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▼ 毎日新聞のメディア 

 毎日新聞本紙 

 小学生新聞 

 ニュースがわかる 

 サンデー毎日 

 週刊エコノミスト 

 毎日フォーラム 

など 

タイアップ広告のご案内 
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クロスメディア展開 

毎日新聞のタイアップ広告 

毎日新聞のタイアップ広告は通常の広告枠だけでは網羅できない豊富な
情報発信力に加え、ニュースサイトならではの説得力のあるコンテンツ展
開が可能です。新商品・新サービスの告知やブランディングなど、広告主
様の様々なニーズにお応えいたします。 

※ページ内に「PR」のクレジットが記載されます。 

POINT 3 

毎日新聞はデジタルメディアだけではなく、新聞本紙、雑誌などのメディア
も有しているため、タイアップ広告と他のメディアを連動させたパッケージプ
ランもご提案可能です。周年企画やキャンペーンなどの大々的な露出をご
要望の際に効果を発揮します。 

※パッケージプランの詳細は担当者にお問い合わせください。 

多様な掲載プラン POINT 1 

特集ページは商品紹介記事形式、インタビュー記事形式など、さまざまな
掲載プランにご対応いたします。また、掲載期間も１ヵ月から通年連載まで、
目的に合わせて設定できます。 

 商品紹介記事形式 

 対談記事形式 

（記者による取材を用いた記事構成も対応可） 

 イベントやキャンペーン告知・応募者募集形式 

（フォーム開発も対応可） 

 新聞本紙採録形式 

（毎日新聞本紙で掲載されたシンポジウムやセミナーの採録をウェブサイトでも展開） 

 コラム記事形式 

誘導枠のプランニング POINT 2 

サイト内の誘導枠は、今週のおすすめ枠のほか、通常のバナー広告、テ
キスト広告枠を組み合わせることも可能です。キャンペーンに合わせて誘
導を強化するなど、広告主様のニーズに応じて、プランニングを行います。 

▼ 掲載プランの一例 

▼ 毎日新聞のデジタルメディア 

PCサイト「毎日新聞」 

スマートフォンサイト「毎日新聞」
ニュースアプリ「毎日新聞」 
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誘導枠と掲載プラン 
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PCサイト誘導枠 今週のおすすめ 

トップページのほか、各記事ページの右カラムに掲載され、
タイアップ広告ページへの誘導を促します。 
※ローテーション掲載 

タイアップ広告ページの誘導枠 

タイアップ広告ページ 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

誘導枠 
PCサイト誘導枠：今週のおすすめ枠 
SPサイト誘導枠：おすすめ情報枠 

掲載期間 １ヵ月 

掲載料金（グロス・税別） 

2,000,000円 
（PCサイトのみ、もくしは、SPサイトのみの
場合、1,500,000円） 

制作料金（ネット・税別） 500,000円～ 

制作期間 
4週間 （目安） 
※内容により期間が変わりますので担当者にお問
い合わせください。 

広告表記 [ＰＲ] *企画名* 

掲載開始日 平日任意 

アーカイブ 有 

レポート項目 タイアップページPV数 

※上記料金にはページホスティング費（１ヶ月）が含まれております。 
※タレント・著名人のアテンド、遠方取材費は別途お見積りとなります。 

基本タイアッププラン 

SPサイト誘導枠 おすすめ情報 

毎日新聞がおすすめするコンテンツのひとつとして
スムーズにタイアップ広告ページへの誘導します。 
※ローテーション掲載 

タイアップ広告ページ 

誘導枠 
PCサイト誘導枠：今週のおすすめ枠 
SPサイト誘導枠：おすすめ情報枠 

掲載期間 １ヵ月 

掲載料金（グロス・税別） 

2,000,000円 
（PCサイトのみ、もくしは、SPサイトのみの
場合、1,500,000円） 

広告表記 [ＰＲ] *企画名* 

素材入稿期限 掲載日３営業日前 

掲載開始日 平日任意 

アーカイブ 有 

レポート項目 タイアップページPV数 

※公開時にタイアップページに毎日新聞規定のヘッダー、および、フッターを
付与いたします。 

素材インクルードプラン（完パケご入稿プラン） 
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ご提供いただいた資料を基に記事を作成。 
ニュースサイト毎日新聞記事ページと同じフォーマットで掲載します。 

