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トップページ

A-1

A-2
A-3

A-4

A-6

A-8

A-7

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

画像：125×125 15KB以内 gifまたはJPEG 無限可
テキスト：全角20文字以内（2行掲載） - ＋テキスト -

ロゴ下広告 150×30 15KB以内 gifまたはJPEG -
謹告欄 全角44文字以内 - テキスト -

合計4原稿まで可

トップパネル 合計4原稿まで可

合計4原稿まで可

-
合計4原稿まで可

一括入稿で毎日差替可
テキスト 全角35文字以内（1行掲載） - テキスト

同時掲載バナー数
原稿差替

レクタングル（トップ面） 300×250 2MB以内 無限可 合計4原稿まで可

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

レクタングル、テキスト、パネル広告枠を配置。朝日新聞デジタルの顔であるトップ面でレク
タングルなどの大型広告を実施することにより、より高いブランディング効果が期待できます。
また、1週間常時露出（約2,000万imp超）のテキスト広告はCPC効果が高く、同じく1週間常時
露出のパネル広告はCPM効果抜群です。

※パックメニューを
ご参照ください

（V-11 注目情報）

A-5

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
～230万imp 1.0円/imp
230万impパック 150万円
400万impパック 250万円
800万impパック 450万円

- 想定 常時露出 1,000万円
A-2 トップテキスト - 想定 常時露出 150万円 3枠 1週間 月曜日

- ローテーション 70万円 2枠
- 常時露出 130万円 1枠

～500万imp 0.25円/imp
500万impパック 80万円
1,000万impパック 150万円

謹告欄 150万円
謹告欄（本紙連動プラン） 100万円

A-6 ロゴ下広告 - 想定 常時露出 100万円 1枠 1日 -
クイック企画特集 5,000PV 想定 100万円 1週間
レギュラー企画特集 2万～3万PV 想定 300万円

A-8 プレミアム企画特集 5万PV 保証 500万円 5枠

月曜日

4社 1日 -

-

A-7
常時露出

- 任意の
営業日1カ月

1週間

A-5 - 想定 常時露出

A-4 トップセカンドレクタングル 保証 ローテーション

1週間 月曜日

A-3 トップパネル 想定 1週間 月曜日

ローテーション
-

メニュー名

A-1 トップレクタングル
保証
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速報カテゴリ

B-1

B-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

テキスト 全角35文字以内（1行掲載） - テキスト -
合計4原稿まで可

一括入稿で毎日差替可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

ユーザー自身がクリックした記事全文を表示しているページがメインですので、滞在時間が
長く、従って広告への接触時間も長いことが特徴です。 「ニュース」以下にある「社会」や「国
際」「文化」などのカテゴリに表示されます（ビジネスや天気など、個別に広告メニューをご用
意しているカテゴリは除きます）。

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
～350万imp 1.0円/imp
350万impパック 150万円
700万impパック 250万円

- 想定 常時露出 550万円
B-2 速報テキスト - 想定 常時露出 150万円 4枠 1週間 月曜日

500万impパック 保証 ローテーション 250万円 - 1週間 月曜日
250万impパック 保証 ローテーション 150万円 - 1週間 月曜日

月曜日
ローテーション

-
保証

1週間

B-3 速報面記事中レクタングル

メニュー名

B-1 速報レクタングル
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ビジネス

※速報レクタングル
（B-1）に

含まれます

C-2

C-1

※速報テキスト（B-2）に

含まれます

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

ビジネス・金融・市況・企業の速報ニュースを中心に、株価検索、マーケット情報など市場
データを充実させています。東京経済、ロイターなどの専門ニュースも取りそろえ、為替・株
式・金利・投資信託などをわかりやすく提供、朝日新聞デジタルのメインターゲットであるビジ
ネスパーソンをターゲットにした広告枠としておすすめです。

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
C-1 ビジネス記事中レクタングル 300万impパック 保証 ローテーション 150万円 1枠 2週間～ 任意
C-2 ビジネスサイドボタン - 想定 常時露出 50万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名
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天気

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
D-1 天気レクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
D-2 天気サイドボタン - 想定 常時露出 50万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

D-1

D-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

レクタングル、サイドボタンの2種類の広告枠を用意、シーズン毎に「花粉情報」や「花見情
報」「紅葉情報」など季節感のあるページとしてご活用ください。
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関西

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
E-1 関西レクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
E-2 関西サイドボタン - 想定 常時露出 20万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

E-1

E-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

関西エリアのニュース記事やコラムなどを満載した地域情報発信ページです。レクタングル
とサイドボタンで、効果的に商材を訴求することができます。
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English

