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編集長メッセージ

PH

web Sportiva 編集長

小澤正直

質の高いスポーツコラムが
多くの読者に支持されています

web Sportivaは、スポーツが大好きな30～50代の男性ビジネスマンに愛
される国内最大級の総合スポーツコラムサイトで、2022年は雑誌創刊から
20年の節目の年にあたります。

長年にわたり、アスリートへの取材や丁寧な周辺取材を通して、スポー
ツの魅力や深淵を描く読み応えのあるスポーツコラムをつくり続けてきた
ことで、現在では月間1800万PV、400万UUと多くの読者に支持されてき
ました。

またTwitterをはじめとするSNSにも力を入れ、幅広い層の読者に記事を
届けるとともに、記事と連動した動画を制作してYouTubeチャンネルで公
開するなど、本サイトの枠を超え、多方向への発信に努めてきました。

今後、より多くの読者の皆様に喜んでいただくために、スポーツファン
に人気の高いイベントを中心に、引き続き特集を組んでいきます。年末年
始にかけては「箱根駅伝特集」、2022年２月には「北京冬季五輪特集」と
「Jリーグ開幕特集」 、３月には「プロ野球開幕特集」 、８月には「甲子
園特集」、11～12月には「サッカーW杯特集」などを予定しています。

「スポーツイベントに絡めてプロモーションしたい」
「男性ビジネスマンに商品を訴求したい」

そんな時はぜひweb Sportivaをご活用ください。
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ブランドネットワーク

Total オーディエンス数 約500万人

月間PV 1800万PV
月間UU 400万UU

SNS 外部配信先

Web SportivaではTwitter、LINE等のSNSはもちろん、YouTubeチャンネルも活用し、さまざまなチャネ
ルで記事・動画を発信。それらのコンテンツをYahoo!ニュース、LINEニュースをはじめとした各種ポータ
ルサイト等に配信しています。

フォロワー

45,939
友だち

445,584

いいね！

20,100
フォロワー

2,806

登録者数

8,050

月間PV 3900万PV

Yahoo!ニュース LINEニュース

Gunosy SmartNews

ニュースパス auサービスtoday
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サマリー

日本最大級の総合スポーツコラムサイト
月間1800万PV、400万UUを誇る、日本最大級の総合スポーツコラムサイトです。

取材を通した読み応えのある記事が多くの読者に支持されています。

4,000,000UU

3m10s

1ヶ月のページビュー

1ヶ月のユーザー数

1ユーザーの平均滞在時間

外部メディアで閲覧数

●自社で企画・取材・編集・校正をすべて実施し、編集長が責
任を持って原稿を校了

●一つの記事が自社サイトやYahoo!などの関連記事やGoogleに
おける検索上位などで継続的に読まれる傾向が強い

3,900,000PV

18,000,000PV
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ユーザー情報

スポーツが “大好きな” 25～54歳の男性ビジネスマン
読み応えのあるコラム記事を好む“本当にスポーツ好き”な読者が多く、

25歳～54歳の大人の男性に親しまれています。

7.60%

23.80%

32.26%

16.86%

9.23%

10.17%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

年齢比

男性

80%

女性

20%

男女比

モバイル

75%

パソコン

20%

タブレット

5%

読者年収比率

男性比率が、80%と圧倒的に多い

スポーツ好きな男性ターゲット

モバイルユーザーが、75%と多い

移動中、隙間時間に視聴する傾向

1,000万円以上の読者比率が23%と高い

F1などの記事も人気が高い

デバイス

23.00%

21.00%

21.00%

12.00%

23.00%

300万以下

300-500万

500-700万

700-1000万

1000万以上

30代-40代がボリュームゾーン

仕事もプライベートも充実した読者

ペルソナ

●スマホ、タブレットなどのモバイル常
に携帯し、ビジネス情報だけでなく、ス
ポーツ情報も常にチェックする25～54歳
の男性ビジネスマン

●コラム１本の記事（約2500字程度）を
読み抜く読解力を持つ

●購買力があり、好奇心旺盛な人

運転免許取得率

持っている

92%

持っていない

8%

運転免許取得率が92％と非常に高い

通勤・行楽で車移動が可能な世代
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コンテンツ紹介（ジャンル等）

