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読売新聞が運営する女性向け掲示板サイト「発言小町」は、女性系サイトでは日本最大級の規模を 
誇ります。本サイトのユーザーは、女性が8割以上、特に３０から５０歳に圧倒的なリーチを誇ります。 
 ※「発言小町」は女性向け情報サイト「大手小町」のコンテンツでしたが、2017年4月より掲示板サイトとして独立したサイトとなりました。  
  「大手小町」は30代働く女性をターゲットとした情報サイト「ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩ」にリニューアルしました。 

男女関係から家庭のトラブル、社会問題まで、一日６,０００件もの 
投稿が寄せられる人気掲示板。 
メールアドレスの登録のみで誰でも投稿できる匿名性と、すべての投稿
が事前承認により、安心して楽しむことができます。 

PV：1億415万PV    UB：1,217万UB （2018年1～3月平均、Google Analyticsによる調査） 

男女比 
ユーザープロフィール 

大手小町へのアクセス頻度 年齢 

 8割を超える女性ユーザーが「発言小
町」の最大の特徴。30～50代の既婚女性
がメインユーザーです。 
 「1日数回以上アクセス」「1日1回程度
アクセス」するユーザーが7割近くを占め、
固定ファンに支えられていることもうかが
えます。 
 
※別紙「発言小町ユーザープロフィール」 
   も併せてご覧ください。 

●調査方法：旧「大手小町」・「発言小町」上にテキストで告知し、リンク先の調査フォームで回答 ●調査期間：2016年2月 ●回答数：398人（PC） 

未婚／既婚 

        とは 

月間平均PV・UB 
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 人気のレクタングルや、リーチが広がるサムネイルテキストなどの広告メニューを
imp保証・期間保証でご用意しています。各種キャンペーンにご利用ください。 
※料金は税別・グロス 

 「発言小町」で、ユーザー
のレス（書き込み）の一覧
ページにサムネイルとテキス
トで表示される、視認性が高
い広告メニューです。 

純広告一覧 「発言小町」レス中サムネイルテキスト 

発言小町 
レクタングル 

小町おすすめ情報 

発言小町 
ダブル 

レクタングル 

(追随型) 

掲載面：「発言小町」の全ページ 
掲載方法：ローテーション 
掲載期間：１週間（月曜日開始） 
【レクタングル広告料金】 
 
 
 
 
 

【ダブルレクタングル広告料金】 

■レクタングル＝天地250x左右300pixel 
 ダブルレクタングル＝天地600x左右300pixel 
■gif・jpg ■容量＝100KB以内 ■再生時間：30秒以内停止  
■ALTタグ不可 

発言小町レクタングル／ダブルレクタングル 

掲載面：「発言小町」の全ページ ※コレクションページなど一部除く 

掲載方法：ローテーション（最大4枠） 
【広告料金】100万円＝週1/1回掲出・1,800万imp想定 
       60万円＝週1/2回掲出・900万imp想定 
       35万円＝週1/4回掲出・450万imp想定 

■天地600x左右300pixel ■gif・jpg ■容量＝100KB以内 
■再生時間：30秒以内停止 ■ALTタグ不可 

発言小町ダブルレクタングル（追随型） 

掲載面：「発言小町」の全ページ  

掲載方法：貼り付け 
【広告料金】60万円＝週1/1回掲出・1,800万imp想定 

＜サムネイル＞■天地100x左右100pixel ■gif・jpg 
       ■容量＝15KB以内 ■アニメーション不可 
＜テキスト＞■見出し＝12文字以内 ■本文＝40文字以内  
      ■機種依存文字不可 

小町おすすめ情報 

掲載面：「発言小町」の全ページ 
掲載方法：1社貼り付け ※レス数が15本を超えた際、10本目と11本目のレスの間に掲載 

掲載期間：1週間（月曜日開始） 
入稿締切：3営業日前 
同時掲載：4社まで 
【広告料金】 50万円 週1/1回掲出（想定インプレッション600万回） 

発言小町 レス中サムネイルテキスト 

＜サムネイル＞■天地60x左右100pixel ■gif・jpg  ■容量＝15KB以内 ■アニメーション不可 
＜テキスト＞■見出し＝12文字以内 ■本文＝70文字以内 ■改行設定不可 ■機種依存文字不可 

