
   企業と読者をつなぐ 

企画広告ラインナップ 
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企画概要 

【掲載概要】 

 

 掲載媒体： 読売新聞 朝刊または夕刊 

 

 掲載段数： 原則として１５段多色 

 

 紙面体裁： 右及び別紙レイアウト参照 

 

 原稿制作： 弊社広告局が制作します。 原稿素材をご用意ください。 

 

 掲載料金： 貴社ご契約料金適用（消費税・制作費別） 

 

【企画趣旨】 

 読売新聞は、広告主様の多様なニーズに的確に対応する６種の企画を立案しました。本企画は、読売新聞が実施
したJ-MONITOR定型調査のデータを多角的に分析し発見したクリエイティブ制作上のポイント「７hints」を踏まえ、読者
の反響を高めるための工夫が満載されています。 

 本企画を活用していただくことで、貴社の商品、サービスの良さ、企業の魅力を効果的に訴求することができます。
ぜひご活用ください。 
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【７hints】 

 本企画はクリエイティブの工夫のポイントを７hintsの視点
から紹介しています。原稿制作の参考にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7hintsとは】 
2011年4月～2013年5月の読売新聞朝刊に掲載された15段
多色広告1664件のJ-MONITOR定型調査結果を分析し、読ま
れるためのクリエイティブの工夫を7つにまとめたものです。 
 
①コピー：文字の大きさ、読む順番   ②色：暖色系 
③写真：大きな写真、読者向きの目線  
④自分ごと化：使用感、体験談、How to 
⑤データ：図表、グラフ   ⑥タイミング：ニュース、暦関連 
⑦テーマ：知られていない側面を伝える 



• 特徴的な数字を大きくレイアウトし、その数字が何を表してい
るかを下のコピーで表示 

• 商品、サービスなどの写真、開発者やスタッフなどの写真を
掲載 

• 商品、サービスなどの特徴を記事と図表などを用いてわかり
やすく解説 

【7hints】 

大きな文字は目立ち、読みやすくなります。 
わかりやすいコピーは理解度アップにつながります。 

【7hints】 

大きな商品写真、読者向きの目線の人物写真を使うことで接
触率のアップにつながります。 

【7hints】 
図表やグラフなどデータを使うことで、説得力が増します。 
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【企画趣旨】 

 「Nombro」は世界共通言語のエスペラント語で“数”を表します。本企画は、商品スペックやサービスの特徴を象徴する
数字を大きくレイアウトすることで多くの読者の注目を集め、貴社の商品やサービスを効果的に訴求することができます。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 特徴的な数字を大きくレイアウトし、その数字が何を表している
かを下のコピーで表示 

• メインの数字と合わせて、その他の特徴的な数字、商品、サー
ビスなどの写真、開発者やスタッフなどの写真を掲載 

• 商品、サービスなどの特徴をわかりやすいコピーと記事で解説 

【7hints】 

大きな文字は目立ち、読みやすくなります。 
わかりやすいコピーは理解度アップにつながります。 

【7hints】 
わかりやすく表現することで理解度アップにつながります。 

【7hints】 
図表やグラフなどデータを使うことで説得力が増します。 

体験談や使用例、使用感を出すことで、読者は「自分たち向け
の」広告だと思います。 
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読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 商品、サービスについて３つの視点から分析し、記事と
写真でわかりやすく解説 

  ＜３つの視点の例＞ 

 デザイン、パッケージ、商品スペック、機能、使用例、
 アレンジ例、開発者やユーザーのコメント など 

• 商品、サービスの大きな写真 

• 大きな文字のメインコピー 

【7hints】 

商品・サービスのベネフィットを明確にすることで、読者はさら
に読み進めやすくなります。 

【7hints】 

文字の大きさにメリハリをつけて読む順番をわからせることで、
文章が読みやすくなります。 

【7hints】 

大きな商品写真、読者向きの目線の人物写真を使うことで接
触率のアップにつながります。 

【企画趣旨】 

本企画は、商品やサービスの特徴を３つの視点から分析し、わかりやすく訴求するものです。「デザイ
ン」「スペック」「開発者コメント」「ユーザーコメント」など、新聞社ならではの視点で多角的に分析・解説
することで、効果的に訴求することが可能です。 
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読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 商品、サービスについて３つの視点から分析し、記事と
写真でわかりやすく解説 

  ＜３つの視点の例＞ 

 デザイン、パッケージ、商品スペック、機能、使用例、
 アレンジ例、開発者やユーザーのコメント など 

• 商品、サービスの大きな写真 

• 大きな文字のメインコピー 

【7hints】 

大きな商品写真、読者向きの目線の人物写真を使うことで接
触率のアップにつながります。 
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【7hints】 