野球 サッカー ゴルフ

eスポーツ

フィギュア

【その他】
ラグビー
格闘技
陸上
水泳
その他競技
その他球技
など

Doスポーツ

パラスポーツ

バレ―バスケ

カテゴリ 特集

モータースポーツ テニス

女性アスリートの地位向上を目指し、生
理、出産、性的画像問題、LGBTを取り巻
く環境などを特集

2021Jリーグの開幕に合わせて各クラブ
を取り上げ、識者による今シーズンの行
方を占う記事などを掲載

東京五輪に懸けるアスリートのインタ
ビューや大会の展望、勝敗の本質、選手
の本音に迫った

黒星スタートで苦戦必至のアジア最終予
選を、著名なサッカー解説者やライター
陣により鋭く切り込む
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コンテンツ紹介（特集の予定）

2022年特集スケジュール予定

「高校サッカー」特集
2021.12-2022.1

「箱根駅伝」特集
2021.12-2022.1

「北京冬季五輪」特集
2022.2

「Jリーグ開幕」特集
2022.2

「プロ野球開幕」特集
2022.3

「甲子園」特集
2022.8

「サッカーW杯」特集
2022.11-12

「サッカーW杯予選」特集
2021.9-2022.9

2021.12 22022.1 3 4 6 7 8 9 105
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コンテンツ紹介（連載一例）

福田正博
元サッカー日本代表

内田理央
タレント、モデル

貴島明日香
モデル、タレント

鷲見玲奈
アナウンサー、タレント

連載一例 (2020-2021)

西田有志
がむしゃらバレーボールLIFE

中村憲剛×佐藤寿人
日本サッカー向上委員会

八重樫幸雄
元プロ野球選手

木村和久
ゴルフ関連コラムニスト
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○特設サイトを設置。スポルティーバ編集部が取材・撮影を実施し、記事を作成する長期のお取り組みプラン

○スポーツメディアの強みを生かしたアスリートのキャスティングなどもサポート

〇特設サイトは編集記事とタイアップ記事で構成される

スポルティーバ×テーラーメイド
『Good Golf Life』

スポルティーバ×ニコンビジョン
『スポーツ観戦力ZOOM UP!』

スポルティーバ×ニューバランス
『BETA STORY～道を拓く。』

コラボサイト事例
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スポルティーバ×テーラーメイド『Good Golf Life』

https://sportiva.shueisha.co.jp/featuring/taylormadegolf/

期間
記事内容
出演者

2020年9月～2021年1月（5か月）
動画＆テキスト記事
谷原章介
内田理央
前園真聖
プロゴルファー３名

〇前園真聖＆女子プロ
【動画】22,000再生

〇谷原章介＆女子プロ
【動画】29,000再生

〇内田理央＆男子プロ
【動画】30,000再生

※特設サイトの料金は設置期間、KPI、記事内容、起用モデル等によって異なります
※コラボサイトの発注の締め切りは、60日前までとなります

コラボサイト事例詳細

https://sportiva.shueisha.co.jp/featuring/taylormadegolf/
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WOWOW CISCO ボートレース振興会 サムスン

【出演】 【取材】石川佳純
※発表会にて

【取材】 【取材】

○スポルティーバ編集部が取材・撮影を実施し、記事を作成するスタンダードなプラン

○スポーツメディアの強みを生かしたアスリートのキャスティングなどもサポート

編集記事タイアップ事例

松岡修造
木村敬一
岡副麻希

岡崎慎司
永井彪也

大迫傑
原田海
スカイ・ブラウン



タイアップ広告



タイアップ広告
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記事広告タイアップ

○取材・撮影を実施し、スポルティーバ編集部が記事を作成するベーシックなメニュー

○スポーツメディアの強みを生かしたアスリートのキャスティングなどもサポート

料金 ¥1,000,000〜

想定PV数 8,000PV

想定CTR 0.1%〜0.5%

誘導期間 1ケ月

導線設置箇所
通常のタイムライン表示
その他、任意誘導枠

掲載開始日 平日任意

申込み期限 掲載開始から30日前

レポート項目 記事ページのPV数

※PRアイコンが付きます。

※掲載記事はアーカイブされます。

※リーモート取材でも対応いたします。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※誘導枠は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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素材入稿型タイアップ

