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しなやかに、自分らしく生きる

現代は「多様性」の時代です
「暮らし方」「働き方」、そして「生き方」も

様々な価値観がある社会で
「自分らしさ」をみつめてしなやかに生きていきたい

そんな全ての女性を応援します

メディアコンセプト
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編集長メッセージ

OTEKOMACHI 編集長

山田恵美

1974年、千葉県生まれ。慶
應義塾大学法学部法律学科
卒。2000年、読売新聞社に
入社。新潟支局、世論調査
部、政治部などを経て2009
年から文化部記者。論壇、
文芸、書評面のほかテレビ、
映画などの分野で幅広く執
筆してきた。22年6月から
現職。

働き方、人とのつながり方、生活スタイル。コロナ禍をきっ

かけに、私たちを取り巻く環境やこれまでの常識は、大きく変

わりました。いま、新たな「幸せ」を探すチャンスなのではな

いでしょうか。

トレンドからスタイルへ――。流行に左右されず、しなやか

に自分らしく生きていきたい。ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩ（大手小

町）は、そんな働く女性に寄り添うサイトです。「ワークスタ

イル」「恋愛・結婚」「ビューティー」といったテーマにまつ

わるコラムや連載企画、役立つ情報などを通して、読者のみな

さんと共に考え、歩んでいきたいと思っています。

このサイトが、価値観を更新していくみなさんの元気の源と

なれますように。社会への貢献も模索しつつ、私自身も楽しみ

ながら取り組んでまいります。
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メディアプロフィール

・月間平均PV

95万 UU

・月間平均UU

166万 PV

メディア規模 ※GAにて自社調査（2022年7~9月平均）

・公式SNS

Yahoo Japan! LINE

TwitterFacebook Instagram

・コンテンツ配信先

SmartNews goo news

アカウント情報
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ユーザープロフィール／基本属性

女性が約６割、働き盛りの25～44歳が約半数を占めています

女性男性

※GAにて自社調査（期間：2022/7/1～9/30）
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ユーザープロフィール／基本属性

北海道・東北 関東 中部

近畿 中国・四国 九州

※ユーザー調査結果より
＜調査概要＞
・調査対象者：大手小町を直近１年以内に利用した人・実施期間：2020/6/14～15
・調査方法：インターネットリサーチ・有効回答者数：515・調査会社：株式会社マクロミル
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約７割のユーザーが自己保有物件に居住しています
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ユーザープロフィール／家族構成

単身世帯 夫婦2人 2世代

3世代以上 その他

※ユーザー調査結果より
＜調査概要＞
・調査対象者：大手小町を直近１年以内に利用した人・実施期間：2020/6/14～15
・調査方法：インターネットリサーチ・有効回答者数：515・調査会社：株式会社マクロミル
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子育て世代のユーザーも多数います
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ユーザープロフィール／職業・学歴

主婦/主夫 無職・その他

事務・研究職 販売・サービス職 経営・管理職

自営業 学生

高校・高専 短大・専門学校

大学 大学院 その他

※ユーザー調査結果より
＜調査概要＞
・調査対象者：大手小町を直近１年以内に利用した人・実施期間：2020/6/14～15
・調査方法：インターネットリサーチ・有効回答者数：515・調査会社：株式会社マクロミル
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ユーザーの半数以上が大卒以上の最終学歴を持っています
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ユーザープロフィール／年収・資産

※ユーザー調査結果より
＜調査概要＞
・調査対象者：大手小町を直近１年以内に利用した人・実施期間：2020/6/14～15
・調査方法：インターネットリサーチ・有効回答者数：515・調査会社：株式会社マクロミル

答えたくない

300万円未満 300~500万円 500~1,000万円

1,000~2,000万円 2,000万円以上 なし・答えたくない

500万円未満 500~1,000万円 1,000~2,000万円

2,000万円以上
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世帯年収500万円以上がユーザーの半数以上、
約3割が1,000万円以上の金融資産を持っています
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コンテンツ
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キャリアアップに必要なスキル、子育てしながら
働く工夫、やりがいや生きがいを見つける方法な