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
F-1 Englishレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
F-2 Englishサイドボタン - 想定 常時露出 10万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

F-1

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

「ヘラルド朝日」の配信で、各ジャンルのニュースを英語でお届けしています。広告枠はレク
タングルとサイドボタンの2種類があります。外国語での広告掲載も可能です。

F-2
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スポーツ

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
G-1 スポーツレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
G-2 スポーツサイドボタン - 想定 常時露出 50万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

G-1

G-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

国内、海外の 新スポーツ情報を随時お届けしています。さらにビッグイベント開催時には
特別速報体制が組まれます。テキストでの速報やFlashを活用したハイライトシーン等、仕事
中でTV観戦できないビジネスパーソンにご好評いただいております。
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エンタメ

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
H-1 エンタメレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
H-2 エンタメサイドボタン - 想定 常時露出 35万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

H-1

H-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

エンタメ面は、①映画・音楽・芸能・舞台・TV・ラジオ・マンガなどの各ニュースや特集、コラム、
日刊スポーツ提供のニュース②本の紹介を中心に書評、売れている本、コラムで構成される
ブック面③名人戦の観戦記や速報、さらにニュース、トピックスなどを取りそろえた囲碁・将
棋面から構成されています。余暇を活用するために有益な情報や、話題を様々な角度から
集め、掲載しています。
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ブック

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
I-1 ブックレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
I-2 ブックサイドボタン - 想定 常時露出 20万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

I-1

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

朝日新聞に掲載された書評、独自の特集を中心に、出版業界のトピックスを幅広く紹介。オ
ンラインでの書籍購入も可能。レクタングルとサイドボタンの広告枠をご用意しています。

I-2
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囲碁・将棋

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
J-1 囲碁・将棋レクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
J-2 囲碁・将棋サイドボタン - 想定 常時露出 20万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

J-1

J-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

朝日新聞社が催す囲碁、将棋界 高峰の棋戦「名人戦」の速報を中心に、観戦記や 新
ニュースを満載した内容です。
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住まい

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
K-1 住まいレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
K-2 住まいレクタングル（ダブルサイズ） - 保証 ローテーション 1.0円/imp - 1週間 月曜日
K-3 住まいテキスト - 想定 常時露出 25万円 8枠 1カ月 月初
K-4 住まいサイドボタン - 想定 常時露出 25万円 4枠 1カ月 月初
K-5 住まいセカンドレクタングル - 保証 ローテーション 0.3円/imp - 1週間 月曜日

メニュー名

K-4

K-5

K-2

K-3

K-1

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

-
合計4原稿まで可

一括入稿で毎日差替可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

テキスト 全角35文字以内（1行掲載） - テキスト

合計4原稿まで可

レクタングル（ダブルサイズ） 300×600もしくは300×415 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可

同時掲載バナー数
原稿差替

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

数多くの優良マンション・一戸建ての物件情報やリフォームなどの住宅設備情報と「住まい」
に関する様々なニュースを集めたページです。
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就職・転職

L-1

L-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

就職・転職に役立つ情報や、派遣で働くための情報が満載です。

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
L-1 就職・転職右ボタン - 想定 常時露出 50万円 4枠 1カ月 月初
L-2 就職・転職右テキスト - 想定 常時露出 30万円 3枠 1カ月 月初

メニュー名

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

就職・転職右テキスト テキスト：全角32文字以内（3行掲載） - テキスト - 合計4原稿まで可

ループ

合計4原稿まで可就職・転職右ボタン 130×60 10KB以内 無限可

メニュー名 容量 ファイル形式
同時掲載バナー数

原稿差替
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食と料理

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
M-1 食と料理レクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
M-2 食と料理サイドボタン - 想定 常時露出 10万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

M-1

M-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

ワインやスイーツに関するコラム、ユーザーのお弁当投稿、食に関するニュースなど「食と料
理」に関する情報が満載です。女性ユーザーが多いのも特徴です。
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ファッション

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
N-1 ファッションレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
N-2 ファッションレクタングル（ダブルサイズ） - 保証 ローテーション 1.0円/imp - 1週間 月曜日
N-3 ファッションサイドボタン - 想定 常時露出 20万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名N-3

N-2

N-1

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

合計4原稿まで可

レクタングル（ダブルサイズ） 300×600もしくは300×415 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

