
2018年4月～6月 



Copyright©2018 THE YOMIURI SHIMBUN. All  right reserved. V.180101 

2 

ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥの看板メニュー。トップ・ニュースページに掲載されます。 
追加料金(20％のアドオン)にて掲載面の指定も可能です。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ・ニュースページ 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 １.0円／１iｍｐ 

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 － 

■Ｗｅｅｋｌｙ特別パッケージ【期間掲載：１週間（月曜開始）】 

インプレッション ５００万回保証 

広告料金 １７０万円 

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

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 

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。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日前まで 

※広告料金は全て税抜きです。 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、社説、特集、写真、動画、交通情報、天気、選挙、エンタメ、 
           Dストーリー、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

※広告料金は全て税抜きです。 

広告料金 

原稿仕様 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰ＆ＮＥＷＳレクタングル 
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ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥのトップ・ニュースページで掲載される通常のレクタングルの、 
2.4倍のダブルサイズのレクタングルです。視認性の高いメニューです。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ・ニュースページ 

掲載期間 1週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 インプレッション保証 

インプレッション単価 １.５円／１ｉｍｐ 

表示方法 ローテーション 

表示枠数（最大） １ 

掲載社数 － 

■Ｗｅｅｋｌｙ特別パッケージ【期間掲載：１週間（月曜開始）】 

インプレッション ３００万回保証 

インプレッション単価 ３００万円 

サイズ（左右×天地） ３００×６００ ｐｉｘｅｌ データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

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 

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。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日前まで 

※広告料金は全て税抜きです。 

広告料金  

原稿仕様 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

※広告料金は全て税抜きです。 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、社説、特集、写真、動画、交通情報、天気、選挙、エンタメ、 
           Dストーリー、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

ＴＯＰ＆ＮＥＷＳダブルレクタングル 
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題字下のファーストビューに掲載される視認性の高いメニューです。 
追加料金(20％のアドオン)にて掲載面の指定も可能です。 

掲載詳細 

掲載面 ニュースページ 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 １.０円/１ｉｍｐ 

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 

■特別パッケージ【期間掲載：１週間 ※月曜開始】 

インプレッション ５００万回保証 

広告料金 ２００万円 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） ７２８×９０ ｐｉｘｅｌ データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

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 

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。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日前まで 

※広告料金は全て税抜きです。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、社説、特集、写真、動画、交通情報、天気、選挙、エンタメ、 
           Dストーリー、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

ＮＥＷＳスーパーバナー 
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サイト下部まで読まれるニュースサイトならではの広告スペース。 
同料金でダブルレクタングルサイズでの掲出も可能です。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 ０.２円 /１ｉｍｐ（１/２掲出で２５０万回想定） 

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） １ 

掲載社数 最大２社 

広告料金 

インプレッション ２５０万回想定 ５００万回想定 

広告料金 週１/２回提出：５０万円 週１/１回提出：１００万円 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） 
３００×２５０ｐｉｘｅｌもしくは 
３００×６００ｐｉｘｅｌ  

データ保存形式 
ｇｉｆ, ｊｐｇ 

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 無限ループ可 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） 
※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 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日前まで 

※広告料金は全て税抜きです。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰ第二レクタングル 
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ニュースページの記事エリアに埋め込まれる形で掲載されるため、ユーザーの 
注目度が非常に高い広告スペースです。 

掲載詳細 

掲載面 ニュースページ (記事中にランダムで掲載) 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 ５円 / １ｉｍｐ 

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 

■Ｗｅｅｋｌｙ特別パッケージ【掲載期間：１週間（月曜開始）】 

インプレッション １５０万回保証 ３００万回保証 

広告料金 ２００万円 ３００万円 

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 １００ＫＢ以内 アニメーション 可、３０秒以内停止 

ループ 無限ループ可 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） 
※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 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日まで 

※一部適用不可の業種がございます。詳細はお問い合わせください。 

※広告料金は全て税抜きです。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、特集、動画、選挙、エンタメ、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

ＮＥＷＳプレミアムレクタングル 
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トップページの最下部に位置する大型の広告スペース。 
ブランディング等におすすめです。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 ０.０８円～/１ｉｍｐ(５００万回想定)  

保証形態 期間保証 

表示方法 貼り付け 

表示枠数（最大） １ 

掲載社数 １ 

広告料金 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） ６４０×３６０ ｐｉｘｅｌ データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

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 無限ループ可 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） 
※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 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日前まで 

※広告料金は全て税抜きです。  

インプレッション ５００万回想定 

広告料金 ４０万円 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

サザンディスプレイ 
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トップページ、ニュースページに表示されるＣＰＣ効率に優れたサムネイル 
テキストメニューで、ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥ屈指の人気メニューです。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ・ニュースページ 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 ０.１円 /１ｉｍｐ(１,２００万imp想定 ) 