ど自分らしい働き方を探すヒント

#30代の挑戦

ワークスタイル
スキル

#始めよう！お金のレッスン

#成功の一冊

#オピニオン

#私のハッピーアイテム ＃サンドラがみる女の生き方

#美術展ナビ#恋活小町

ライフスタイル

仕事の疲れをいやすグルメ、ちょっと気になるカ
ラダのこと、感性を刺激するアートなど、あなた

らしく生きるコツを紹介

#生湯葉シホの生の声 #トレンドコスメ

＃いろいろな猫の生き方

お悩み相談

キャリア、恋愛、夫婦、仕事と子育ての両立……、
働く女性の悩みや不安に人生経験の豊富な「お悩み

アドバイザー」が回答

#壇蜜 #棚橋弘至

#坂本和加

プロジェクト 注目ワード

#サポチョコ

#国際女性デー

占い

恋愛、金銭、仕事、健
康について運気アップ
のコツをアドバイス

＃ビューティー

#ヘルス

#ＳＤＧｓ

#旅

#丸田佳奈 #安藤桃子

#山崎ケイ

#キャリア
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「オピニオン」

ニュースやトレンドに敏感なタレント
や識者らが気になっているモノ、コト、
ヒトを取り上げ、時代背景や社会につ
いて考えます。働く女性が読むとため
になり、ちょっとハッピーになるコラ
ム。

「私のハッピーアイテム」

働く女性の仕事と、お気に入りの
「ハッピーアイテム」を紹介しま
す。失敗をバネに成長し、輝く女
性たち。等身大のライフスタイル、
価値観を伝えます。

人気コラム

「生湯葉シホの生の声」

生湯葉シホ（ライター／エッセイスト）

1992年生まれ、東京都在住。Webを中
心に取材記事の執筆やエッセーの執筆を
おこなう。

「恋活小町」

外山ゆひら（フリーライター）

発言小町に寄せられた恋愛相談に答え
ます。哲学や心理学、芸術文化の分野
に関心が高く、対人関係やコミュニ
ケーション、生き方に関する記事を中
心に寄稿。

・プレゼントを贈るのって、なんでこんなに難しいんだろう ・彼が仕事を辞めたがっています。正社員で転職してほしいけれど…

「モード日和」
宮田理江（ファッションジャーナリスト）

ファッションの最前線を取材し続ける
宮田理江さんが、トレンドに合わせた
おしゃれな着こなしなどを解説します。

「始めよう！お金のレッスン」
高山一恵（ファイナンシャルプランナー）

女性にこそお金の知識が必要と考え
る筆者が毎回、これは知っておいて
ほしいというテーマを取り上げ、わ
かりやすい言葉で解説します。

・夏の定番「ボーダーＴシャツ」でクールなリンクコーデ ・歴史的高値の「金」、金投資で利益が出たら税金はどうなる？

・【ドキュメント】フリースタイル分娩、絶望から希望まで出産の軌跡・東京スカイツリー 空から世界へ二度とないドキドキを発信する

https://otekomachi.yomiuri.co.jp/lifestyle/20211223-OKT8T323413/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/lifestyle/20220627-OKT8T344527/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/lifestyle/20220615-OKT8T343604/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/workstyle/20220530-OKT8T343151/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/workstyle/20220622-OKT8T344263/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/workstyle/20220107-OKT8T326422/
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トピック

新企画も続々スタートしています！

旅と食のコラム「食堂のおばあちゃん」

読売新聞では、食堂を切り盛りする高齢者の方々を取
材し、地域の食や文化を伝える「食堂のおばあちゃん」
を連載しています。

OTEKOMACHIでは記事の連載のほか、おばあちゃんの
インタビュー動画も掲載。紹介された食堂には記事を読
んで実際に足を運ぶ人もおり、じわじわと人気が広がっ
ています。

働くママ向けコラム「子育て応援団」

読売新聞は、２００７年より民間の子育て支援活動を
顕彰し、サポートするため「よみうり子育て応援団大
賞」を設けました。受賞団体には専門家を派遣してアド
バイスしてもらうなど、継続的にサポートしてきました。

