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   OTEKOMACHI   
MEDIA GUIDE 

2018年4月～6月 

 

otekomachi.jp/ 

2018年4月 

あなたらしい、あしたの、あなたへ。 
 仕事も、遊びも、自分みがきも。あなたに必要な情報がつまったニュースメディア、OTEKOMACHI。 
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OTEKOMACHI 編集長 大森 亜紀 
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Message 

１９９０年、津田塾大を卒業し、読売新聞入社。初任地の
山形支局で「女性」を理由にトンネル貫通式の取材を断ら
れ、以後の取材解禁のきっかけになる。東京本社医療情報
部、生活部を経て、２０１４年１２月から石川県で金沢支
局長。１６年６月から「大手小町」編集長。 
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2017年4月、大手小町はOTEKOMACHIに！ 
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Brand-new OTEKOMACHI  

新聞社運営サイトならではの信頼感と記事の品質を確保しつつ、 
ウェブサイト独自の切り口で、働く女性に寄添います。 

６つのカテゴリーを中心に、働く女性を応援するコンテンツを届けます。 
 

日々のニュースや時事コラム 
 

仕事や暮しに役立つワザ 
 

ホッとするネコ漫画や、 
ごほうびのごちそう紹介 

最新のファッションコレ 
クションやあなたの魅力 
を引き出すコツを掲載 

映画や本、テレビなど 
旬のエンタメ情報を紹介 

週末のお出かけ情報や 
一度は行きたい楽園も 
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  ・SNS主要展開            ・コンテンツ提供先 
 
 
 

■ユーザー属性 

■メディア規模 
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OTEKOMACHI  Media Profile 

女性が約7割で、25～44歳層が約半数です。モバイルからの流入が半分を占めます。 
 

・男女比（PV）      ・年齢構成比（PV）       ・流入デバイス比（PV） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※2018年1～3月平均 Google Analyticsにて調査 

・月間PV数              ・月間UU数 
 
 
 
約124万PV 約51万UU 

66.8
% 

33.2
% 

女性 

男性 

18.0% 

31.3% 
24.3% 

13.2% 

7.2% 
6.0% 25-34

35-44

45-54

55-64

65+

18-24

※2018年1～3月平均 Google Analyticsにて調査 

51.5% 
38.8% 

9.7% 

mobile

desktop

tablet

■アカウント情報 

Yahoo Japan! LINE antenna Twitter Facebook instagram 



© The Yomiuri Shimbun 

AD MENU 
2018 2018年4月-6月 
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スポンサード ポスト／SPONSORED POST 

PCサイト掲載イメージ 

 ＰＲコンテンツでありながら、通常の編集記事と同フォーマットを使用 
    するため、ユーザーにとって違和感のないコンテンツを提供します。 

 

 商品やサービスを全面的に押し出すのではなく、ユーザーにとって有益な 
  コンテンツを制作し、エンゲージメントを醸成します。 

 

 専門の制作チームが、ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩオリジナルのスポンサード 
    コンテンツとして制作いたします。（クレジット表記が記載されます） 

   スポンサード ポスト／SPONSORED POST 掲載概要 

掲載量 
２，０００～３，0００文字程度を想定。 
写真は３～５点程度。 

クレジット表記 「Sponsored by 貴社名またはブランド名」 

申込締切 
制作期間 

申込締切：掲載希望日の４０営業日前 
制作期間：掲載希望日までの３5営業日（約7週間） 

誘導枠 
掲載期間 

４週間（TOPページからは２週間） 
※記事については、掲載期間終了後、最短３か月はサーバーに残ります 

誘導枠 
OTEKOMACHIネイティブ広告およびレコメンドエンジンへの掲載 
※各誘導枠の掲載位置、imp数等は弊社にお任せ下さい。 

コンテンツ内 
広告 

スポンサードポストページ内のレクタングルに 
貴社広告を掲載（貼り付け） 

レポート内容 
①ＰＶ／ＵＢ 
②コンテンツ内広告（imp／CTR） 
※掲載開始日から4週間がレポート対象期間となります。 

スマホサイト掲載イメージ 
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掲載概要／イメージ 

貴社
広告 

貴社
広告 

貴社 
広告 

Sponsored by 〇〇〇〇 

貴社広告 

   スポンサード ポスト／SPONSORED POST 掲載費 

保証ＰＶ 
（全デバイス合計） 

１５，０００ＰＶ 

実施料金 

掲   載 料 ２，０００，０００円（グロス／税別） 

基本制作費 ３００，０００円（ネット／税別） 
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スポンサードポスト誘導枠一覧 

