
2017年1月～3月 



Copyright©2017 THE YOMIURI SHIMBUN. All  right reserved. V.170101 

大手小町最適化サイトの記事リスト（見出し）と同様の体裁で表示されます。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。 

サムネイルテキスト広告 （ＳＰサイト） 

発言小町 

掲載詳細 

掲載位置 大手小町・発言小町最適化サイト 各ページ 中段 

掲載期間 一週間 

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。 

大手小町 

A 
D 

A D 

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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大手小町最適化サイトの記事詳細ページ中段、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）。 

RUN OF SITE レクタングル広告 

掲載詳細 

掲載位置 大手小町・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 ５００万インプレッション 

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。 RUN OF SITE 
(ROS) 

レクタングル広告 

A D 

発言小町 大手小町 

※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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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 ５００万インプレッション 

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。 

ダブルサイズバナー （ＳＰサイト） 

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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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。 

大手小町・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。 

テキスト広告 （ＳＰサイト） 

A D 

A 
D 

A D 

掲載詳細 

掲載位置 大手小町・発言小町最適化サイト 各ページ ／ 中段～下段 

掲載期間 一週間 

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 大手小町 

※有料会員には表示されません。 
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