
東京新聞
WEBサイト

広告ガイド

中 ⽇ 新 聞 社
名古屋本社広告局デジタル広告部／東京本社広告局ビジネス開発部

main website

vertical media

2020年10⽉



2

https://www.tokyo-np.co.jp/

独⾃の視点で暮らしに関わる問題を鋭く伝える東京新聞のニュースサイト

独⾃の鋭い視点で⽇本、東京の「いま」を伝え、多くの読者の⽀持
を集めている東京新聞のWEBサイト。信頼性の⾼い国内、海外の
ニュースを発信しています。

PC ｽﾏﾎ 開設⽇︓1995年10⽉

ＰＶ：約1,800万｜ＵＵ：約790万月間

差替

出典｜Google Analytics（期間︓2020年1⽉1⽇〜2020年6⽉30⽇の⽉間平均値）※PV数、UU数
出典｜Audience One（期間︓2020年8⽉1⽇〜8⽉31⽇）※プロフィール



掲載⾯ トップページ
or中⾯

デバイス PCのみ

表⽰⽅法 ローテーション

掲載期間 原則1カ⽉

原稿本数 3原稿まで
※同時⼊稿

掲載開始
⽇時

掲載⽇任意
開始午前0時

ファイル
形式 Gif/Jpeg

原稿サイズ
（左右×天地） 970×250

データ容量 50KB未満
推奨

アニメーション 不可

原稿差替 不可

⼊稿期限 7営業⽇前

【注意事項】
■ページおよび掲載される情報の内容によって、レイアウトや広告の掲
載位置は変動します。■中⾯は⼀部広告掲載されない⾯もあります
ので、ご了承ください。

掲載⾯ トップページ
or中⾯

デバイス PC ・スマホ

表⽰⽅法 ローテーション

掲載期間 原則1カ⽉

原稿本数 3原稿まで
※同時⼊稿

掲載開始
⽇時

掲載⽇任意
開始午前0時

ファイル
形式 Gif/Jpeg

原稿サイズ
（左右×天地）

728×90
※スマホは320×50
(320×100でも可)

データ容量 50KB未満推奨

アニメーション 無限可

原稿差替 不可

⼊稿期限 5営業⽇前

【注意事項】
■ページおよび掲載される情報の内容によって、レイアウトや広告の掲
載位置は変動します。■中⾯は⼀部広告掲載されない⾯もあります
ので、ご了承ください。■デバイス別のimp指定はできません。■ＰＣ
⽤、スマホ⽤の原稿をそれぞれご⽤意ください。■スマホバナーのサイズ
は320×100でも可能です（東京新聞TOKYO Webのみ）。

広告枠｜ビルボード
ページ最上部に設定可能で、⼤きなスペースを占める広告です。
強い印象をあたえ、⼤きなブランディング効果が期待できます。

広告枠｜スーパーバナー・スマホバナー
ページ最上部にあり、アクセスしたときにすぐに⽬に留まる広告
なので⾼いブランディング効果が期待できます。

掲載料⾦ 《インプレッション保証》

トップページ

50万imp未満 @1.6円

50万imp〜100万imp ＠1.4円

100万imp以上〜 ＠1.2円

中⾯

50万imp未満 ＠1.2円

50万imp〜100万imp ＠1.0円

100万imp以上〜 ＠0.8円

※消費税別
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掲載料⾦ 《インプレッション保証》

トップページ

50万imp未満 ＠4.8円

50万imp〜100万imp ＠4.2円

100万imp以上〜 ＠3.6円

中⾯

50万imp未満 ＠3.6円

50万imp〜100万imp ＠3.0円

100万imp以上〜 ＠2.4円

※消費税別

ADAD

AD



掲載⾯ トップページ
or中⾯

デバイス PC ・スマホ

表⽰⽅法 ローテーション

掲載期間 原則1カ⽉

原稿本数 3原稿まで
※同時⼊稿

掲載開始
⽇時

掲載⽇任意
開始午前0時

ファイル
形式 Gif/Jpeg

原稿サイズ
（左右×天地）

300×250
※PC・スマホ共通

データ容量 50KB未満
推奨

アニメーション 無限可

原稿差替 不可

⼊稿期限 5営業⽇前

掲載⾯ トップページ
or中⾯

デバイス PC ・スマホ

表⽰⽅法 貼り付け

掲載期間 原則1週間

原稿本数 3原稿まで
※同時⼊稿

掲載開始
⽇時

原則⽉曜⽇
午前0時

ファイル
形式 ―

原稿サイズ 全⾓35⽂字

データ容量 ―

アニメーション ―

原稿差替 不可

⼊稿期限 5営業⽇前

【注意事項】
ページおよび掲載される情報の内容によって、レイアウトや広告の掲載
位置は変動します。中⾯は⼀部広告掲載されない⾯もありますので、
ご了承ください。想定impは、imp数を保証するものではありません。