○リリース記事や写真素材を入稿いただき、低価格でweb Sportivaに情報を掲載できるライトプラン

※PRアイコンが付きます。

※掲載記事はアーカイブされます。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※誘導枠は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※校正は事実確認のみ、一度までとさせていただきます。

料金 ¥400,000〜

想定PV数 2,000〜4,000PV

想定CTR 0.1%〜0.5%

誘導期間 1ケ月

導線設置箇所
通常のタイムライン表示
その他、任意誘導枠

掲載開始日 平日任意

申込み期限 掲載開始から15日前

レポート項目 記事ページのPV数
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○タイアップ広告への外部誘導・拡散メニューになります。外部SNSよりトラフィックを誘導して多くのユーザーにリーチ

○Twitter、Facebook、Instagram ３つのSNSプラットフォームを選択可能

外部誘導・拡散メニュー

Twitter

2,000
クリック想定

G400,000

3,500
クリック想定

G650,000

5,000
クリック想定

G900,000

7,000
クリック想定

G1,200,000

Facebook／
Instagram

2,000
クリック想定

G400,000

3,500
クリック想定

G650,000

5,000
クリック想定

G900,000

7,000
クリック想定

G1,200,000

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 

・記事公開から、原則3営業日以内に広告運用を開始させていた だきます。

・運用期間は原則3週間とさせていただきます。

・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が 変動いたします。

・設定・運用費が含まれております。

・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。

Twitter 
プロモツイート

外部誘導・拡散イメージ

各SNSのタイムラインに配信される広告メニューです。

お届けしたいユーザーに合わせた配信ターゲットが

可能ですので、ご希望に合わせた配信プランをご提示します。

セグメント例）性別、年齢、地域、興味・関心など
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・二次利用される際は契約が必要となります。無断での二次利用は出来ません。

・二次利用目的・内容は必ず事前にお知らせください。

・使用期間によって、二次利用の料金は異なりますので、お問い合わせください。

・タレントを起用したタイアップ広告の場合、利用料金に加え、タレント二次利用料金が加算されることや、
縛りの観点から二次利用いただけない場合がございますので、事前に必ずお問い合わせください。

・二次利用は最低限の変更に限らせていただきます。ただし、許可した場合を除きます。

・二次利用前に必ずクリエイティブチェックをお受けください。

・ web以外の印刷物等でのご利用の場合は修正可能な段階でクリエイティブチェックをお受けください。
なお、クリエイティブチェックで指摘された修正点等が反映されない場合、二次利用は不可となりますが、
ご利用料金は返金されませんのでご注意ください。

・著作権は株式会社集英社に帰属します。

・実際の公開時には、必ず公開した旨のご連絡をお願い致します。

・メディアのブランドイメージを著しく損うと判断する場合は、
二次利用をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

・二次利用時のクリエイティブには必ず指定のクレジットを表記下さい。

タイアップで撮影・制作した、記事・動画の二次利用について



制作進行スケジュール

タイアップ広告（インフィード型）進行スケジュール ※取材・撮影ありの場合

30日前 1日前2日前4日前7日前10日前15日前 掲載開始日

※資料ベースのタイアップ記事企画に関しましては、正式申込から10~15営業日で掲載開始可能です。

※上記は日程は、全て営業日としてカウントしておりますので、祝日や祭日は含まれません。

※年末年始、GW、お盆、長期祝祭日を挟んで掲載する場合はスケジュールが異なりますのでご注意ください。

20

掲
載
開
始

正
式
申
込

最
終
稿

＆

校
了

再
稿
戻
し

再
稿
提
出

初
稿
戻
し

初
稿
提
出

取
材
・
撮
影
・
入
稿

（
オ
リ
エ
ン
・
構
成
案
）



ディスプレイ広告



ディスプレイ広告
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掲載料金 300,000円

想定imp 500,000imp想定

imp 単価 0.6円

想定CTR 0.1%〜0.3%

掲載期間 ２週間

掲載方法 ローテーション

同時掲載本数 3ビジュアル

原稿差し替え 1回（同時入稿に限る）

原稿サイズ 300x250, 300x600, 970x250

形式/容量 GIF(JPEG)/50KB以内

掲載面
TOP・カテゴリTOP・中面ページ（全カ
テゴリ)

