from frontline business people in sales, to those in planning and
material procurement departments of carriers and
shipbuilders. It is also read by relevant parties in banks,
insurance companies and other financial institutes,
COMPASS is appreciated for its accuracy and reliability.

業種／職種別配布比率
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