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読売新聞がお届けする医療・健康・介護情報の総合サイト 

 「yomiDr.（ヨミドクター）」は、読売新聞が運営する医療・健康・介護をテーマとした総合サイトです。 
 
 最新の医療関連ニュースやコラムをはじめ、「医療ルネサンス」などの記事を病名ごとに再編集した医療
百科事典「医療大全」、全国約10,000病院の手術・治療実績を一覧データで提供する「病院の実力」など
を主要コンテンツとし、医師や著名人によるコラムなどオリジナルコンテンツも充実しています。 
 有料コンテンツとして、部位・病院ごとに記事のアーカイブから検索できる「医療大全」のほか、さまざ
まな病気の治療実績を独自調査でまとめた「病院の実力」や、専門医の相談ができる「医療相談室」など多
彩なコーナーが揃っています。 
 
 2016年3月下旬には初のサイトリニューアルを行い、スマートフォン最適化サイトも立ち上げました。 

① ニュース・解説…医療に関するニュースや解説記事を掲載 

② コラム……………医師や著名人によるコラム。 

③ 病院の実力……… さまざまな病気の治療実績を調べられる病院検索機能 

④ 医療大全………… 医療部位別、症状別で検索できる医療関連記事アーカイブ 

⑤ 医療相談室……… ユーザーから寄せられた体と心の悩みに対する専門医の回答集。 

                電話での相談もできます。 

⑥ くらしと健康…… 健康レシピ、著名人の闘病体験記など 

⑦ セミナーイベント…読売新聞やyomiDr.が実施するセミナーやイベントの募集・ 

                                        採録記事を掲載します。 
 
 

※①③④⑤の一部が有料コンテンツとなっています。月額会費200円（税別）で、すべてのコ
ンテンツが閲覧できます。 

主要コンテンツ 

月間平均PV・UU数 

・月間PV数           ・月間UU数 
 
 
 
約1,029万PV  約350万UU 

※2018年1～3月平均 Google Analyticsにて調査 
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※広告枠は有料ページにも掲載されますが、ヨミドクタープラスには掲載されません。広告料金は全て税別です。 

③yomiDr.タイル 

①yomiDr.スーパーバナー 

②yomiDr.
レクタング

ル 

④yomiDr.
第二レクタ

ングル 

⑥yomiDr.サムネイルテキスト 

⑤yomiDr.
第三レクタ

ングル 

PCサイト広告メニュー 
掲載面：「yomiDr.」全ページ 
掲載方法：ローテーション 
【広告料金】1インプレッション単価＝0.75円／最低購入価格＝37.5万円（50万imp～） 

■天地90x左右728ピクセル ■GIF・JPG・SWF ■容量＝30KB以内 ■再生時間：無限ループ可 ■ALTタグ不可 

①yomiDr.スーパーバナー 

②yomiDr.レクタングル 

掲載面：「yomiDr.」全ページ 
掲載方法：ローテーション 
【広告料金】1インプレッション単価＝0.75円／最低購入価格＝37.5万円（50万imp～） 

■天地250x左右300ピクセル ■GIF・JPG・SWF ■容量＝50KB以内 ■再生時間：30秒以内停止 ■ALTタグ不可 

④yomiDr.第二レクタングル 

掲載面：「yomiDr.」全ページ 
掲載方法：貼り付け 
【広告料金】1インプレッション単価＝0.70円／最低購入価格＝35万円（50万imp～） 

■天地250x左右300ピクセル ■GIF・JPG・SWF ■容量＝50KB以内 ■再生時間：30秒以内停止 ■ALTタグ不可 

⑤yomiDr.第三レクタングル 

掲載面：「yomiDr.」全ページ 
掲載方法：貼り付け 
【広告料金】1インプレッション単価＝0.50円／最低購入価格＝25万円（50万imp～） 

■天地250x左右300ピクセル ■GIF・JPG・SWF ■容量＝50KB以内 ■再生時間：30秒以内停止 ■ALTタグ不可 

⑥yomiDr.サムネイルテキスト 

掲載面：「yomiDr.」のTOPページ 
掲載方法：貼り付け（最大2枠） 
【広告料金】20万円＝2週1枠・8万imp想定 

＜サムネイル＞■天地70x左右70ピクセル ■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＝35文字以内 ■改行設定不可 ■機種依存文字不可 