 OTEKOMACHIネイティブ広告からの誘導 

●outbrain社と提携するメディアに掲載 
 (新聞社・通信社など提携メディア220社 (2016年10月現在) 

●独自のアルゴリズムで興味・関心の高いユーザーに配信 

●popIn社と提携するメディアに掲載 
●デスクトップ・スマートフォンなど各デバイスに対応 

レコメンドエンジンを活用して、関心度の高いユーザー 
を貴社スポンサードポストに誘導します。 
※運用は弊社に一任していただきます。 

PCサイト掲載イメージ スマホサイト掲載イメージ 
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掲載概要／誘導枠イメージ 

記事ページ TOPページ TOPページ 

記事ページ 

トップおよび記事ページのネイティブ広告枠を利用して誘導します。 
※掲載位置等につきましては、お任せください。 ※ネイティブ広告には「ＰＲ」の表記が記載されます。 

スポンサードポスト 

貴社
広告 
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スポンサードポスト 掲載事例 

ロイヤルコペンハーゲン様（2017年4月掲載） 
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GoUSA.jp 様（2017年5月掲載） 
 デンマークの外交関係樹立150周年を記念した 

限定品「ブルーパルメッテ プラチナム」の紹介 
夏期休暇に向けて、アメリカのおすすめの観光都市を紹介 
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スポンサードポスト制作チーム 

読売新聞広告局クリエイティブチームが、OTEKOMACHIユーザーに親和性の高い良質なスポンサードポスト
を制作します。 

担当営業 

ライター（記者経験者） 

デザイナー 

OTEKOMACHI 
編集部による監修 

OTEKOMACHIユーザーに 
親和性の高いスポンサードポスト 
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＜広告局クリエイティブチームについて＞ 
 読売新聞東京本社は2016年12月から広告局内にクリエイティブチームを新設しました。 
 広告局は2016年4月に組織改編を行い、新聞広告とデジタルや異業種との連動など様々なメニューを 
 提案できる「ワンストップ営業体制」へと移行していますが、このクリエイティブチームの新設により、 
 ワンストップで広告主の要望に沿ったより質の高い新聞広告、デジタル広告のクリエイティブソリュー  
 ションも提供するのが狙いです。例えば、過去に掲載された企画広告の反響調査データなどを踏まえた、  
 より高い注目が期待できるクリエイティブの提案などを積極的に行っていきます。  
 
   チームはライター2名、デザイナー2名、記事広告編成担当1名で構成されます。新聞のレイアウトを担当 
 する編集局編成部の部長、編集局次長も務めた紙面構成のエキスパート、新聞・雑誌のベテラン記者、 
 長年企画広告のデザインを手がけてきたベテランデザイナー、若手デザイナーらで構成されたプロフェッ 
 ショナル集団です。従来型の記事広告はもちろんのこと、斬新なデザインの新聞広告、デジタル広告の 
 主流になりつつあるネイティブ広告の取材、制作まで幅広く対応します。 
 今後さらにこのチームを拡充させていく方針です。  

クリエイティブチーム 広告主様 
広告会社様 
レップ様 

読売新聞社 
制作体制 
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制作スケジュール 

３5営業日前 

オリエン
実施 

構成案 
提出 

30-２6営業日前 

構成案 
お戻し 

２5-１６営業日前 

取材実施 制作 

１５ー１１営業日前 

初校 
ご提出 

（テキスト） 

初校 
お戻し 

１０ー６営業日前 

２校提出 
（テスト
サイト） 

２校 
お戻し 

資料の 
ご提供 

広告 
バナー 
入稿 

５－３営業日前 ２営業日前 

掲
載
開
始
日 

最終校 
提出 

 

