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ニュースサイト「毎日新聞」PC版広告ガイド 
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株式会社毎日新聞社   デジタルメディア局   
 [Tel] 03-3212-3266  [Mail] ad-toiawase@mainichi.co.jp 

ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

トップ・ラージレクタングル 

課金形態 imp保証 

掲載面 トップページ 

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 1円 / 1imp 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 300 pixel×250 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 
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トップ・ラージ 
レクタングル 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

トップ・ビルボード 

課金形態 imp保証 

掲載面 トップページ 

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 3円 / 1imp 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 970pixel×250 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 7営業日前 正午 

▼ 原稿規定 
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トップ・ビルボード 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

トップページジャック 

課金形態 期間保証 

掲載面 トップページ 

掲載枠 
①スーパーバナー、②ラージレクタングル、③ミドルレクタ
ングル、④レギュラーバナー、⑤メガパネル 

掲載期間 1日（8：00 – 20：00）  

掲載料金（税別） 
平日：12万imps想定  / 96万円 
土日祝：6万imps想定 / 54万円 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 

①スーパーバナー 728 pixel×90 pixel 
②ラージレクタングル 300 pixel×250 pixel 
③ミドルレクタングル 300 pixel×250 pixel 
④フッターレクタングル 300 pixel×250 pixel 
⑤レギュラーバナー 468pixel×60 pixel 
⑥メガパネル 630pixel×360 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 5営業日前 正午 

入稿可能本数 各枠4本 

▼ 原稿規定 
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※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※時間ごとの均等配信は保証しておりません。 

② 

③ 

① 

④ 

⑤ 

⑥ 
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

ニュース・スーパーバナー 

課金形態 imp保証 

掲載面 

トップページ、記事ページ 
※一部掲載されないページがあります。 
※トップ・スーパーバナーが埋まっている場合は、トップページに掲載され
ない可能性があります。   

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 

0.4円 / 1imp 

パッケージプラン 300万imps / 90万円 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 728 pixel×90 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 
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ニュース・スーパーバナー 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

ニュース・ラージレクタングル 

課金形態 imp保証 

掲載面 

トップページ、記事ページ 
※一部掲載されないページがあります。 
※トップ・ラージレクタングルが埋まっている場合は、トップページに掲載さ
れない可能性があります。   

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 

0.6円 / 1imp 

パッケージプラン 300万imps / 150万円 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 300 pixel×250 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 
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※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 

ニュース・ラージ 
レクタングル 



 Copyright  2016 THE MAINICHI  NEWSPAPERS. All rights reserved.  

株式会社毎日新聞社   デジタルメディア局   
 [Tel] 03-3212-3266  [Mail] ad-toiawase@mainichi.co.jp 

ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

タワーレクタングル 

課金形態 imp保証 

掲載面 

トップページ、記事ページ 
※一部掲載されないページがあります。 
※トップ・ラージレクタングルが埋まっている場合は、トップページに掲載さ
れない可能性があります。   

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 

1円 / 1imp 

パッケージプラン 300万imps / 240万円 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 300 pixel×600 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 
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タワー 
レクタングル 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

記事中レクタングル 

課金形態 imp保証 

掲載面 記事ページ 
※一部掲載されないページがあります。 

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 1円 / 1imp 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 300 pixel×250 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 
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※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 

記事中 
レクタングル 
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

エリアターゲティングメニュー 

課金形態 imp保証 

掲載面 
トップページ、記事ページ 
※一部掲載されないページがあります。 
※トップページに掲載されない可能性があります。   

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

エリア対象 都道府県エリア毎（ＩＰアドレスによるエリア判別） 

掲載料金（税別） 

エリアターゲティング・スーパーバナー 0.5円 / 1imp 

エリアターゲティング・ラージレクタングル 0.8円 / 1imp 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 
スーパーバナー 728 pixel×90 pixel 
ラージレクタングル 300 pixel×250 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 
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エリアターゲティング・スーパーバナー 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 

エリアターゲティ
ング・ラージレクタ

ングル  
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ニュースサイト「毎日新聞」広告ガイド 

プレミアコンテンツ ディスプレイメニュー 
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記事ページ 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

経済プレミア 
ディスプレイ 医療プレミア 

ディスプレイ 

経済プレミア 医療プレミア 

課金形態 imp保証 

掲載面 

経済プレミアコンテンツ内 
医療プレミアコンテンツ内 
※一部掲載されないページがあります。 
※トップページに掲載されない可能性があります。   

掲載開始 月曜日 0時～ 

掲載期間 1週間～ 

掲載料金（税別） 

経済プレミア・ラージレクタングル 1円 / 1imp 
経済プレミア・タワーレクタングル 1.5円 / 1imp 

医療プレミア・ラージレクタングル 1円 / 1imp 
医療プレミア・タワーレクタングル 1.5円 / 1imp 

▼ 広告メニュー概要 

サイズ 
ラージレクタングル 300 pixel×250 pixel 
タワーレクタングル 300 pixel×600 pixel 

形式 gif、jpg、swf 

容量 50KB以内 

アニメーション 可（無限ループ可） 

ALTテキスト 不可 

入稿期限 3営業日前 正午 

入稿可能本数 4本 

▼ 原稿規定 

※日ごと、時間ごとの均等配信は保証しておりません。 
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レギュレーション（ディスプレイ広告） 