文字の大きさにメリハリをつけて読む順番をわからせることで、
接触率と理解度アップにつながります。 

【7hints】 

商品・サービスのベネフィットを明確にすることで、読者はさら
に読み進めやすくなります。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 企業理念や求める人材など、発信したいメッセージを企
業のトップのコメントとしてわかりやすい記事で紹介 

• 大きな文字のメインコピーには、企業のトップの考えで
象徴的なコメントを記載 

• メインビジュアルは企業のトップが語りかける姿 

【7hints】 

読者向き目線の人物写真を大きく使うことで接触率のアップ
につながります。 

• 企画タイトルと企業名を近くに配置することで、企画の
趣旨と広告主名の一体感を演出 

【企画趣旨】 

本企画は、企業のファンや商品の利用者、株主など様々なステークホルダーに対して企業のトップ自らが
その将来像を語ることで、一層の理解促進と支持層拡大を狙うものです。トップ自らの生のメッセージを
メインコピーで表現するビジュアルにより、多くの読者の共感を得ることができます。 
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【7hints】 
大きな文字は目立ち、読みやすくなります。 
わかりやすいコピーは理解度アップにつながります。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 商品やサービスの研究開発、品質向上などに携わるス
タッフの熱意やユーザーに向けたコメント紹介 

• 大きな文字のメインコピーには、プロジェクトリーダー
やスタッフのコメントで象徴的なものを記載 

• 企画タイトルと企業名を近くに配置することで、企画の
趣旨と広告主名の一体感を演出 

【7hints】 

開発や改善の体験談、秘話を紹介することで、読者は「自分
たち向けの」広告だと思います。 
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【7hints】 
大きな文字は目立ち、読みやすくなります。 
わかりやすいコピーは理解度アップにつながります。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 紙面全体は手帳をイメージしたデザイン 

• 企業や商品、サービスの記念日をメインビジュアル
として大きな文字でレイアウト 

• 企業や商品、サービスの特徴、開発秘話などを記事
でわかりやすく紹介 

• 歴史的な変遷、現在に至るまでの特筆すべきポイン
トを年表形式で紹介 

【7hints】 
図表やグラフ、写真等でデータを示すことで説得力が増
します。 

【企画趣旨】 

本企画は、企業の創業日や商品の発売日などの記念日をメインビジュアルとして展開するものです。記念日から現
在までの歴史的変遷や商品・サービスの特徴をわかりやすく紹介することで、効果的な訴求が可能です。 
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【7hints】 
文字の大きさで読む順番をわからせることで読みやすく
なります。 
わかりやすいコピーで接触率と理解度が高まります。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 紙面全体は手帳をイメージしたデザイン 

• 企業や商品、サービスの記念日をメインビジュアル
として大きな文字でレイアウト 

• 企業や商品、サービスの特徴、開発秘話などを記事
でわかりやすく紹介 

• 商品の特徴や使い方をわかりやすく紹介 

【7hints】 
具体的な使用例や使用感を紹介することで、読者は「自
分たち向けの」「役に立つ」広告だと思います。 
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【7hints】 
文字の大きさで読む順番をわからせることで読みやすく
なります。 
わかりやすいコピーで接触率と理解度が高まります。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 調査結果を踏まえ、貴社商品・サービスに関連する代表的な結果をメインコ
ピーにレイアウト 

• 調査結果について、表やグラフなどをインフォグラフィクスを用いて視覚的に
わかりやすくレイアウト 

• 調査の自由回答で寄せられた疑問について、Q&Aスタイルでわかりやすく
回答、解説 

事前調査実施 

＜掲載約３週間前＞ 

原稿制作 紙面掲載 
ランキングなど読者ニーズ把握 

調査結果UP 

＜調査から５営業日後＞ 

FAから読者の疑問を把握 

メインビジュアルに活用 

Q&Aコーナーに活用 

【企画趣旨】 

本企画は、読者が“今”気になっていることを事前調査し、読者のニーズや疑問に広告主が答えるインタ
ラクティブ性をもったものです。モニター調査を活用し事前に読者ニーズや疑問を把握することで、貴社
商品やサービスのメリットを的確に訴求できます。 
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【7hints】 
文字の大きさで読み順番をわからせることで、読みやすくなります。 
わかりやすいコピーで接触率と理解度がアップします。 

【7hints】 
データを示すことで説得力が増します。 

【7hints】 

使用方法や体験談などを具体的に示すことで、読者は「自分たち向け
の」広告だと思います。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 調査結果を踏まえ、貴社商品・サービスに関連する代表的な結果をメイン
コピーにレイアウト 