最終 
確認 

校了 
 

OTEKOMACHI 広告主様 

＜ご注意＞ 
・上記制作スケジュールは目安となります。ご希望の内容や取材日程により変更になる場合がございます。 
・スポンサードポストの基本制作費は、30万円（ネット・税別）となります。 
・取材内容によっては、追加制作費が発生する場合がございます。（遠隔地取材・著名人アサインなど） 
・OTEKOMACHIの編集方針に沿って、スポンサードポストを制作させていただきます。 
 掲載をお断りする場合もございます。 
・スポンサードポストの掲載開始日は、平日のみとさせていただきます。 

＜その他＞ 
・掲載レポートは、スポンサードポスト掲載終了後、提出までに５営業日程度をいただきます。 
・スポンサードポストの二次利用につきましては、別途費用が発生いたします。ご相談下さい。 
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制作スケジュール 

40営業日前 

お申込 
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カテゴリーパートナー／CATEGORY PARTNER 

 OTEKOMACHIと親和性の高いサービスやキャンペーンのブランドリフト
を目的として、新規カテゴリーを開設することが可能です。中長期的なブ
ランディングにご活用いただけます。 

 ブランドイメージやキャンペーンと親和性の高い既存のカテゴリーに 
  ご協賛いただくことも可能です。 
 スポンサードポストは専門の制作チームが制作いたします。（クレジット
表記が記載されます） 

 

 〇〇〇〇 presents 
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カテゴリーパートナー／CATEGORY PARTNER 掲載概要 

掲載期間 最低３か月より実施が可能です。  
※カテゴリーは契約終了と同時に掲載を終了させていただきます。 

記事本数 
（３か月） 

スポンサードポスト：６本（２本／月）  
編集記事：開設時５本／週更新１１本以上 

スポンサードポスト 
保証ＰＶ 

１５，０００ＰＶ×６本（全デバイス合計） 

スポンサードポスト 
掲載量 

２，０００～３，０００文字程度を想定。写真は３～
５点程度。 

クレジット表記 「貴社名またはブランド名  presents」 

申込締切 
制作期間 

申込締切：協賛開始月（各月第１月曜）の５０営業日前 
制作期間：スポンサードポスト掲載希望日までの３5営業日 

スポンサードポスト 
誘導枠掲載期間 

４週間（TOPページからは２週間） 
※記事については、掲載期間終了後、最短３か月はサーバーに残ります 

誘導枠 OTEKOMACHIネイティブ広告およびレコメンドエンジンへの掲載 
※各誘導枠の掲載位置、imp数等は弊社にお任せ下さい。 

コンテンツ内広告 カテゴリーページ内のレクタングルに貴社広告を掲載（貼り付け） 

 

レポート内容 
（毎月1回の提出） 

●カテゴリーの月間ＰＶ／ＵＢ 
●スポンサードポスト（掲載開始日から4週間がレポート対象期間） 

 ①ＰＶ／ＵＢ 
 ②コンテンツ内広告（imp／CTR） 

実施料金／ 
スポンサードポスト 
基本制作費（６本） 

掲   載 料：１０，０００，０００円（グロス／税別） 

基本制作費：   １，２００，０００円（ネット／税別）  

掲載概要／イメージ 

 スポンサードポストの 
誘導枠も設置します。（ＰＲ表記あり） 

PCサイト 
カテゴリーTOPイメージ  

スマホサイト 
カテゴリーTOPイメージ  
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スポンサードポスト 特集パッケージ 

 ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩでは、随時、女性の気になるトレンドをまとめた
「特集」コンテンツをお届けします。 

 「特集」にスポンサードポストを掲載することで、短期的なブランド訴
求ではなく、季節感やトレンドを捉えた良質なコンテンツとして、貴社
ブランドリフトに貢献をします。 

 スポンサードポストは専門の制作チームが制作いたします。 
 （クレジット表記が記載されます） 

 