※PVの増減や空枠状況によってimpの想定消化期間が異なります。

※貼り付け配信をご希望の場合は要相談となります。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※誘導枠は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ディスプレイ広告

〇web Sportivaの各レクタングル広告枠にて、広告効果が最適になるように配信します。



クライアント名
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掲載料金 300,000円

想定imp 250,000imp想定

imp単価 1.2円

想定再生
完了95%

20％

動画秒数 原則15秒

掲載期間 ２週間

掲載方法 ローテーション

原稿差替 不可

原稿サイズ 320×180ピクセル

形式/容量 MP4他 / 15MB以内

掲載面
中面ページ
（全カテゴリ）

※PVの増減や空枠状況によってimpの想定消化期間が異なります。

※貼り付け配信をご希望の場合は要相談となります。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※誘導枠は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※MP4以外の素材の場合にはご相談ください。

Ad by

タイトル 本文

動画

ネイティブ動画広告

〇視認性の高い記事中・記事下へネイティブ動画広告を配信することにより、

CTRが高いことはもちろん、視聴完了も促すことで、商品認知向上につなげます。
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掲載料金 450,000円

想定imp 300,000imp想定

imp 単価 1.5円

想定CTR 1.5%

掲載期間 ２週間

掲載方法 ローテーション

同時掲載本数 3ビジュアル

原稿差し替え 1回（同時入稿に限る）

原稿サイズ 320x480

形式/容量 GIF(JPEG)/50KB以内

掲載面
記事にアクセスし、次のページに遷移す
る際に1ページ分広告のページが挟まれる

※PVの増減や空枠状況によってimpの想定消化期間が異なります。

※貼り付け配信をご希望の場合は要相談となります。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※デバイスの大きさによっては下部に空白ができることもございます。

全面広告

〇web Sportivaの全面広告枠にて、広告効果が最適になるように配信します。

Ad

1ページ目 ２ページ目
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掲載料金 400,000円

想定imp 250,000imp想定

imp 単価 1.6円

掲載期間 2週間

掲載方法 ローテーション

原稿差し替え 1回（同時入稿に限る）

原稿サイズ

画像: 640x1386 
※ロゴや商品など重要な要素は中央 640x900px以
内に設置してください。
オプション: 動画 1280x720以下30秒以内アスペク
ト比は任意(640x360以上を推奨) +ポスター画像
(動画と同サイズ)

形式/容量
画像: jpg/gif/png, 300KB以内
動画: mp4, 5MB以内

掲載面
TOP・カテゴリTOP・中面ページ（全カ
テゴリ)

※ ロゴや商品など重要な要素は中央640x900px以内に設置してください。

※ オプション動画の表示位置は、原則画面中央になります。

位置指定がある場合、デバイスに関わらず絶対位置指定のみお受けします。

※ 実際の表示サイズは画面サイズによって異なります。

※ 第三者配信タグ（クリエイティブ）入稿は不可となります。

※ 第三者配信タグ（計測）入稿をご希望の場合は、事前の検証が必要になります。

※ ユーザーのブラウザ環境により広告が表示されない部分があります。

※PVの増減や空枠状況によってimpの想定消化期間が異なります。

※貼り付け配信をご希望の場合は要相談となります。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

Ad
Ad

Ad

インタースクローラー広告

〇全画面の広告を配信する事で、ユーザーからの商品認知を向上するキャンペーンが可能です。



掲載料金 600,000円

保証imp 300,000imp保証

imp単価 2円

掲載期間 4週間想定（期間均等配信）

掲載方法 ローテーション

同時掲載本数 3ビジュアル

原稿差替
1回（同時入稿に限る）
※FLASHは不可

形式/容量 GIF(JPEG)・FLASH/50KB以内

掲載面 TOP・全カテゴリTOPページ

〇インパクト抜群。PCサイトのゲート広告でブランドを訴求します。

※PVの増減や空枠状況によってimpの想定消化期間が異なります。

※貼り付け配信をご希望の場合は要相談となります。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※誘導枠は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