【注意事項】
■ページおよび掲載される情報の内容によって、レイアウトや広告の掲
載位置は変動します。■中⾯は⼀部広告掲載されない⾯もあります
ので、ご了承ください。■デバイス別のimp指定はできません。

広告枠｜ラージレクタングル 広告枠｜テキスト広告
ページになじんだ形式でユーザーに訴求します。クリエイティブの準
備も必要ありませんのでお気軽にご利⽤いただけます。

掲載料⾦ 《期間保証》

トップページ 掲載１週間
（20万imp想定） 150,000円

中⾯ 掲載1週間
（45万imp想定） 150,000円

※消費税別

視認性が⾼い枠で、クリック数も期待できます。

掲載料⾦ 《インプレッション保証》

トップページ

50万imp未満 ＠1.6円

50万imp〜100万imp ＠1.4円

100万imp以上〜 ＠1.2円

中⾯

50万imp未満 ＠1.2円

50万imp〜100万imp ＠1.0円

100万imp以上〜 ＠0.8円

※消費税別
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【注意事項】
■ページおよび掲載される情報の内容によって、レイアウトや広告の掲
載位置は変動します。中⾯は⼀部広告掲載されない⾯もありますの
で、ご了承ください。■想定impは、imp数を保証するものではありま
せん。■次の⽂字は配信サーバーの都合上、使⽤できません。
(1)省略⽂字・単位・修飾数字・ローマ数字など、⼀般的に「機種依
存⽂字」と⾔われるもの（機種依存⽂字とは、パソコンの種類や環境
（OS）に依存した⽂字のことを指します。） (2) その他、システム
の制限により利⽤できない⽂字※詳細は23ｐ原稿規定を参照。

AD

AD
AD

AD



東京新聞
WEBサイト

バーティカルメディア紹介



東京すくすく こどもブックワールド ⼤学のシンカ
東京新聞が運営する「⼦育て」
「育児」に関するＷＥＢメディア。
⾃⾝も⼦育てに向き合う記者たち
が新聞社の取材⼒を活かし、東京
の⼦育てで知っておきたい制度や
仕組み、⽀援についての情報をわ
かりやすくまとめて発信しています。

「⼩さい頃から、読書を楽しん
でほしい」という思いを込めて、⼦
どもに読んでほしい本を紹介する
東京新聞の紙⾯企画「こども
ブックワールド」と連動したサイト。
紹介した書籍の購⼊やプレゼン
ト応募ができます。

⽇々「進化」していく⼤学の教
育環境を伝える東京新聞のサイ
ト。⼤学進学にまつわる情報を
随時更新。保護者向けの記事
も多く公開されており、親⼦で⼤
学進学を考える参考になる内容
です。

https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/ https://bookworld.tokyo-np.co.jp/ https://daigaku.tokyo-np.co.jp/

6各サイト広告枠、タイアップページなどは東京本社広告局ビジネス開発部までお問い合わせください。

PC PC PC

開設⽇︓2017年10⽉開設⽇︓2017年4⽉開設⽇︓2018年9⽉

バーティカルメディア

スマホ スマホ スマホ



ご注意｜登録者数は2020年10⽉9⽇現在。掲載にあたっては、新聞社およびLINEの審査があります。
申し込みから配信⽇まで最低14⽇間必要です。画像の広告⾊が強い内容の場合は、画像枠への掲載が
できないことがございます。

7

東京新聞のニュース配信⽤LINE公式アカウント。東京新聞の視点で厳選し
たニュース記事を、フォローしているユーザーに対してプッシュ配信しています。

東京新聞LINEアカウントメディア

友だち数

※料⾦など詳細は東京本社広告局ビジネス開発部までお問い合わせください。

約 95万⼈

■配信／⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇・年末年始を除く） 原則 17:00頃

ダイジェストニュース枠を活⽤した記事体広告を提供することが可能です。
配信画⾯からの誘導枠は①画像付き、もしくは②テキストのみのどちらか。
アカウントメディアの記事広告から広告主様のWEBサイトへ誘導すること
が可能です。【1⽇1枠限定】