③yomiDr.タイル 

掲載面：「yomiDr.」全ページ 
掲載方法：貼り付け（最大2枠・ローテーションで位置更新） 
【広告料金】30万円＝2週1枠・100万imp想定 

■天地55x左右300ピクセル ■GIF・JPG・SWF  ■容量＝20KB以内 ■再生時間：20秒以内停止 ■ALTタグ不可 
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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注目度の高い広告スペースです。 
※有料会員ページ（医療大全、病院検索など）の記事には掲出されません。 

【ＰＣサイト】 記事中プレミアムレクタングル 

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 ５０万回保証 

広告料金 １００万円 

原稿仕様 

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

データ容量 ５０ＫＢ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。 

AD 

（掲載イメージ） 
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AD 

ニュース・コラムの記事下に動画広告を展開します。大画面での掲載で、ユーザーの印象に残る広告展開が可能となります。 

掲載面 yomiDr.ニュース面 記事下（病院の実力・医療大全・医療相談室除く） 

掲載期間 View数完了まで 

掲載開始日 平日任意 

掲載開始時刻 10時～17時（※営業時間内） 

view単価 定価2.5円／1view 
 （再生開始で課金／※配信費込み） 

保証形態 View保証  
（View数達成次第終了。掲載終了日は前後する可能性有） 

音声 
動画広告領域へのマウスオーバー時に音声ON 
（※マウスを外した際に音声OFF） 

レポート ・viewable impression数（再生開始数） 
・クリック数 
・動画再生時間の４分の１まで再生数 
・動画再生時間の４分の２まで再生数 
・動画再生時間の４分の３まで再生数 
・動画再生完了数 

表示環境 OS：Windows Vista,Windows7,Windows8,Windows10 
HTML5対応ブラウザ：Chrome(自動更新による最新バージョン)、
FireFox(自動更新による最新バージョン)、InternetExplorer（最新バー
ジョン） 
Javascript有効 
 
※通信環境や端末、OS固有の仕様、ユーザ端末の使用状況などによっ
て広告が配信できない、正しく表示・制御されない、表示までに時間が
かかる場合などの可能性があることをご了承ください。 

動画ファイルフォーマット 
※どちらかのファイルを ご用意ください 

・mpeg4：映像コーデック：H264 / 音声コーデック：AAC 
・flv：映像コーデック：H263 / 音声コーデック：AAC 

画格 16:9 

容量 
4MB以内 
※4MBを越える場合は追加料金が発生するため応相談。 

秒数 15～30秒 

ビットレート 
 

映像：1,000kbps以内  音声：64kbps 

（掲載イメージ） 掲載詳細／入稿規定 

ユーザーが画面をスクロールして、
広告枠が可視領域に入った際、出現
した広告スペースで動画広告が再生
されます。 
再生終了後、自動的に収束し、 
「広告をもう一度見る」というテキ
ストが掲出されます。テキストを押
下することで、動画を再度視聴する
ことができます。 

【ＰＣサイト】インリード ニュース記事下動画広告 
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yomiDr.の記事リスト（見出し）と同様の体裁で表示される注目度の高い広告スペースです。 

掲載詳細 

掲載位置 yomiDr.スマートフォン最適化サイト 各ページ 中段（病院の実力・医療大
全・医療相談室除く） 

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 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 ８０万回想定  広告料金 ３０万円 

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。 原稿仕様 

A D 

A D 

＜PC＋SPサイト＞サムネイルテキスト広告セットプラン 
 掲 載 期 間   ：２週間 
 PCサイト掲載位置: yomiDr.サムネイルテキスト（参照3Ｐ⑥枠） 
インプレッション ：合計180万回想定（PC＝20万回想定  SP＝160万回想定） 

 掲   載   料   金   ：70万円（通常料金80万円） 

【スマホサイト】サムネイルテキスト広告 
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yomiＤｒ.最適化サイトのＴＯＰページ中段・下段や記事ページ中段、フッターの直上など多様な場所（RUN OF SITE）に掲載されます。 

掲載位置 yomiDr.スマートフォン最適化サイト 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 

インプレッション単価 ０．７円 / １ｉｍｐ 

表示方法 ローテーション 

表示枠数（最大） ２ 

掲載社数 ー 

インプレッション ５０万インプレッション 

広告料金 ２５万円 （パッケージ料金適用時：０．５円／１imp） 

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 

RUN OF SITE 

(ROS) 
レクタングル広告 

A D 

掲載詳細 

広告料金 ※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。 原稿仕様 

＜PC＋SPサイト＞レクタングル広告セットプラン 
 掲 載 期 間   ：２週間 
 掲 載 位 置  : PC＝yomiDr.レクタングル（参照3Ｐ②枠） 
          SP＝ＴＯＰページ中段・下段や記事ページ中段、フッターの直上 