27

ゲート広告
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掲載料金 600,000円

保証imp 400,000imp.保証

imp単価 1.5円

想定CTR 0.5％

掲載期間 1週間想定（期間均等配信）

掲載方法 ローテーション

同時掲載本数 3ビジュアル

原稿差替 1回（同時入稿に限る）※FLASHは不可

原稿サイズ 970×250ピクセル

掲載面
TOP・カテゴリTOP・中面ページ
（全カテゴリ）

〇ファーストビューに視認性抜群の970×250pixelサイズで掲載

〇ブランディングや露出効果抜群！！

形式/容量 GIF(JPEG)・FLASH/50KB以内

その他
フリークエンシーコントロール有
（1日1ユーザー1回まで）

※PVの増減や空枠状況によってimpの想定消化期間が異なります。

※貼り付け配信をご希望の場合は要相談となります。

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。

※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。

※誘導枠は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 28

AD

ビルボード広告
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読者属性ターゲティング

関心カテゴリーターゲティング

選手名キーワードセグメント

性別、年代、年収、役職、などの読者属性データを
Piano DMP for Adで拡張した対象にターゲティング

記事カテゴリー「プロ野球」「海外サッカー」など、
読者のコンテンツ関心にターゲティング
※ DMPセグメントだけでなく該当カテゴリーの
ページ表示時も配信対象

選手名「大谷翔平」「久保建英」「羽生結弦」など
の特定の選手名キーワードへ接触した読者にターゲ
ティング
※ DMPセグメントだけでなく該当カテゴリーのページ表示時
も配信対象

通常配信と
比べてCTR

が2倍に

DMP広告商品

〇web Sportivaに導入しているPiano DMPに蓄積した1st Party Dataを活用し、

ユーザーの興味・関心に応じた広告配信を実施
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読者属性ターゲティング 関心カテゴリターゲティング 選手名ターゲティング

性別 男/女

年齢 年代で絞り込み

結婚 既婚/独身

子供 いる/いない

職種
無職/主婦・主夫/学生/ア
ルバイト・パート/会社
員・公務員/役員・経営者

年収
300万以下/500万以下/700
万以下/1,000万以下/1,000
万以上

運転免許
できれば取得したい/有り/
無し

飲酒
飲まない/週2~3回/月1回
程度/毎日

喫煙 する/しない

海外スポーツ全般 野球全般

サッカー全般 自動車全般

プロ野球 バスケットボール

MLB NBA

サッカー代表 モータースポーツ

海外サッカー 競馬

Jリーグ他 格闘技

高校野球他 ラグビー

ゴルフ フィギュアスケート

陸上 新車のツボ

バレー パラスポーツ

テニス 水泳

ターゲティング内容詳細

選手名 大谷翔平

選手名 久保建英

選手名 羽生結弦

など

など
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ターゲティングの種類 加算単価

読者属性 0.5円

関心カテゴリー 0.3円

選手名 0.3円

複数条件組み合わせの種類 加算単価

AND条件 1.0円

OR条件（読者属性を含む） 0.5円

OR条件（読者属性以外のセグメン
ト）

0.3円

各広告メニューのimp単価に以下を加算します。

複数条件の場合は、
組み合わせ方により加算単価が変わります。

ターゲティング配信例①

配信メニュー：ディスプレイ広告
ターゲティング：年収が1,000万円以上
配信単価：1.1円（配信枠0.6円 + ターゲティング0.5円)

ターゲティング配信例②

配信メニュー：ディスプレイ広告
ターゲティング：運転免許なし以外 AND 関心カテゴリ「自動車
関連」
配信単価：1.6円（配信枠0.6円 + ターゲティング1.0円)