• 調査結果について、業種に応じたビジュアルで表やグラフを大きくレイア
ウト 

• 調査の自由回答で寄せられた疑問について、Q&Aスタイルでわかりやすく
回答、解説 

【7hints】 
特徴的で大きなイラストにより接触率がアップします。 
データを示すことで説得力が増します。 

使用方法や体験談などを具体的に示すことで、読者は「自分たち向けの」
広告だと思います。 
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事前調査実施 

＜掲載約３週間前＞ 

原稿制作 紙面掲載 
ランキングなど読者ニーズ把握 

調査結果UP 

＜調査から５営業日後＞ 

FAから読者の疑問を把握 

メインビジュアルに活用 

Q&Aコーナーに活用 

【7hints】 
文字の大きさで読み順番をわからせることで、読みやすくなります。 
わかりやすいコピーで接触率と理解度がアップします。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 企業のひろく一般的に知られる事業を紹介 

• 一般的にはあまり知られていないが、その企業の中核とな
る事業、世の中に大きな影響力を持つ事業を紹介 

• 事業内容や社員の取り組みなどについて記事でわかりやす
く解説 

【企画趣旨】 

企業活動には、一般的に良く知られている事業展開だけでなく、一般的にはあまり知られていなくてもその企業の
中核を担う事業や、社会全体を支える上で重要な事業もあります。本企画は、認知度の高い事業展開とあわせて
もうひとつの主要・中核事業を紹介し、その企業の価値・重要性を広く一般読者に理解してもらうものです。 
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【7hints】 

企業の知られていない側面を紹介すると、読者は「良い広告を出
している」と思います。 

【7hints】 

図表やグラフなどデータを使うことで、読者は説得力がある広告
だと思います。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



• 企業のひろく一般的に知られる事業を紹介 

• 一般的にはあまり知られていないが、その企業の中核とな
る事業、世の中に大きな影響力を持つ事業を紹介 

• 商品のスペック、使用方法、ユーザーの声などを記事でわ
かりやすく解説 
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【7hints】 

企業の知られていない側面を紹介すると、読者は「良い広告を出
している」と思います。 

【7hints】 
図表やグラフなどデータを使うことで説得力が増します。 

使用方法やユーザーの声を入れることで、読者は「役に立つ」
「自分たち向けの」広告だと思います。 

【7hints】 

文字の大きさにメリハリをつけ、上から下に読む順番をわかりや
すくすることで文章が読みやすくなり、理解度がアップします。 

読まれるためのクリエイティブの工夫 



＜YOMIURI ONLINE各種誘導枠（例）＞ ＜タイアップページ＞ 

Ａ
Ｄ 

ＡＤ 

誘導 

※Ｔｏｐ面などYOL各種誘導枠からタイアップページへ誘導をかけ
ます。誘導枠については商品内容に応じてプランを組みます。 

遷移 

【タイアップページプラン案】 

＜貴社サイト＞ 

広告主サイト 

情報量  ：A4×1P～２P程度 
掲載期間 ：2週間 
目標PV  ：1万PV 
タイアップ料金： 150万円（グロス・税抜） 
 ※目標PV数に応じて、タイアップ料金・期間も変更が可能です。 
  詳しくは担当営業までお問い合わせください。 

申込期限：掲載開始 １４営業日前 
 

YOMIURI ONLINE 
YOMIURI ONLINE（月間PV３億８０００万、UU８００万）は誰でも閲覧可能
な無料ニュースサイトです。 

速報性の高いニュース面に合わせ、金融、医療、教育など様々な情報
が豊富！現役就労世代が８割以上を占めるビジネスユーザーがYOLの
コアユーザーとなっています。 
さらに１５の多彩なWEBマガジン（下記参照）で、女性、若者、団塊世代
などをターゲットとし訴求することも可能！ 

商品内容に応じて、誘導枠プランを組みますので、詳しくは担当営業ま
でご連絡ください。 

【YOL展開イメージ】 

【お問い合わせ先】 読売新聞東京本社広告局広告第六部    TEL:03-6739-6302 

ＡＤ 

本企画は、YOMIURI ONLINEを活用したWEB展開も可能です！ 

紙面の採録 
（１～２ページ想定） 

協賛社リンクバナー 

※新聞紙面の掲載料金は含みません。 
※タイアップページの制作費は弊社で負担いたします。 
※新聞紙面とタイアップページの同日掲載をご希望の場合は、制作ス
ケジュールにご注意ください。詳しくは弊社担当までお問い合わせく
ださい。 
※タイアップページ下部に貴社HPへ遷移するリンクバナーを設置いた
します。リンク先のご指示をお願いいたします。 