22年1月よりOTEKOMACHIに「子育て応援団」を新設
し、子育て支援の専門家や医師、タレントらがリレー方
式で、働きながら子育てをするママやパパに向け、元気
が出るメッセージや日々の暮らしに役立つ知識を盛り込
んだコラムを掲載します。
・働きながら子育ては「罰ゲーム」？女性活躍のリアル・青森・国道沿いにぽつんと一軒、ドライバーに愛される豚汁のひみつ

https://otekomachi.yomiuri.co.jp/project/20210826-OKT8T301102/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/workstyle/20220111-OKT8T324538/
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/project/20220420-OKT8T340497/


© 2022 THE YOMIURI SHIMBUN. 12

メッセージ発信／国際女性デー #for your smile 

2018年度から、国連が定めた3月8日の「国際女性デー」に合わせて、
女性が笑顔で働ける社会を考える「#for your smile」を実施しています。

2022年3月8日付近
サイト内に関連記事の掲載

2022年2月11日
ジンポジウムのオンライン開催
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メッセージ発信／サポチョコ

2019年度からは、国際NGOプラン・インターナショナルと協同で、
途上国の女の子をサポートする『サポチョコ』プロジェクトを開始しました。

1月～3月にかけて
サイト内に関連記事を掲載

2022年3月
ウェビナー、記事両面での実施報告

『サポチョコ』とは

バレンタインを通じて途上国の女の子をサポートするプロジェクト。
OTEKOMACHI編集部が企画、PRを行い、賛同企業は対象商品の売上の一部をプラン・
インターナショナルを通じて寄付します。
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3月8日
国際女性デー
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新企画/女が叫ぶみそひともじ おしごと小町 短歌大賞

社会で日々奮闘する女性を応援する短歌コンクールを新たに始動。
ユーザー参加型の企画で国際女性デーに向けて連載も行っています。

10月～女性歌人による連載企画
も実施。

選者を俵万智さん、吉澤嘉代子さん
が務めます

『おしごと小町短歌大賞』とは

選者に女性歌人の俵万智さん、シンガーソングライターの吉澤嘉代子さんを迎え、仕事
やキャリアをテーマにユーザーから短歌を募集、大賞を決定します。
また、国際女性デーに向けて女性歌人35名によるリレー連載も毎週実施。大手小町が総
力を挙げて盛り上げる新企画です。

2023年
1月～2月

10月～12月

・OTEKOMACHI上で連載
・短歌募集

・選考会の実施 ・大賞の発表

ご協賛プランもご用意しております。
詳しくは弊社営業担当までお尋ねください。
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タイアップ広告

【スポンサードポスト実施にあたってのご注意】

スポンサードポストの実施可否、コンテンツ内容に関しまして、事前に弊社にご相談いただき、実施可否・コンテンツ内容を判断

させていただきます。場合によっては、実施をお断りすることがございますので、予めご承知おきの程、宜しくお願いいたします。

コンテンツ内容に関しまして、ご相談させていただきながら制作いたします。

また、広告審査にあたっては、弊社広告局審査部で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（略

称：医薬品医療機器等法）」などの関連法令に基づき、審査をした上で、公開をいたします。
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メニュー 内容 保証PV 誘導期間
編集部による
事前チェック