インプレッション 1,000万imp未満 1,000万imp以上 

単価 0.15円 0.12円 

インプレッション 1,000万imp未満 1,000万imp以上 

単価 0.30円 0.24円 

（ＰＣサイト） 
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発言小町最適化サイトの各ジャンルランキング（見出し）内で、アイコン同様の体裁でも表示されるため、注目度の高い広告スペースです。 

発言小町 

掲載詳細 

掲載位置 発言小町最適化サイト 各ページ 中段 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 （応相談） 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 期間保証 

表示方法 貼り付け （※発言小町レスページはローテーション） 

表示枠数（最大） ４ 

掲載社数 ４ 

広告料金 

インプレッション １２５万回想定 週１/４回掲出 広告料金 ２０万円 

原稿仕様 

テキスト 見出し１２文字以内、本文３２文字以内 
※全角半角とも１文字換算。機種依存文字及び半角カナ使用不可。 

サイズ（左右×天地） ７０×７０ pixel データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

データ容量 １５ＫＢ以内 アニメーション 不可 

ループ 不可 ＡＬＴテキスト 不可 

原稿本数 
４本まで（５本目以降は１本あたり１０万円の追加料金） 
※掲載期間内に合計４本まで同時掲載および原稿差し替えが可能です。 
※リンク先の変更も原稿本数としてカウントします。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 

※広告料金は全てグロス・税抜きです。 

※第三者配信はお受けできません。 A 
D 

インプレッション ２５０万回想定 週１/２回掲出 広告料金 ３５万円 

インプレッション 5００万回想定 週１/１回掲出 広告料金 ６０万円 

※有料会員には表示されません。 
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（スマートフォン最適化サイト） 

発言小町サムネイルテキスト 
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発言小町最適化サイトのトップ面各ジャンルランキング（見出し）下や、両サイトフッターの直上など、多様な場所に掲載されます（RUN OF SITE）。 

掲載詳細 

掲載位置 発言小町最適化サイト 各ページ ／ 上段～下段 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 インプレッション保証 

表示方法 ローテーション 

表示枠数（最大） ５ 

掲載社数 ー 

広告料金 

インプレッション ５００万回保証 

広告料金 ８０万円 （パッケージ料金適用時：０．１６円／１imp） 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） ３００×２５０ pixel データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

データ容量 ５０ＫＢ以内 アニメーション １５秒以内完全停止 

ループ 不可 ＡＬＴテキスト 不可 

原稿本数 
４本まで（５本目以降は１本あたり１０万円の追加料金） 
※掲載期間内に合計４本まで同時掲載および原稿差し替えが可能です。 
※リンク先の変更も原稿本数としてカウントします。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 

※広告料金は全てグロス・税抜きです。 

発言小町 

※有料会員には表示されません。 

RUN OF SITE 
(ROS) 

レクタングル広告 
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（スマートフォン最適化サイト） 

RUN OF SITE レクタングル広告 
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掲載詳細 

掲載位置 発言小町最適化サイト トピページ ／ トピ直下 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 インプレッション保証 

表示方法 ローテーション 

表示枠数（最大） １ 

掲載社数 ― 

広告料金 

インプレッション ５００万回保証 

広告料金 ６５万円 （パッケージ料金適用時：０．１３円／１imp） 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） ３２０×１００ ｐｉｘｅｌ データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

データ容量 ２０ＫＢ以内 アニメーション １５秒以内完全停止 

ループ 不可 ＡＬＴテキスト 不可 

原稿本数 
４本まで（５本目以降は１本あたり１０万円の追加料金） 
※掲載期間内に合計４本まで同時掲載および原稿差し替えが可能です。 
※リンク先の変更も原稿本数としてカウントします。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 

※広告料金は全てグロス・税抜きです。 

発言小町最適化サイトのトップ面下部と、トピ下に表示される広告です。 
掲示板内に、中型サイズの原稿を掲出するため、ユーザーからの注目度抜群の広告メニューです。 

A D 

ダブルサイズバナー 

発言小町 
※有料会員には表示されません。 
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（スマートフォン最適化サイト） 