容量 50KB以内（gif、jpg） 

アニメーション （gif）アニメ-ション可、無限ループ可 

ALTテキスト 不可 
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▼ 入稿可能ファイルタイプ：ｊｐｇ、gif 

容量 50KB以内（swf） 

アニメーション アニメ-ション可、無限ループ可 

パブリッシュバージョン Flash player 6-10  

Flashバージョン  Flash CS6以下 

ボタンに組み込むActionScript 

on (release) { 
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:" || clickTAG.substr(0,6) == "https:") { 
getURL(clickTAG, "_blank"); 
} 
} 
※上記のclickTAGを含む、ActionScriptに関連付けられているボタンを、タイムラインの一番上のレイヤーに配置し、すべてのフレームに適用されるようにしてください。 
※大文字小文字の差異が無いように記述してください。 

 
禁止ActionScript   

・外部ファイルを取り込んだり、外部サーバーと通信を行う処理を行うコマンド・オブジェクト 
・SWFファイルがクライアントとなりサーバーにリクエストを出すあらゆる関数 
・タイムライン上でのgetURL()関数の使用 
・極度にCPU負荷率を高めるスクリプト設計 
・グローバルプロパティ、及び_root・_level0 階層に対するプロパティの変更を禁止 
 
※アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているかの説明をしてください。再度プログラムの変更を依頼することがあります。 

その他 

・バックグランドカラーはレイヤーで設定すること 
・使用する文字は、全て分解して「塗り」に変換（アウトライン化） 
・フレームレートは12～18fpsを推奨 
・Flashの圧縮機能は使用可 
・「読み込みプロテクト」のチェックオフ 
・クリッカブルエリア以外は完全透過で入稿 
・音声はOFF 

▼ 入稿可能ファイルタイプ：swf （要代替ファイル） 

第三者配信 追加料金なし 

大容量配信 対応可能 詳細はお問い合わせください。 

申込期限 配信開始10営業日前までに要連絡 

▼ 第三者配信、大容量配信 

＜対象＞ 
スーパーバナー、ラージレクタングル、トップ・ビルボード、タワーレクタングル、記事中レクタングル、レギュラーバナー、メガパネル 
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レギュレーション （入稿規定・お問い合わせ先） 

静止画原稿（3タイプ入稿する場合） 
110605_111007_mainichi_●●●SB_a.gif 
110605_111007_mainichi_●●●SB_b.gif 
110605_111007_mainichi_●●●SB_c.gif 

Flash原稿（aタイプ・fla、swf、gifセット） 
110605_111007_mainichi_●●●SB_a.fla 
110605_111107_mainichi_●●●SB_a.swf 
110605_111107_mainichi_●●●SB_a.gif 
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▼ 広告原稿ファイル名について 

掲載可否・在庫確認・お見積り・各種お問合わせ ad-toiawase@mainichi.co.jp 

お申込・仮押さえ ad-order@mainichi.co.jp 

入稿宛先 mainichi-nyukou@maidigi.jp 

掲載開始日・時間 各枠参照 

入稿期限 各枠参照 

広告審査 
ご入稿前に広告表現の事前審査が必須となります。 お申込時から入稿期限までにリンク先、もしくはランディングページが確認出来る資料をお送り
いただけますようお願いいたします。また、いかなる場合でも、リンク先の内容が審査時の確認内容からご変更になる場合はご連絡をお願いいたし
ます。 

広告枠境界について 枠線や背景色などが無く、コンテンツとの境界線がはっきりしていない場合、ご修正いただく場合がございます。 

クリエイティブ差し替え設定 対応はいたしかねます。 

土日祝日の掲載開始 掲載開始時の緊急対応はいたしかねます。 

▼ 入稿規定・各事項お問い合わせ先 

掲載開始日_掲載終了日_ mainichi _会社名 掲載枠略称_タイプ.拡張子 

（1）使用文字は、半角英数字に限る。各要素の間は「_」を入れる 
（2）掲載開始日、掲載終了日を記載（YYMMDD_YYMMDD） 
 例：2011年6月5日掲載開始、2011年10月10日掲載終了の場合、「 110605_111010_mainichi_aiueoSB.gif 」 
（3）掲載終了日の後ろに「mainichi」を記載 
 例：「 110401_110530_mainichi_aiueoSB.gif 」 
（4）広告主名をアルファベット小文字でmainichiの後ろに記載 ※名前が長い場合は分かりやすく省略 
 例：広告主がアイウエオ株式会社の場合、「 110401_110530_mainichi_aiueoSB.gif 」 
（5）広告主名の後ろに掲載枠名の略称を記載 
 スーパーバナー「SB」 ・ラージレクタングル「LR」、スクエアモジュール「SQM」 など 
（6）原稿が複数タイプある場合、広告主名の後に、「 a b c d 」（小文字）でタイプを記載する 
 例：Ｃタイプの原稿の場合「 20091005_20110207_mainichi_aiueoSB_c.gif 」、 
 fla原稿の場合の例 （aタイプの３本セット） 
 111005_111215_mainichi_aiueoSB_a.fla 
 111005_111215_mainichi_aiueoSB_a.swf 
 111005_111215_mainichi_aiueoSB_a.gif 
 フラッシュ仕様の場合は、元のflaファイル、swfファイル、JpegかGifファイルの３点のセットでご入稿ください。 