■定時配信画⾯イメージ ■記事広告イメージ

①画像枠＝画像＋8⽂字
②テキスト枠＝13⽂字

②

①

広告枠｜Digest Spot（記事体広告）



東京新聞
WEBサイト

料⾦表
原稿規定・規約
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メニュー 掲載⾯ 取引形態 インプレッション 料⾦ 表⽰⽅法 掲載期間
サイズ（左右×天地） 原稿本数

※同時⼊稿
備考

ＰＣ スマホ

東京

ビルボード
※PCのみ

トップページ

imp保証 50万imp未満 ＠4.8円 ローテーション 原則1カ⽉ 970×250 ― 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、アニメーション不可

imp保証 50万imp以上 ＠4.2円 ローテーション 原則1カ⽉ 970×250 ― 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、アニメーション不可

imp保証 100万imp以上 ＠3.6円 ローテーション 原則1カ⽉ 970×250 ― 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、アニメーション不可

中⾯ページ

imp保証 50万imp未満 ＠3.6円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 970×250 ― 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、アニメーション不可

imp保証 50万imp以上 ＠3.0円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 970×250 ― 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、アニメーション不可

imp保証 100万imp以上 ＠2.4円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 970×250 ― 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、アニメーション不可

スーパーバナー・
スマホバナー

トップページ

imp保証 50万imp未満 ＠1.6円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 728×90 320×50
(320×100も可能)

3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 50万imp以上 ＠1.4円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 728×90 320×50
(320×100も可能)

3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 100万imp以上 ＠1.2円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 728×90 320×50
(320×100も可能)

3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

中⾯ページ

imp保証 50万imp未満 ＠1.2円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 728×90 320×50
(320×100も可能)

3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 50万imp以上 ＠1.0円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 728×90 320×50
(320×100も可能)

3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 100万imp以上 ＠0.8円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 728×90 320×50
(320×100も可能)

3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

ラージレクタングル

トップページ

imp保証 50万imp未満 ＠1.6円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 300×250 PCと共通 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 50万imp以上 ＠1.4円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 300×250 PCと共通 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 100万imp以上 ＠1.2円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 300×250 PCと共通 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

中⾯ページ

imp保証 50万imp未満 ＠1.2円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 300×250 PCと共通 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 50万imp以上 ＠1.0円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 300×250 PCと共通 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

imp保証 100万imp以上 ＠0.8円 ローテーション 原則１ヶ⽉ 300×250 PCと共通 3本まで 50KB未満推奨（Gif,Jpeg）、無限ループ可

テキスト広告
トップページ 期間保証 20万imp（想定） 150,000円 貼り付け（2枠） 原則１週間 全⾓35⽂字以内 3本まで 原則⽉曜開始

中⾯ページ 期間保証 45万imp（想定） 150,000円 貼り付け（2枠） 原則１週間 全⾓35⽂字以内 3本まで 原則⽉曜開始

料⾦表

※料金は消費税別 ※画面サイズに応じて、スマホなどを含め、最適化したデザインで表示されますが、原則、共通の広告が掲載されます。 ※中面は一部、広告が表示されない面もありますのでご了承ください。 ※ページおよび掲載される情報の内容によって、レイアウトや広
告の掲載位置は変動します。 ※想定impは、imp数を保証するものではありません。