ダブルサイズバナー 
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広告料金 

インプレッション ５００万回想定 

広告料金 ４５万円 （パッケージ料金適用時：０．０９円／１imp） 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） ３２文字以内 データ保存形式 － 

データ容量 ー アニメーション ー 

ループ ー ＡＬＴテキスト ー 

原稿本数 
４本まで（５本目以降は１本あたり１０万円の追加料金） 
※掲載期間内に合計４本まで同時掲載および原稿差し替えが可能です。 
※リンク先の変更も原稿本数としてカウントします。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 

※広告料金は全てグロス・税抜きです。 

発言小町最適化サイトの各面に表示される視認性の高いテキストメニューです。 

A D 

A 
D 

掲載詳細 

掲載位置 発言小町最適化サイト 各ページ ／ 中段～下段 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 期間保証 

表示方法 ローテーション 

表示枠数（最大） ３ 

掲載社数 ３ 

発言小町 

※有料会員には表示されません。 
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（スマートフォン最適化サイト） 

テキスト広告 
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発言小町「PRトピ」 ～ ユーザーボイスを収集、タイアップページを“ジブンごと化”します 

 「発言小町」は、メールアドレスの登録のみで誰でも投稿できる掲示板です。ユーザーから１日6,000件もの投稿があり、そのトピとレスのすべてを編
集部が確認した上で公開しているため、「荒れない」掲示板として定評があります。この匿名性と新聞社が運営している信用性により、ユーザーの本音を
引き出すことができます。 
 本企画は、貴社よりキャンペーンに関連する『お題』をいただき、編集部が「トピ」を立て、ユーザーから意見を募集します。「発言小町」という編集
コンテンツ内において、商品・サービスに関連する話題について投稿・興味関心を引くことで、同時展開するタイアップサイトや貴社キャンペーンサイト
の理解促進、反響アップにつなげます。 

【掲載事例（上記のPRトピ、ユーザーからのレス）】 
ジョンソン・エンド・ジョンソン様 
『最近、見えづらい・・・老眼になって困ったエピソードを教えて下さい』 
2016年2月8日～3月27日実施／レス＝52件／お気に入り＝120件 

PRトピ掲載 ユーザーからレス投稿 

タイアップページへ誘導・相互リンク 

 タイアップページには、
このほかに「発言小町」 
各広告枠からも誘導します。 

タイアップページ情報量：A4用紙×2P程度 
掲載期間：4週間 
タイアップページ目標PV：2.5万PV 
申込期限：掲載開始 40営業日前 
オリエン実施日：掲載開始３0営業日前まで 
 
【最低実施料金】 250万円～（グロス・税抜） 
 
※ご予算に応じて、これ以外の展開も可能です。営業担当へ
お問い合わせください。 

発言小町「PRトピ」タイアップ 

広告主様LPへ遷移 
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タイアップ広告（フルカスタマイズプラン） 

 キャンペーンの目的にあわせ、自由にデザイン、レイアウト可能なタイアップ広告です。ご予算に応じて、画像をふんだんに使ったリッチなページ展開
も可能となります。 

タイアップページ情報量：A4用紙×2P程度 
掲載期間：4週間 
タイアップページ目標PV：2.5万PV 
申込期限：掲載開始40営業日前 
入稿期限：掲載開始30営業日前まで 

 
【最低実施料金】 250万円～（グロス・税抜） 
 
※取材が必要な場合は、取材・撮影費を別途、実費で頂戴いたします。 
 

タイアップ広告（フルカスタマイズプラン） 

象印マホービン様 
 

「PRトピ」でご飯派／パン派かを問い、
意見をタイアップページへ反映。自然な
流れで商品紹介へつなげました。 

キッコーマン様 
料理研究家をアサインし、クライアント
商品を使用したオリジナルレシピを紹介。
レシピの考案から撮影まで弊社で手配致

しました。 

               沖縄県様 
泡盛への認知を広げるため、女性を 
ターゲットにした、試飲イベントを 
プランタン銀座（現・マロニエゲート
２）で実施しました。 