ターゲティング配信例③

配信メニュー：ヘッダーオーバーレイ広告
ターゲティング：海外サッカー OR サッカー代表
配信単価：1.8円（配信枠1.5円 + ターゲティング0.3円)

ターゲティング広告メニュー価格
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※弊社が掲載に不適当と判断した場合、掲載をご遠慮させて頂く場合がございます。何卒ご了承ください。

※広告掲載商品につきましては、競合排除・競合調整を行っておりません。

※以下の広告については、掲載をお断りさせていただきます。また一部の業種（消費者金融、非科学的広告、

ギャンブル、ダイヤルＱ２、在宅ワーク、ねずみ講、ネットワークビジネス、出会い系サイト、結婚情報産業、

風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系）については、掲載をお断りする場合がございます。

詳しくは、お問い合わせください。

1. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの

2. 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、またはそのおそれがあるもの

3. 許可・認可のない広告主によるもの

4. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの

5. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生労働省が承認していないもの

6. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定または美化するもの、又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

7. 詐欺的または健全性を欠いた経済行為に係るもの

8. 宗教団体の勧誘又は布教活動の係るもの

9. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの

10. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触するおそれのあるもの

11. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの

・醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの

・商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの

・名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害のおそれのあるもの

・非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの

12. その他弊社が不適切だと判断したもの

広告掲載基準
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入稿規定

※バナー広告原稿の入稿および差し替えについては、広告掲載開始5営業日前の18時までとさせていただきます。
但し、第3者配信の場合は、広告掲載開始10営業日前の18時までの入稿とさせていだきます。

※入稿方法：Ｅメールで担当まで、添付ファイルにてご入稿ください。入稿確認後、受領メールをお送りいたします。
※リンク先について： 動作確認の関係上、掲載開始日の５日前までに指定のＵＲＬを立ち上げてください。

注意事項

枠掲載型商品

キャンセル規定

正式申し込み（仮押さえは含みません）後のキャンセルについては、下記の通りキャンセル料金を申し受けます。
・掲載開始日4営業日前～～2営業日前: 料金の50％
・掲載開始1営業日前以降: 料金の100％
タイアップ企画及び記事広告の場合に限り、申込後キャンセル料金が100％発生いたします。

※契約及びバナー変更による掲載開始初日は、午前11時～13時を広告掲載開始時間とし、同日15時までを掲載確認時間としております。
掲載確認時間内の掲載不良については補填措置の対象外となりますのでご了承ください。

※各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、最新の状況を必ず担当までご確認下さい。
※火災、停電、天災地変等の不可抗力やシステムの定期的なメンテナンスのため、広告を掲載及び配信されない時間がございます。

その場合、月間48時間を超えない場合、また配信に関しては、24時間以内に配信された場合は免責といたしますのでご了承ください。
※記載されている料金は税抜きの価格となっております。ご了承ください。

※枠掲載型商品は常時掲載を保証するものではありません。
【OS】Windows、Mac
【対象ブラウザ】Microsoft Edge、FireFox7.x、chrome15.x、safari5.x
【ブラウザ設定】JavaScript 有効、FlashPlayer ver7以上推奨、Cookie オン
※上記環境においてもユーザー環境や回線状況により広告が表示されない場合がございます。
※掲載面に他社のトップバナー、レクタングルが同時掲載されます。 競合調整は行いません。

枠掲載型商品ついては、6時間以内の掲載不具合は、賠償および補填措置の対象外とさせていただきます。
なお、想定imp.数を達成している場合も賠償および補填措置の対象外とさせていただきます

※大幅に露出回数が増える場合はフリークエンシーコントロールを設定する場合がございます。

入稿規定・注意事項



Flash原稿について①

アクションスクリプトの制限
外部データへのアクセスをするスクリプトの使用は基本的に不可。(個人情報の取得やクッキーの使用も不可) 
但し、動画を使用する場合などは可とします。詳細はご相談ください。