ファッションやコスメ関係の記事だけではなく、コレクションのグラフ特集、各ブランドの新商
品や店舗情報など、読者が自分のスタイルを追求する際に参考になる話題や関連情報をお
届けするページです。「アエラスタイルマガジン」「VOGUE.com」のニュースや海外セレブの
ニュースなど、スタイリッシュな情報を取りそろえております。広告枠はレクタングル、サイド
ボタンと、縦長商品を表示できるダブルサイズのレクタングルを配置。エキスパンドやフロー
ティングなどのリッチ広告配信用のランプもご相談に応じます。
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apital –アピタル- （医療・健康）

O-1

O-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

レクタングル、サイドボタンの2種類の広告枠をご用意しました。薬品関係、健康関連業種な
どの広告枠としてご活用ください。

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
O-1 アピタル（医療・健康）レクタングル - 保証 ローテーション 0.7円/imp - 1週間 月曜日
O-2 アピタル（医療・健康）サイドボタン - 想定 常時露出 30万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名
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愛車

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
P-1 愛車レクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
P-2 愛車サイドボタン - 想定 常時露出 60万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

P-1

P-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

新型車紹介や自動車業界ニュースなどクルマに関わる 新情報で構成しています。新車の
発売告知、自動車関連の商品やサービス告知に高い効果が期待できます。
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教育

Q-1

Q-2

Q-3 Q-3

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

教育ビッグボタン 240×90 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

同時掲載バナー数
原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

入試から子育てまで幅広いトピックスを扱っており、教育に関心の高い層に効果的にアピー
ルします。教育面オリジナルメニューとして常時露出のビッグボタン広告枠をご用意していま
す。

Q-3

Q-2

Q-2

Q-2

Q-2

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
Q-1 教育レクタングル - 保証 ローテーション 0.7円/imp - 1週間 月曜日
Q-2 教育サイドボタン - 想定 常時露出 20万円 7枠 2週間 月曜日
Q-3 教育ビッグボタン - 想定 常時露出 30万円 3枠 1週間 月曜日

メニュー名
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デジタル

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
R-1 デジタルレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
R-2 デジタルサイドボタン - 想定 常時露出 30万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

R-1

R-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

ユーザーに人気の高いデジタルコンテンツが満載。朝日新聞社の速報ITニュース以外にも、
朝日インタラクティブ社による「CNET Japan」のニュースのはじめ、「e-ビジネス情報（BCN）」
「日刊工業新聞ニュース」などの人気メニューも取りそろえております。 新デジタル用語や、
パソコン及び周辺機器、携帯電話等の売れ筋ランキングも掲載。著名デジタル小物ライター
によるコラムも豊富です。
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トラベル

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
S-1 トラベルレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
S-2 トラベルサイドボタン - 想定 常時露出 30万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

S-1

S-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

旅にまるわるニュースやコラムをはじめ、旅行好きにはたまらないコンテンツが充実していま
す。
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環境

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
U-1 環境レクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
U-2 環境サイドボタン - 想定 常時露出 10万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

U-1

U-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション
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ショッピング

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日
T-1 ショッピングレクタングル - 保証 ローテーション 0.5円/imp - 1週間 月曜日
T-2 ショッピングサイドボタン - 想定 常時露出 30万円 4枠 1カ月 月初

メニュー名

T-1

T-2

※パックメニューをご参照ください
（V-10 フッターワイドビジョン）

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション
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バリューパック

V-1/2

V-11

V-9

V-2/3/4

V-5/6/7/8

V-12

V-10

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

画像：50×50 15KB以内 gifまたはJPEG
タイトル：全角12文字以内（1行掲載） - ＋テキスト
本文：全角32文字以内（2行掲載） -
画像：140×100 10KB以内 gifまたはJPEG
タイトル：全角40文字以内（2行掲載） - ＋テキスト
本文：全角100文字以内（2行掲載） -

中面おすすめ情報 - 合計4原稿まで可

合計4原稿まで可

注目情報 - 合計4原稿まで可

フッターワイドビジョン 640×360 100KB以内 無限可

-
合計4原稿まで可

一括入稿で毎日差替可

サイドボタン 300×55 20KB以内 無限可 合計4原稿まで可

テキスト 全角35文字以内（1行掲載） - テキスト

合計4原稿まで可レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可

メニュー名 容量 ファイル形式 ループ
同時掲載バナー数

原稿差替

▼メニュー構成

▼原稿レギュレーション

朝日新聞デジタルの各広告枠を横断的にまとめたパックメニューです。大量露出できるメ
ニュー、またコストパフォーマンスに優れたメニューがそろっています。各メニューの掲載面
詳細については「原稿規定など（2ページ）」をご参照ください。

Imp. 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

400万impパック 150万円
800万impパック 250万円
400万impパック 120万円
1000万impパック 250万円
200万impパック 100万円
400万impパック 160万円
300万impパック 140万円
600万impパック 270万円