特集パッケージ内容 

掲載期間 特集掲載期間：４週間 
※終了後には過去コンテンツとしてアーカイブされます。 

パッケージ 
概要 

①特集内スポンサードポスト：２本  
 ※スポンサードポストの概要は７ページをご覧下さい。 
 
②特集内レクタングルに貴社広告を掲載（貼り付け） 
 ※編集記事、スポンサードポストを含め特集内のすべて 
  のレクタングルに掲載されます。 

実施料金／ 
スポンサードポスト 
基本制作費（２本） 

掲   載 料：４，０００，０００円（グロス／税別） 

基本制作費：   ６００，０００円（ネット／税別）  

特集によっては、複数社でのご協賛をお受けする場合がございます。 
特集内レクタングルは、ご協賛各社でローテーションとさせていただきま
す。 
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掲載概要／イメージ 
PCサイト 

特集TOPイメージ  

 スポンサードポストの 
誘導枠も設置します。（ＰＲ表記あり） 

貴社
広告 

貴社
広告 
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純広告メニュー／PC＆SP 

PCサイト掲載イメージ SPサイト掲載イメージ 
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ＡＤ 

■TOPビルボード（PC＆SP） 

掲載期間 ２週間 

掲載面 PC＆SP トップページ 

表示方法 ローテーション 

掲載imp数 ４０，０００imp保証 

原稿規定 

原稿サイズ= 
ＰＣ：９７０×２５０pixel  ＳＰ：３２０×１8０pixel 
データ保存形式=GIF、JPEG 
データ容量=１ＭＤ以内  ループ=不可  
ＡＬＴテキスト=不可 
入稿締切=３営業日前１７時まで 
（第三者配信原稿は５営業日前まで） 

掲載料金：６0,000円～（税別） 

■マルチデバイスレクタングル（PC＆SP） 
PCサイト掲載イメージ SPサイト掲載イメージ 

掲載期間 2週間 

掲載面 PC＆SP 記事ページ 

表示方法 ローテーション 

掲載imp数 ２0０，０００imp保証 

原稿規定 

原稿サイズ＝ＰＣ＆ＳＰ：３００×２５０pixel 
データ保存形式=GIF、JPEG データ容量=100ＫＢ以内  
アニメーション：可、３０秒以内停止  
ループ＝不可 ＡＬＴテキスト=不可   
入稿締切=３営業日前１７時まで（第三者配信原稿は５営業日前まで） 

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） 

※リンク先の変更も原稿本数としてカウントします。 

掲載料金：２00,000円～（税別） 
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純広告 掲載ガイドライン 

広告掲載時の注意点   

（1）システムメンテナンスや障害と広告掲載について 

● 事前に告知した上で行ったシステムメンテナンス等により、広告配信が中断した場合は、原則、掲載補填の対象 

  外となります。 

● 大事件や天災、予測できないアクセスの集中などにより、システムに障害等が発生し、広告の掲載を中止した場 

  合は、原則掲載補填の対象外となります。 

（2） 広告審査規定 

広告や広告のリンク先は読売新聞広告掲載基準に準拠した審査を行っております。審査の結果によっては、 

クリエイティブやリンク先の修正をお願いする場合があります。 

● YOMIURI ONLINEの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（同載）調整は行いません。 

● テキスト広告とサムネイル画像を除き、広告主名の表記が原則となります。 

● 広告のリンク先からは、ブラウザの「戻る」ボタンでYOMIURI ONLINEのページに戻れるよう配慮してください。 

● リンク先ページでポップアップ画面が立ち上がる場合は、利用者の利便性に設定してください。激しい点滅や 

     発光するクリエイティブは修正をお願いする場合があります。 

● アニメーション映像は「アニメーション等の映像表現に関するガイドライン（民放連）」を参考として、有害なアニメ 

    表示を避けてください。 

（3） 掲載不可となるクリエイティブ 

・模倣広告（パソコン等のOSやアプリケーションのウィンドウ、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）。 