注意事項・免責／原稿規定
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１．広告掲載の留意点
（1）おことわり
以下のような場合、予告無しに広告の掲載を中⽌するケースがあります。
・ 関連システムのメンテナンスのため、広告掲載を中⽌する場合
・ 過度のアクセス集中により、システム障害の抑⽌⽬的などで広告掲載を中⽌する場合
・ 天変地異の災害等により、弊社関連システムに障害が起きた場合 など
（2）広告の審査
広告や広告のリンク先（Webサイト）は弊社「広告掲載基準」に準拠した審査をさせていただ
きます。審査の結果によっては修正をお願いすることがあります。
・ バナー広告、テキスト広告とも広告内への広告主名の表記が原則となります。
・ バナー広告の原稿が⽩地の場合は原則として外枠線を付けてください。
・ サイト内やページ内で、広告主の業種や広告内容による競合や同載の調整は⾏いません。
（3）掲載できない広告
次のような広告内容は、掲載できません。
・ パソコン等のOSや特定のアプリケーションのウインドウ、アイコン、カーソル、
ボタン等を想起させ、誤ってオンマウスあるいはクリックする可能性があるもの。
・ 中⽇新聞社が運営しているサイトやコンテンツの配⾊、デザイン等について酷似しているもの。
題字、ナビゲーション、リンクボタン等も含みます。
・ 原⾊や蛍光⾊、輝度の⾼い⾊が短時間でフラッシングするもの、極度に動きの⼤きいものなど、
ユーザーに不快感を与える可能性のあるもの。
・ ALTテキストを伴うもの（ALTテキストは使⽤できません）。
・ その他、弊社がふさわしくないと判断したもの など
（4）広告の責任の所在
広告掲載の結果、広告内容により問題が⽣じた場合や弊社が損害を受けた場合、
そのすべては広告主に対応、負担していただきます。

２．掲載可否と広告申込、⼊稿⽅法
掲載可否の問い合わせおよび、広告のお申し込みについては、
JIAA（Japan Internet Advertising Association︓インターネット広告推進協議会）の
推奨書式 （http://www.jiaa.org/traffic/traffic.html）にてメールでお願いいたします。
・ 広告原稿の⼊稿は、原稿データを添付したうえでメールで送信ください。
・ お申込み後の掲載⽇変更、キャンセルは原則お受けいたしません。

3. ⼊稿データ⼀覧
⼊稿は完全原稿（弊社審査と原稿レギュレーションに合致したもの）でお願いします。
（サイズ・容量等のレギュレーションは各メニューの規定に従ってください）
■バナー広告 【⼊稿締切︓5営業⽇前まで※ビルボードは7営業⽇前まで】
①GIFもしくはJPEG（50KB未満推奨）、②リンク先URL

■テキスト広告 【⼊稿締切︓5営業⽇前まで】
①テキスト（全⾓35⽂字以内）、②リンク先URL
次の⽂字は配信サーバーの都合上、使⽤できません。
(1)省略⽂字・単位・修飾数字・ローマ数字など、⼀般的に「機種依存⽂字」と⾔われるもの

※機種依存⽂字とは、パソコンの種類や環境（OS）に依存した⽂字のことを指します。
例︓①（丸数字）、 Ⅰⅰ（ローマ数字）、 ㈱（⼀⽂字で表記）、©（特殊記号）ほか
(2) その他、システムの制限により利⽤できない⽂字
≪全⾓≫ ￠ (通貨セント)、 ￡ (通貨ポンド)、〝〟 (⼆重引⽤符) 、￤ (破断線)
≪半⾓≫ ＼(半⾓ 逆スラッシュ) 、¥（半⾓円マーク）

４．広告掲載開始時間等と原稿等の変更
（1）掲載の開始、確認、終了時間
掲載開始時間／掲載初⽇あるいは掲載切替初⽇の午前０時
掲載確認時間／掲載開始の当⽇正午まで（掲載開始が⼟⽇祝⽇の場合は翌営業⽇の正
午まで）を掲載の確認時間とします。
掲載終了時間／掲載終了⽇の24時
（2）複数原稿の掲載
・掲載期間の同⼀広告枠内であれば、別途料⾦なしで3素材（各1リンク）まで掲載できます。
・複数の原稿はリンク先（Webサイト）ともに、⼊稿締切⽇までに同時⼊稿（⼀括⼊稿）し
てください。
（3）掲載中の変更
・やむを得ない理由で原稿あるいはリンク先を変更する場合は、営業⽇に限って承ります。
原則として、変更⽇や変更時間は指定出来ません。
・広告掲載中にリンク先（Webサイト）が閲覧できなくなっていたり、無断で広告掲載基準に抵
触するものに差し替わっていたりした場合など、予告無しに広告の掲載を中⽌することがあります。

５．その他
広告料⾦、メニューに関しては、予告なしに変更する場合があります。

【お問い合わせ】
名古屋本社広告局デジタル広告部 電話052-221-1023  
東京本社広告局ビジネス開発部 電話03-6910-2483

eisuiweb@chunichi.co.jp