料金 ※3

①スポンサードポスト
・タイアップコンテンツ
（サイト内に設置）

10,000PV 4週間 あり
掲載費：100万円
制作費：30万円～

②スポンサードポスト
（保証PVなし）

+SNS投稿

・タイアップコンテンツ
（サイト内に設置）

・公式アカウントでのSNS投稿
なし なし あり

掲載費：30万円
制作費：30万円～

③カスタマイズド
タイアップ

・タイアップコンテンツ
（サイト外に設置）

10,000PV 4週間 なし
掲載費：100万円
制作費：50万円～

④特集パッケージ
・スポンサードポスト×2本
・編集記事×1

30,000PV
※1

4～8週間 あり
掲載費：400万円
制作費：80万円～

⑤カテゴリーパートナー
・スポンサードポスト×5本
・編集記事×2

75,000PV
※1

3か月以上 ※2 あり
掲載費：1,000万円
制作費：200万円～

タイアップメニュー 一覧

※1 保証PVはスポンサードポストのみに適用されます。編集記事のPVは保証いたしません

※2 実施期間については、弊社営業にご相談ください

※3 掲載費はグロス表記、制作費はネット表記になります（いずれも税別）

保証PVや実施料金は、ご予算に応じて柔軟に対応させていただきます。弊社営業担当までお気軽にご相談ください

16
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タイアップメニュー【1/5】

①スポンサードポスト

・保証PVありのタイアップ記事メニュー

・OTEKOMACHIと同じドメイン配下に掲載

・編集システムを使用し、記事と同一デザインで作成されるため、

ユーザーにとって違和感のないコンテンツを提供

・OTEKOMACHI編集部による事前チェックの下、信頼性の高いコンテンツを提供

・編集記者経験者を擁する弊社クリエイティブチームによる記事執筆も可能 ※1

・ページ内のレクタングル枠に貴社の広告を掲載することも可能

・記事ボリューム：2,000～3,000文字程度を想定。写真は3～5点程度。

17

・保証PV ：10,000PV ※2

・掲載料金 ：100万円（グロス・税別）

・制作費 ：30万円～（ネット・税別）※3

・誘導期間 ：4週間 ※4

・申込締切 ：掲載希望日の40営業日前

※1 ご希望される場合は、弊社営業まで別途ご相談ください。

内容によって追加費用が発生する場合があります。

※2 誘導枠は弊社にお任せください。外部誘導を活用する場合もあります

※3 タレント・著名人の起用や、取材を伴う制作などは別途費用が発生します

※4 誘導終了後、最低3か月は過去コンテンツとしてアーカイブ掲載されます

Sponsored by 〇〇

※PR表記が入ります
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タイアップメニュー【2/5】

②スポンサードポスト（保証PVなし）＋SNS投稿

・保証PVなしのタイアップ記事メニュー

・OTEKOMACHIと同じドメイン内に掲載したスポンサードポスト記事を

OTEKOMACHIのSNS公式アカウント（Twitter）でも発信 ※1

・スポンサードポスト記事は編集システムを使用し、記事と同一デザインで作成

・OTEKOMACHI編集部による事前チェックの下、信頼性の高いコンテンツを提供

・編集記者経験者を擁する弊社クリエイティブチームによる記事執筆も可能 ※2

・ページ内のレクタングル枠に貴社の広告を掲載することも可能
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OTEKOMACHI公式アカウントでの
Twitter投稿