・YOMIURI ONLINEを模倣した広告。 

・その他弊社が掲載不可と判断したもの。 
 

申込と入稿方法 

● JIAAの推奨書式に則って、メールで入稿してください。 

● 複数原稿を掲載する場合は、一括入稿してください。 
 

入稿締め切り 

● jpeg/gif原稿、テキストは、掲載開始日の3営業日前。 

● 第三者配信原稿は、掲載開始日の5営業日前。 

● 第三者配信でテスト配信を行う場合は、7営業日前。 
 

広告掲載開始時間について 

●掲載開始時間 ： 掲載初日あるいは掲載切り替え初日の午前0時。 

●掲載確認時間 ： 掲載当日正午まで（掲載開始が土日祝日の場合は翌営業日の正午まで）とし、 

             万一掲載に不備があった場合、掲載補填の対象外とさせて頂きます。  

●掲載終了時間 ： 掲載終了日の24時 ※事前に依頼があった場合は、広告掲載期間内で、掲載開始や掲載切り替えの時間指定が可能です。 

原稿規定について 

詳細は以下及びYOL広告ガイド 原稿フォーマット 

（http://www.yomiuri.co.jp/adv/ad/format.htm）をご確認ください。 

 

ディスプレイ広告 

● 保存形式：swf、gifまたはjpg 

● 第三者配信：必ず事前にサービス名をご連絡ください。また入稿時は原稿フォーマットを順守し、タグと原稿 

  データも入稿してください。 

   ※広告原稿には、原則として外枠線を付けてください。また、広告原稿とサイトコンテンツの境界が不明瞭な場合は、修正をお願いする場合があります。 

   ※音声デフォルトオンの動画広告は、デフォルトオフの設定に変更してください。 

● 原稿は期間内に合計4本まで、同時掲載および原稿差し替えが可能です。5本以上の掲載または差し替えを 

  行う場合は、5本目から1本につき10万円（税別）の追加料金がかかります。 

● リンク先の変更も、原稿差し替え料のカウント対象になります。 

● 原稿の最適化（原稿数を減らすこと）を行う場合も、原稿差し替え料のカウント対象になります。 

● 掲載期間中、緊急の原稿差し替え、原稿停止が発生した場合、営業時間内であれば対応可能ですが、反映の 

  日時を指定することはできません。営業時間外の場合は、翌営業日の対応となります。 

● リンク先は掲載開始日の2営業日前までに公開してください。公開できない場合は、サイト内容が分かる資料を 

  お送り下さい。 

● インタラクション機能を有する広告、第三者配信における大容量の広告など、通常と異なる掲載方法について 

  は、追加料金が発生する場合がありますので、事前にお問い合わせください。 

● 規定を満たしていても、利用者のOSやブラウザの設定等によって、正しく表示されない場合があります。 

 

13 



© The Yomiuri Shimbun 

タイアップ広告メニュー 読売新聞との連動展開案 

14 

●OTEKOMACHI STYLE（仮）は、ウェブサイトのテイスト 
   をそのままに、紙面オリジナルコンテンツで構成した充実の 
   内容 
●OTEKOMACHI カテゴリースポンサードやスポンサード 
 ポスト出稿時に紙面と組み合わせることで、より効果的な 
 宣伝効果が期待できます。 

紙面掲載イメージ 

掲載スペック 

掲載刊 読売新聞 朝刊／夕刊 

発行部数 

<全国版＞ 
朝刊＝８，７３２，５１４部 
夕刊＝２，５３４，２９２部 
 
＜東京本社版（支社含まず）＞ 
朝刊＝５，３３２，２４９部 
夕刊＝１，４７６，８４８部 
               日本ABC協会2017年７～１２月平均 

紙面体裁 １５段多色など 

掲載料金 貴社適用料金 
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お問い合わせ先 

 広告に関するお問い合わせ 

 E-mail : ad@yomiuri.com 
 

 広告の申し込み・入稿（下記に同時送信） 

 E-mail : yol-media@yomiuri.com 
        yol-media@loft-net.co.jp   
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