 インプレッション：合計200万回保証（PC＝100万回保証  SP＝100万回保証） 

 掲   載   料   金   ：110万円（通常料金125万円） 

【スマホサイト】RUN OF SITEレクタングル広告 
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掲載位置 yomiDr.ニュース面、コラム面の記事中 

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） １ 

掲載社数 ― 

インプレッション ５０万インプレッション 

広告料金 ２０万円 （パッケージ料金適用時：０．４０円／１imp） 

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 

yomiDr.ニュース面、コラム面の記事中に表示される広告です。記事中の第１パラグラム下に、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。※有料会員ページには掲載されません。 

ミドルページ 

ダブルサイズ広告 

A D 

掲載詳細 

広告料金 ※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。 原稿仕様 

【スマホサイト】ダブルサイズバナー 
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 読売新聞の会員サービス「読売ID」会員向けに発行している「yomiDr.メールマガジン」の
文中に広告を掲載できます。約32万人の中高年ユーザーに向けた効果的な訴求が可能です。 

■媒体データ 
・配信数：約３２０，０００通（※） 

・配信日：毎週水・土曜日（祝日・年末年始を除く）７：００から随時配信 
 
■メニュー名：yomiDr.メールマガジン広告 
・掲載位置：記事中（１枠） 
・体  裁：テキスト（ＨＴＭＬ不可） 

・掲載料金： ３００，０００円／回 
・原稿規定 
   原稿本数：１本（差し替え不可） リンク先URL：１本 
   見出し：全角２５文字以内 
   本文：全角３４文字×５行以内 ＋ URL誘導テキスト（１行）・URL（１行） 
   半角英数字、半角カタカナ、 “（半角のダブルクォーテーション）、機種依存文字は使用不可 
   原稿の切り替え、ローテーションは不可 
   原稿内にリンク先、広告主名、問い合わせ先など広告主体の記載必須 
   入稿締切日：５営業日前 
 
※「yomiDr.メールマガジン」の受信設定をしている、読売ID会員のみに配信 
※ターゲティング、分割配信、抽出配信はできません 

2017年12月27日現在のメルマガ会員属性から 

yomiDr.メールマガジン広告 

性別 年齢 居住地域 

55% 
45% 

男性 

女性 

0.3% 

3.9% 

14.0% 

25.0% 

26.9% 

18.3% 

11.6% 

19歳以下 

20代 

30代 

40代 

50代 

60代 

70歳以上 

2.5% 

3.8% 

57.5% 

8.0% 

17.8% 

3.2% 

1.4% 

4.8% 

1.0% 

北海道 

東北 

関東 

中部 

関西 

中国 

四国 

九州 

その他 
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 201６年６月、「医療の読売」の更なる発信力強化のために読売医療ネッ
トワークを正式に立ち上げました。日本人の健康寿命を延ばす一助となるよ
う、「yomiDr.」内に新しく開設した「yomiDr.＋（ヨミドクタープラス）」
を中心に、ユーザーと健康関連企業・研究機関・医療関係者をつなぐイベン
ト情報などを発信していきます。 
 【URL】https://yomidr.yomiuri.co.jp/network/ 

＜キャンペーン＞ 
   生活習慣を改善して「健康長寿」のためになるイベント情報やプレゼント 
 キャンペーンなどを紹介します。  
 ユーザー参加型の全国キャンペーン「ヨミドクタープラス 健康チャレンジ」 
   では、「チャレンジトーク」コーナーでキャンペーンに関連する話題、相談を 
   投稿することもできます。 
   ※キャンペーンに参加するためには、読売ＩＤ（無料）およびヨミドクター 
   メルマガ購読（無料）に登録する必要があります。 

＜専門家からのアドバイス＞ 
   生活習慣の改善、健康長寿に関して、専門家からのアドバイスを紹介します。 
 第１回では、日本医師会長 横倉義武さんからのメッセージを掲載しています。 
 

＜健康経営＞ 
 働く人の健康づくりに積極的に取り組む企業・団体・自治体の活動を 
 紹介します。 

その他、生活習慣病など健康寿命に関わるニュースを中心に情報を発信します。 

読売医療ネットワーク／yomiDr.プラス 

        主なコンテンツ 