※1 ハッシュタグの指定も相談可能です（”#PR”は入ります）。投稿日時は指定できません

また、編集部確認の上画像の差し替え、トリミングをお願いする場合がございます

内容によっては投稿ができない場合がございます

※2 ご希望される場合は、弊社営業まで別途ご相談ください。

内容によって追加費用が発生する場合があります

※3 タレント・著名人の起用や、取材を伴う制作などは別途費用が発生します

・保証PV ：なし

・掲載料金 ：30万円（グロス・税別）

・制作費 ：30万円～（ネット・税別） ※3

・掲載期間 ：3か月間

・申込締切 ：掲載希望日の40営業日前

※PR表記が入ります
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タイアップメニュー【3/5】

・保証PV ：10,000PV ※4

・掲載料金 ：100万円（グロス・税別）

・制作費 ：50万円～（ネット・税別）※5

・誘導期間 ：4週間 ※4

・申込締切 ：掲載希望日の40営業日前

※1 ファーストビュー内にOTEKOMACHIのロゴおよびSponsoredクレジットが入ります

※2 フッター部に所定のプライバシーポリシーに関する注意書きが入ります

※3 ご希望される場合は、弊社営業まで別途ご相談ください。

内容によって追加費用が発生する場合があります

※4 誘導枠は弊社にお任せください。外部誘導を活用する場合もあります

※5 タレント・著名人の起用や、取材を伴う制作などは別途費用が発生します

※6 誘導終了後、最低3か月は過去コンテンツとしてアーカイブ掲載されます

③カスタマイズド タイアップ

・保証PVありのタイアップ記事メニュー

・OTEKOMACHIのサイト外に制作するタイアップページ ※1

・編集システムを使用せず、自由なデザインで制作可能 ※2

・編集記者経験者を擁する弊社クリエイティブチームによる記事執筆も可能 ※3

19
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スポンサードポスト①

編集記事①

スポンサードポスト②

タイアップメニュー【4/5】

※1 特集名はスペースの関係上、文字数を制限させていただく場合がございます

※2 ご希望される場合は、弊社営業まで別途ご相談ください

内容によって追加費用が発生する場合があります

※3 編集記事の内容は事前にご確認いただくことはできません

※4 誘導枠は弊社にお任せください。外部誘導を活用する場合もあります

※5 タレント・著名人の起用や、取材を伴う制作などは別途費用が発生します

※6 誘導終了後、最低3か月は過去コンテンツとしてアーカイブ掲載されます

④特集パッケージ

スポンサードポストやテーマに沿った編集記事を複数回掲載することで、

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

ンツを提供、ユーザーのブランドリフトに貢献いたします。

スポンサードポストは編集記者経験者を擁する弊社クリエイティブチー

ムによる執筆も可能です ※2

〇〇〇〇〇（特集名）※1
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・商品構成 ：特集ページ内スポンサードポスト2本＋編集記事1本 ※3

・保証PV ：合計30,000PV（スポンサードポスト：15,000PV×2回）※4

・掲載料金 ：400万円（グロス・税別）

・制作費 ：80万円～（ネット・税別）※5

・誘導期間 ：4～8週間 ※6

・申込締切 ：掲載希望日の40営業日前
貴社
広告

Sponsored by 〇〇

※PR表記が入ります
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スポンサードポスト①

編集記事①

編集記事②

スポンサードポスト②

タイアップメニュー【5/5】

〇〇〇〇〇（カテゴリー名）※1
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・商品構成 ：特集ページ内スポンサードポスト5本＋編集記事2本 ※3

・保証PV ：合計75,000PV（スポンサードポスト：15,000PV×5回）※4

・掲載料金 ：1,000万円（グロス・税別）

・制作費 ：200万円～（ネット・税別）※5

・誘導期間 ：3か月～（要ご相談） ※6

・申込締切 ：掲載希望日の40営業日前
貴社
広告

⑤カテゴリーパートナー

OTEKOMACHIサイト内に新規カテゴリーを開設し、特集パッケージより

さらに多いスポンサードポストを展開することで、中長期的なブラン

ディングとして、ユーザーへ訴求することが出来ます。

スポンサードポストは編集記者経験者を擁する弊社クリエイティブチー

ムによる執筆も可能です ※2

※1 カテゴリー名は、バナー原稿（355px x 70px）をご用意いただきます

※2 ご希望される場合は、弊社営業まで別途ご相談ください

内容によって追加費用が発生する場合があります

※3 編集記事の内容は事前にご確認いただくことはできません

※4 誘導枠は弊社にお任せください。外部誘導を活用する場合もあります

※5 タレント・著名人の起用や、取材を伴う制作などは別途費用が発生します

※6 誘導終了後、最低3か月は過去コンテンツとしてアーカイブ掲載されます

Sponsored by 〇〇

※PR表記が入ります
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貴社
広告

レポートイメージ 誘導終了後、期間内におけるスポンサードポストの以下指標について、

ご報告させていただきます。

✓ PV数、UU数

✓ 性別、年齢別アクセス数（PV）

✓ デバイス比率（PV）

✓ 参照元のアクセス数（PV）

✓ ページ内貴社広告のimp数およびクリック数 ※

✓ 記事内リンクのクリック数 ※

✓ 読了率 ※

掲載レポートイメージ

ユーザー導線イメージ ※誘導枠は弊社に一任させていただきます

22

<スポンサードコンテンツ> <貴社サイトなど><広告誘導枠>

貴社
広告

※申込時にお申し付けください
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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

15-11営業日前

初校
提出

（テキスト）

初校
お戻し

10-6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

弊社 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となる場合がございます。
・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）
・スポンサードポストは、OTEKOMACHIの編集方針に沿って制作させていただきます。
内容によって、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＞
・掲載レポートの提出には、スポンサードポスト掲載終了後、５営業日程度いただきます。
・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。

40営業日前

お申込

タイアップ制作スケジュール

24
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タイアップ広告 オプション
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タイアップ広告オプション／SNSブースト