V-5 ブロードリーチテキスト - 想定 常時露出 280万円 3枠 1週間 月曜日
V-6 トップ面＋速報面テキスト - 想定 常時露出 250万円 3枠 1週間 月曜日
V-7 速報面＋中面テキスト - 想定 常時露出 180万円 3枠 1週間 月曜日
V-8 中面テキスト - 想定 常時露出 60万円 3枠 1週間 月曜日

- 50万円 1週間 月曜日
- 150万円 1カ月 月初

V-10 フッターワイドビジョン 1,000万imp 保証 ローテーション 100万円 1枠 1週間 月曜日
V-11 注目情報 - 想定 常時露出 150万円 2枠 1週間 月曜日
V-12 中面おすすめ情報 - 想定 常時露出 80万円 1枠 1週間 月曜日

テキスト広告

その他

V-9 サイドボタンパック 想定 常時露出

保証 ローテーション

V-3 中面記事中レクタングル

V-4 速報＋中面記事中レクタングル

-

- 1週間 月曜日

月曜日

保証 ローテーション - 1週間 月曜日

メニュー名

- 1週間

ローテーション -

V-2 Run of レクタングル 保証 ローテーション

1週間 月曜日

レクタングル広告

V-1 オールジャンルレクタングル 保証
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原稿規定など

画像：左右×天地（pixels）
テキスト：文字数

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

Flash
（gifまたはJPEG）

画像：50×50 15KB以内 gifまたはJPEG
タイトル：全角12文字以内（1行掲載） - ＋テキスト
本文：全角32文字以内（2行掲載） -
画像：140×100 10KB以内 gifまたはJPEG
タイトル：全角40文字以内（2行掲載） - ＋テキスト
本文：全角100文字以内（2行掲載） -

謹告欄 全角44文字以内 - テキスト -
ロゴ下広告 150×30 15KB以内 gifまたはJPEG -

画像：125×125 15KB以内 gifまたはJPEG 無限可
テキスト：全角20文字以内（2行掲載） - ＋テキスト -

Flash
（gifまたはJPEG）

就職・転職右テキスト テキスト：全角32文字以内（3行掲載） - テキスト -
Flash

（gifまたはJPEG）
合計4原稿まで可教育ビッグボタン 240×90 20KB以内 無限可

就職・転職右ボタン 130×60 10KB以内 無限可 合計4原稿まで可

合計4原稿まで可

注目情報 - 合計4原稿まで可

原稿差替

合計4原稿まで可

合計4原稿まで可無限可

トップパネル 合計4原稿まで可

中面おすすめ情報 - 合計4原稿まで可

合計4原稿まで可
合計4原稿まで可

合計4原稿まで可

レクタングル（ダブルサイズ） 50KB以内300×600もしくは300×415

ファイル形式 ループ

レクタングル（トップ面） 300×250 2MB以内 無限可

- テキスト

同時掲載バナー数

レクタングル（トップ面以外） 300×250 50KB以内 無限可 合計4原稿まで可

メニュー名 容量

-
一括入稿で毎日差替可

無限可

フッターワイドビジョン 640×360 100KB以内 無限可 合計4原稿まで可

テキスト 全角35文字以内（1行掲載）

20KB以内300×55サイドボタン 合計4原稿まで可

V-1 オールジャンルレクタングル
朝日新聞デジタルの右ナビ上部にあるレクタングルサイズの広告枠に掲載されます。
V-2 Run of レクタングル
朝日新聞社が運営する媒体のレクタングルサイズの広告枠に掲載されます。
V-3 中面記事中レクタングル
トップ面、速報面を除く各ジャンル面の記事中に掲載されます。
V-4 速報面＋中面記事中レクタングル
速報面と中面の記事中に掲載されます。
V-5 ブロードリーチテキスト
トップテキスト、速報テキスト、中面テキストに掲載されます。
V-6 トップ面＋速報面テキスト
トップテキストと速報テキストに掲載されます。

V-7 速報面＋中面テキスト
速報テキストと中面テキストに掲載されます。
V-8 中面テキスト
トップ面、速報面を除く各ジャンル面に掲載されます。
V-9 サイドボタンパック
各ジャンル面のサイドボタンに掲載されます。
V-10 フッターワイドビジョン
各面のフッター部分に掲載されます。
V-11 注目情報
各面の右ナビ部分に掲載されます。
V-12 中面おすすめ情報
トップ面、速報面を除く各ジャンル面のページ中頃に掲載されます。

▼原稿規定

▼パックメニューの掲載面について

※面によって掲載位置は異なります。
※一部掲載されない面がございます。
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