保証形態 期間保証 

表示方法 貼り付け（※掲載位置はローテーション） 

表示枠数（最大） ２ 

掲載社数 ２ 

広告料金 

インプレッション １,２００万回想定 

広告料金 １２０万円 

原稿仕様 

テキスト 見出し１２文字以内、本文４０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） １００×１００ 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 

※広告料金は全て税抜きです。 

※第三者配信はお受けできません。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、社説、特集、写真、動画、交通情報、天気、選挙、エンタメ、 
           Dストーリー、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

今週のＰＩＣＫ ＵＰ 
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トップとニュースページに表示されるテキストメニューで、右カラムの最上部(一部ニュース
ページ除く)に位置し、テキスト内一部を赤文字指定が出来るため、ユーザーの目に留まる
スペースです。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ・ニュースページ 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 期間保証 

表示方法 貼り付け（※掲載位置は固定） 

表示枠数（最大） ２ 

掲載社数 ２ 

広告料金 

インプレッション １,２００万回想定 

広告料金 １６０万円 

原稿仕様 

テキスト 
５５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。 
※テキスト内一ケ所１５文字以内で赤文字を指定可能。 

サイズ（左右×天地） － データ保存形式 － 

データ容量 － アニメーション － 

ループ － ＡＬＴテキスト － 

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 

  

※広告料金は全て税抜きです。 

※第三者配信はお受けできません。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、社説、特集、写真、動画、交通情報、天気、選挙、エンタメ、 
           Dストーリー、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

ＴＯＰ＆ＮＥＷＳテキスト 
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トップページの記事エリアに掲出される視認性の高いキストメニューです。 

掲載詳細 

掲載面 トップページ 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 期間保証 

表示方法 貼り付け（※掲載位置は固定） 

表示枠数（最大） ３ 

掲載社数 ３ 

広告料金 

インプレッション ４５０万回想定 

広告料金 １２０万円 

原稿仕様 

テキスト 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） ― データ保存形式 ― 

データ容量 ― アニメーション ― 

ループ ― ＡＬＴテキスト ― 

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 

※第三者配信はお受けできません。 

※広告料金は全て税抜きです。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＴＯＰ ＰＡＧＥ 

ＴＯＰテキスト 
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ニュース記事直下に位置する、視認性の高いテキストメニューです。 

掲載詳細 

掲載面 ニュースページ 

掲載期間 １週間 

掲載開始日 月曜日 

掲載開始時間 ０時 

保証形態 期間保証 

表示方法 １行目は年間のレギュラー広告主が申込済みのため固定。 
以下３行はローテーション。 

表示枠数（最大） ４ 

掲載社数 最大4社 

広告料金 

インプレッション ６００万回想定  

広告料金 １４０万円 

原稿仕様 

テキスト  
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） ― データ保存形式 ― 

データ容量 ― アニメーション ― 

ループ ― ＡＬＴテキスト ― 

入稿可能原稿本数 
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 

※広告料金は全て税抜きです。 

※第三者配信はお受けできません。 

※広告料金は全て税抜きです。 

ＮＥＷＳ ＰＡＧＥ 

ニュースページ：政治、社会、経済、スポーツ、国際、科学・IT、環境、カルチャー、特集、動画、選挙、エンタメ、まとめ読み、五輪、深読みチャンネル 

ＮＥＷＳテキスト 
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IPアドレスが 

「大阪」 

掲載方法 ローテーション（インプレッション保証） 

掲載期間 1週間（月曜日〜日曜日） 

掲載面 トップページ・ニュースページ 

料金 スーパーバナー=２.０円/imp レクタングル=１.５円/imp 

※エリアターゲティングについて 
本商品は閲覧PCの所在地を保証するメニューではありません。 
企業のインターネット接続ポイントが全国同一の場合、各エリアどのPCで閲覧しても 
接続ポイントのエリアと判定されます。 
※学校ターゲティングについて 
本商品は学校のドメイン（ac.jp、edu.jp）でインターネットにアクセスしているPCに 
広告の配信を行うメニューです。 
全ての学校に配信されるわけではありません。予めご了承ください。 
 
※詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。 

最低出稿金額：150,000円～ 

例）「大阪」ターゲティングの場合 

サイズ（左右×天地） 
７２８×９０ ｐｉｘｅｌ 
３００×２５０ ｐｉｘｅｌ 

データ保存形式 ｇｉｆ, ｊｐｇ 

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 

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。 

入稿締め切り ３営業日前１７時まで 
※Ｆｌａｓｈ原稿、第三者配信原稿は５営業日前まで 

原稿仕様（スーパーバナー・レクタングル） 

掲載詳細 

エリアターゲティング 47都道府県単位に配信（海外配信も可能） 

学校ターゲティング 学校のドメイン（ac.jp、edu.jp）に配信 

掲載詳細 

IPアドレスが 

「東京」 

配信せず 配信 

AD 

エリアターゲティング／学校ターゲティング 
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※1か月(３０日間)の合計数値です。あくまでも参考値ですので、弊社営業まで申し込み前に在庫をご確認ください。 
※海外などその他のエリアについても掲載は可能です。在庫は弊社営業までお問い合わせください。 
 