OTEKOMACHIのサイト内で展開したスポンサードポストをSNS上にも拡散することで、Web閲覧
ユーザー以外にもリーチを広げ、スポンサードポストへの誘導を図ることが可能です。年齢・性別や
興味関心などでターゲティングをしたい、SNSで拡散を狙いたいなど、ご予算や目的に応じて最適な
プランを作成いたしますので、弊社営業担当までお問い合わせください。

●事例紹介：シチズン様（2021年3月）

<PR記事> <Twitter> < Instagram >

SNSブースト

メニュー Facebook、Instagram、Twitter

掲載期間 2週間～

掲載料金 100万円～（ネット･税別）

26
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タイアップ広告オプション／LINE Digest Spot

OTEKOMACHIのLINE公式アカウントに友だち登録しているユーザーに全配信で届く広告メニューで
す。スポンサードポストと同等の内容をPRコンテンツとしてLINEで配信し、LINE内での展開および
LINEからスポンサードポストへの誘導を図ります。

LINE

LINE Digest Spot

料金 掲載費：30万円（グロス・税別）、別途制作費：30万円（ネット、税別）

記事内容 画像＋テキスト＋リンク先URL（２本） ※画像５枚、テキスト500文字程度が推奨

アカウント友だち数 約15万人 ※2021年5月時点

LINE内記事 想定PV 1,000～3,000PV程度

レポート項目 LINE内記事PV、指定リンク先への遷移数およびCTR

備考
・掲載可否審査がLINE側にもございます。必ず事前に弊社営業担当まで確認をお願い致します。
・広告配信日は予めご相談の上、決定させていただきます。配信時間はご指定いただけません。
・広告枠は１日につき、１枠のみとなります。
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OTEKOMACHI スポンサードポスト
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純広告メニュー

※掲載料金はすべてグロス・税別料金です。

※在庫状況は日々変動しますので、弊社営業担当までお問い合わせください。
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純広告メニュー 一覧

メニュー ①ROSレクタングル ②SPビルボード ③下部オーバーレイ ④サムネイルテキスト ⑤インリード動画

掲載面 PC/SP 各ページ SP 記事ページ PC/SP 各ページ PC/SP 各ページ PC/SP 記事ページ

掲載方法 ローテーション ローテーション ローテーション
ローテーション

（１ページ最大２枠）
ローテーション

保証形態 imp保証 imp保証 imp保証 imp保証 View数完了まで

単価 1.0円/imp 3.0円/imp 2.5円/imp 1.0円/imp 2.5円/view

最低出稿料金 20万円 30万円 25万円 20万円 25万円

原稿サイズ
（単位：px）

300 x 250 300 x 100
PC：728 x 90
SP：320 x 100

サムネイル：290 x 200
テキスト：28文字以内

レスポンシブ
（16:9比率）

データ形式
容量

GIF/JPG/PNG
150KB以内

GIF/JPG/PNG
150KB以内

GIF/JPG/PNG
150KB以内

GIF/JPG/PNG
150KB以内

MP4/MOV
4MB以内（推奨）

そのほか

・アニメーション可
（30秒以内）

・ALTタグ不可
・原稿本数４本まで※
・第三者配信不可

・アニメーション可
（30秒以内）

・ALTタグ不可
・原稿本数４本まで※
・第三者配信不可

・アニメーション不可
・ALTタグ不可
・原稿本数４本まで※
・第三者配信不可

・アニメーション不可
・改行設定不可
・機種依存文字不可
・原稿本数４本まで※
・第三者配信不可

・音声デフォルトオフ
・15秒以内（推奨）
・ビットレート
映像：1,000kbps以内
音声：64kbps

※５本目以降は１本あたり１０万円の追加料金が発生します。リンク先の変更も原稿本数としてカウントします。

・レクタングル枠は、動画広告にもご対応いたします。ぜひご相談ください。

29



© 2022 THE YOMIURI SHIMBUN.