※記事の内容はご提供資料を基に毎日新聞社で制作いたします。 
※内容について、誤字脱字・事実関係などの修正は原則としてご遠慮申し上げます。 
※記事や誘導枠にスポンサー表記が入ります。 
※掲載開始の日時は、ご相談のうえ決定いたします。 
※タイアップページには他社の広告が掲載されます。 
※二次利用につきましては担当までご相談をお願いいたします。 
※各種レポートの提出はございません。 

誘導イメージ 

 ブランドプッシュ 

対応デバイス PC＋スマートフォン 

フォーマット 記事フォーマット 

誘導枠 
PCサイト誘導枠：今週のおすすめ枠 
SPサイト誘導枠：おすすめ情報枠 

記事ボリューム 1ページ／文字500字程度／写真1点まで 

想定PV （PC+SP） 5,000PV想定 
※PVの保証はいたしません 

記事公開日時 平日任意 （10:00～18:00）  

掲載期間／アーカイブ ４週間／なし 
※アーカイブ希望の場合はご相談ください。 

広告表記 ［PR］ *****  および 提供： ***** 
※*****は貴社名またはロゴ 

掲載料金（グロス・税別） 
800,000円  
→ 300,000円（トライアル価格） 

（オプション）特急版 + ¥300,000 で３営業日以内のご掲載。 

ご掲載まで 5営業日以内 内容により調整 

 「ニュースサイト毎日新聞」本体に掲載されます 
 ユーザーが自然に記事を閲覧できるフォーマットで露出 
 メディアが介在することで客観性をもってわかりやすく伝えます 

ブランドプッシュ 商品概要 

2016年度内トライアル価格実施中 

 テキストは資料をもとに構成 

 500文字程度の想定 

 写真１点 

※レイアウトは予告なく変更する場合があります。 

PCサイト 

SPサイト 

タイアップ広告ページ 

誘導 

誘導 

ＡＤ 

ＡＤ 

ＡＤ 

ＡＤ 
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※ ランディングページでは広告であることを明示します。 
※ 上記はイメージです。実際の仕様と異なる場合があります。 

インフィード枠 レコメンド枠 

掲載イメージ 

タイアップ広告 
ページ 

誘導枠 訴求したいターゲットに応じて選定可能です。 
※ホワイトリストでの配信選定可能 

対応デバイス スマートフォン 

掲載期間 4週間 
※期間については都度ご相談ください。 

掲載料金（グロス・税別） 350,000円～ （＠70円 5,000CL～） 
※ネット金額の詳細についてはご相談ください。 

レポート項目 ・Imp/CLなどを配信枠単位で確認可能です。 

備考 

・広告原稿の規定は別途お問い合わせください。 
・記事読了のレポーティングイメージについては各営業担当まで問
い合わせください。 

タイアップ外部誘導プラン 

大手法人系媒体を中心に1,000件を超える媒体のインフィード枠やレコメンド枠に対して、広告配信を行う
ことが可能です。 

記事ページの任意の箇所まで到達したユーザー数/到達率/到達単価を配信枠毎にレポーティン
グすることが可能です。到達率の高い（＝親和性の高い）配信枠に配信量を寄せることで効率的
な記事ページへの誘導が可能です。 

広告枠 imp CL CTR CPC 読了数 読了率 読了単価 課金金額 

配信枠A 500,000  1,000  0.20% ¥50 300  30% ¥167  ¥50,000 

配信枠B 700,000  1,750  0.25% ¥50 700  40% ¥125  ¥87,500 

配信枠C 300,000  750  0.25% ¥50 375  50% ¥100  ¥37,500 

配信枠D 750,000  1,500  0.20% ¥50 1,200  80% ¥63  ¥75,000 

配信枠E 5,000,000  5,000  0.10% ¥50 3,500  70% ¥71  ¥250,000 

合計 7,250,000  10,000  0.14% ¥50 6,075  61% ¥82  ¥500,000 

＜ レポーティング例 ＞ 

■読了数・読了率レポート 

効率 良 

効率 悪 
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外部誘導オプション：AkaNe（アカネ） 

※弊社が指定する一部の媒体の広告枠には配信できない場合がございます。 

※タイアップページの仕様によっては、読了数・読了率レポートには対応できない場合がございます。 