アクションスクリプトのバージョン ActionScript2.0

フレームレート 12～18fps推奨

テキスト テキストをフォントのまま使用することは禁止します。アウトライン化を行ってください。

音声の使用 デフォルトOFF

背景
背景色は下層レイヤーに設定すること。
(但し、エキスパンドバナーなどのエキスパンド部分は背景がなくても良い)

ALTテキスト 不可

原稿差し替え 不可

掲載環境

OS Windows、MAC

ブラウザ Internetexplorer7.x Internetexplorer8.x FireFox7.x chrome15.x safari5.x

Flashplayer ver7以上推奨

JavaScript ON

Cookie ON(サードパーティクッキー取得可能)

備考 上記環境でも、ユーザアクセス環境等により掲出されないケースがあります。

FLASH原稿共通仕様

入稿締切 5営業日前

掲載開始日 月曜日

レポート
配信数(Imp)、クリック数(click)
レポート上のインプレッション数はFlashと代替画像の配信数の合計になります。

備考

※動作内容等により、内容を変更していただく事がございます。
※集英社の広告掲載基準に則り、掲載可否確認をさせていただきます。

広告掲載お申込みの際には、必ず事前にお問い合わせください。
※掲載お申込みの際は、必ず事前に空枠状況をご確認ください。

確認事項
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バナー サイズ（横×縦） 容量
その他
条件

入稿ファイル

1 swf
広告バナー
（Flash7以上推奨

トップバナー W728×H90px 50KB以内

必須
プレミアムレクタングル W300×H250px 50kB以内

2 gif
代替画像
（Flash非表示ユーザー向け）

トップバナー W728×H90px 50KB以内

必須
プレミアムレクタングル W300×H250px 50KB以内

3 fla
1のswfのflaファイル 設定確認用
（Flash CS3、CS4、CS5を推奨）

必須

指定項目 4 URL リンク先 必須

FLASH入稿規定 5

クリック

リンク先へ画面遷移する
※ 「GetURL」の設定

※広告バナーの最上部のレイヤーに透明ボタンを配置し下記を記述します。
※タイムライン上での「GetURL」の使用は禁止します。

on (release) { 
if ((clickTAG.substr(0, 5) == "http:") or (clickTAG.substr(0, 6) == "https:")) { 
getURL(clickTAG, targetTAG); 

} 
} 

必須

FLASH原稿規定
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Flash原稿について②



仮押え・申し込み・入稿について

仮押さえ、お申し込み、ご入稿は、

上記のフォーマットにそって、お願いいたします。

仮押えフォーマット

下記項目を記載の上、

お問い合わせください。

申込フォーマット

下記項目を記載の上、

お問い合わせください。

入稿フォーマット

下記項目を記載の上、

お問い合わせください。

広告主名：（法人格含む正式名称）

広告リンクURL：

目的：

代理店名：（法人格含む正式名称）

媒体名：○○○○○○

メニュー名：

掲載期間：

掲載金額：

マージン：

請求金額：

備考：特記事項がございましたら

ご記入ください

広告主名：（法人格含む正式名称）

広告リンクURL：

目的：

代理店名：（法人格含む正式名称）

媒体名：○○○○○○

メニュー名：

掲載期間：

掲載金額：

マージン：

請求金額：

備考：特記事項がございましたら

ご記入ください

広告主名：（法人格含む正式名称）

媒体名：○○○○○○

メニュー名：

掲載期間：

添付ファイル名：

広告リンクURL：
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広告出稿のお申し込み・お問い合わせ

sales-websportiva@1bashi.jp

【お取り引きについて】

広告掲載にあたっては、集英社・広告部との取引が必要になります。

すでに、集英社・ブランド事業部との取引が存在する場合でも、事前に別途口座対応の可否、

取引条件等の確認を行わせて頂きますので、予めご了承下さい。

【掲載可否】【空枠確認】【申込】【入稿】その他お問い合わせ、
企画相談は、下記担当者までお問い合わせください。

株式会社集英社 広告部
〒101-8050
東京都千代田区一ツ橋2-5-10
TEL：03-3230-6202
担当：上杉、佐藤
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