純広告メニュー 掲載イメージ【1/2】

③下部オーバーレイ（PC/SP）

③AD

AD

＜PCサイト掲載イメージ＞

<SPサイト掲載イメージ>

①ROSレクタングル（PC/SP）
②ビルボード（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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①AD

①AD

①AD※①はランダム掲出になります

①AD

②AD

③AD
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純広告メニュー 掲載イメージ【2/2】

⑤インリード動画広告（PC/SP）

<SPサイト掲載イメージ>

＜PCサイト掲載イメージ＞

④サムネイルテキスト（PC/SP）

31

④AD

※④はランダム掲出になります

④AD
④AD

AD

AD ④AD

＜PCサイト掲載イメージ＞ <SPサイト掲載イメージ>
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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。
・OTEKOMACHI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OTEKOMACHI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）。
・OTEKOMACHIを模倣した広告。
・その他弊社が掲載不可と判断したもの。

（４）その他
・大事件や天災、その他予期せぬ事由により、申込内容の一部あるいは全ての停
止を希望される場合は弊社にお申し出いただき、対応の可否を判断させていただ
きます。
・インプレッション保証の広告商品につきましては、掲載期間中の毎日の配信お
よび日ごと・時間ごとの均等配信は保証いたしません。
・レポート項目はセールスシートに記載されている場合を除き、配信数とクリッ
ク数、CTRが標準です。また、掲載されたスクリーンショットは提供しません。
・報道内容やユーザビリティー改善のための画面構成変更に伴い、広告掲載場所
が変更になる場合があります。
・第三者広告配信の場合は、必ず事前にサービス名をご連絡ください。そのうえ
で使用可否を回答させていただきます。また、インプレッション数は広告サー
バーでのカウントを基準とします。

広告入稿規定【1/2】

申込と入稿方法
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・JIAAの推奨書式に則って、デジタルビジネス部担当者に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。
・メールのテンプレートは下記をご参照ください。

https://adv.yomiuri.co.jp/digital/guide.html 「申込メールフォーマット」「入稿
メールフォーマット」

入稿締切日

・画像および動画、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。

掲載期間

・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：掲載開始の当日正午まで（掲載開始が土日祝日の場合は翌営業
日の正午まで）を時間とし、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、掲載開始や切り替えの時間指
定が可能です。お問い合わせください。

掲載キャンセル

・申し込み後に、広告主に帰すべき事由により掲載申込を取り消す場合、キャン
セル料は原則として申込金額の全額となります。
・掲載期間、メニューなどオーダー内容の変更についても同様です。詳細は担当
営業にお問い合わせください。

https://adv.yomiuri.co.jp/digital/guide.html
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原稿規定について

（1）ディスプレイ広告
・保存形式：【静止画】GIF、JPG、PNG 【動画】MP4、MOV推奨
・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。
※動画の音声はデフォルトオフで配信されますので、字幕を挿入するなど無音声
を前提としたファイル作成をお願い致します。

（2）テキスト広告
・機種依存文字、半角カタカナ、 「 " 」 （半角のダブルクォーテーション）は使
用不可。
・全角・半角英数字どちらも１文字としてカウントします。
・テキストの表示が２行以上のメニューは改行指定可能です。ただし1行あたりの
文字数が規定を超える場合は修正をお願いする場合があります。

（3）共通規定
・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ください。
・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。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。

広告入稿規定【2/2】
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入稿締切日

読売新聞は一般社団法人デジタル広告品質認証機
構（ JICDAQ）の「無効トラフィック対策認証」
「ブランドセーフティ認証」を２０２１年１１月
１日に取得。

認証事業者として取り組むとともに、「読売新聞
デジタル広告への取り組み」を策定、デジタル広
告業界健全化の取り組みを進めていきます。

※詳細は下記サイトをご参照ください。
https://adv.yomiuri.co.jp/news/news202111_01.html

第三者配信・タグ設置に関して

・第三者配信実施の際は当社広告掲載の仕様と原稿規定を遵守し、クリエイティ
ブとリンク先は事前に弊社の広告審査をお受けください。また入稿時は、タグと
原稿データを両方入稿してください。
・ディスプレイ広告メニュー、タイアップメニューともに有償で外部タグの設置
が可能なケースがございます。詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。
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・広告に関するお問い合わせ
E-mail : ad@yomiuri.com

yol-media@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@yomiuri-systec.co.jp

お問い合わせ先

読売新聞東京本社 広告局デジタルビジネス部
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