中部地方 

中国地方  

九州地方 

四国地方 

北海道・東北地方 

エリア TOP&NEWS 

茨城県 800,000 

栃木県 400,000 

群馬県 400,000 

埼玉県 1,700,000 

千葉県 1,700,000 

東京都 12,000,000 

神奈川県 4,400,000 

関東地方 

近畿地方 

エリア TOP&NEWS 

徳島県 130,000 

香川県 200,000 

愛媛県 260,000 

高知県 100,000 

エリア TOP&NEWS 

鳥取県 110,000    

島根県 110,000 

岡山県 400,000 

広島県 600,000 

山口県 350,000 

エリア TOP&NEWS 

北海道 1,200,000 

青森県 200,000 

岩手県 200,000 

宮城県 500,000 

秋田県 200,000 

山形県 180,000 

福島県 300,000 

エリア TOP&NEWS 

福岡県 1,200,000 

佐賀県 100,000 

長崎県 170,000 

熊本県 300,000 

大分県 200,000 

宮崎県 150,000 

鹿児島県 220,000 

沖縄県 200,000 

エリア TOP&NEWS 

三重県 300,000 

滋賀県 280,000 

京都府 900,000 

大阪府 3,800,000 

兵庫県 1,300,000 

奈良県 300,000 

和歌山県 180,000 

エリア TOP&NEWS 

新潟県 450,000 

冨山県 300,000 

石川県 300,000 

福井県 160,000 

山梨県 160,000 

長野県 500,000 

岐阜県 250,000 

静岡県 700,000 

愛知県 1,700,000 

ご参考※都道府県ごとの想定在庫 
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ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥスマートフォン最適化サイトのヘッダー下の広告枠です。ビューアビリ
ティに優れた枠位置なので、ブランディングにもお使いいただけます。 
＋20％の追加料金で、記事カテゴリ毎の限定配信も可能です。 

ＳＰヘッダー下バナー 

トップページ 

掲載詳細 

掲載位置 スマートフォン最適化サイト 各ページ 上部ヘッダー下 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 １円／１imp 

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 

広告料金 

原稿仕様 

サイズ（左右×天地） ３００×５０ 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。 

■Weekly特別パッケージプラン【期間掲載：１週間（月曜開始）】 

インプレッション ２００万回保証 ４００万回保証 

広告料金 １５０万円 ２５０万円 

ニュースページ 
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ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥスマートフォン最適化サイトの記事リスト（見出し）に挟まれる位置に、
記事同様の体裁で表示されます。記事詳細ページにも表示されるため、ユーザーの関心
度が高い状態で目に入る広告枠です。 

ＳＰサムネイルテキスト 

トップページ 

掲載詳細 

掲載位置 スマートフォン最適化サイト 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 （※掲載位置はローテーション） 

表示枠数（最大） ３ 

掲載社数 ３ 

広告料金 

インプレッション ７５０万回想定 広告料金 １４０万円 

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。 

※見出しリストの本数が十分でない場合には表示されません。 

※ＹＯＬスマートフォン用サイトは、ＰＣ版サイトのうち、以下のコーナーのみを表示最適化しています。 
   社会・政治・国際・科学・ＩＴ・経済・スポーツ・地域・環境・カルチャー・中高生新聞・五輪・まとめ読み・デジタルストーリー・深読みチャンネル 

AD 

AD 
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ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥスマートフォン最適化サイトの記事リスト（見出し）内や記事詳細ペー
ジ中段、フッターの直上など、多様な場所に掲載されます（RUN OF SITE）。大型の広告ス
ペースで、ブランディングなどにおすすめです。 

RUN OF SITE レクタングル  

記事詳細ページ 

掲載詳細 

掲載位置 スマートフォン最適化サイト 各ページ ／ 中段～下段 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 ０.５円／１imp 

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） ７ 

掲載社数 ー 

広告料金 

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。 

AD 

A D 
■Weekly特別パッケージプラン【期間掲載：１週間（月曜開始）】 

インプレッション ２００万回保証 ４００万回保証 

広告料金 ８０万円 １４０万円 
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掲載詳細 

掲載位置 スマートフォン最適化サイト 記事ページ ／ 第一段落と第二段落の間 

掲載期間 任意 

掲載開始日 任意 

掲載開始時間 ０時 

インプレッション単価 １円／１imp 

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 ― 

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 

ＹＯＭＩＵＲＩ ＯＮＬＩＮＥスマートフォン最適化サイトの記事面に表示される広告です。記事の
第一段落と第二段落の間に、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。 

ＳＰミドルページ ダブルサイズ 

記事詳細ページ 

AD 

A D 
広告料金 

※広告料金は全てグロス・税抜きです。 

■特別パッケージプラン【期間掲載：１週間（月曜開始）】 

インプレッション １００万回保証 ２００万回保証 

広告料金 ８０万円 １５０万円 


