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ナショナル ジオグラフィック日本版
Webサイト 媒体資料 2018年10月

地球の素顔を読者に届けるフォトジャーナル

■広告掲載の申込み・入稿については、以下の資料をご覧ください
http://adweb.nikkeibp.co.jp/adweb/wad/doc/bp_kitei.pdf
■HTML5入稿規定
http://adweb.nikkeibp.co.jp/adweb/wad/doc/bp_kitei_html5.pdf



2

ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト

ナショナル ジオグラフィック日本版 Webサイトは、
雑誌ナショナル ジオグラフィック日本版の案内ならびに、
ナショナル ジオグラフィック本誌では扱われなかった写真や、
本誌に関連した独自記事、動画、壁紙ダウンロードサービス
などのコンテンツで構成しています。
また、オリジナルコラムや著名人インタビューも多数お届け
しており、ナショナル ジオグラフィックの世界に共感する、
知的好奇心の強い読者へのブランディングが可能です。

地球の素顔を読者に届けるフォトジャーナル、ナショナル ジオグラフィックのWebサイト
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/

[問い合わせ先] nng-ad@nikkeibp.co.jp [AD Web] https://www.nikkeibp.co.jp/ad/atcl/netmedia/NNG/

サイトパフォーマンス

月間ページビュー数 11,591,947
月間ユニークユーザー数　※ 2,007,248

※ユニークブラウザ数をカウントした数字です。
◆2018年7月実績（Adobe Analytics調べ）

▶サイトデータ
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		月間ページビュー数 ゲッカン スウ		11,591,947

		月間ユニークユーザー数　※ ゲッカン スウ		2,007,248
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
広告メニュー 一覧

PCメニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金（グロス） 備考
ウェルカムバナー ウェルカムページ 貼り付け 1 1週間 100,000imp ¥1,500,000 期間保証
第1レクタングル ほぼ全ページ ローテーション ― 任意 ― \2.0/imp imp保証
第2レクタングル ほぼ全ページ ローテーション ― 任意 ― \1.0/imp imp保証

リコメンドボックス
「ニュース」「写真」「動画」
「連載」「TV」面の記事ページ

ローテーション 3 1ヶ月 800,000imp ¥800,000 期間保証

タイアップサイト（掲載費・制作費） ― ― ― 1ヶ月 ― ¥2,000,000 期間保証

PC動画メニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金（グロス） 備考

ビルボード
トップページを除く記事ページ
（ニュース、webナショジオ）

ローテーション ― 任意 ― \6.0/imp imp保証

インリード
トップページを除く記事ページ

（掲載位置は記事下付近）
ローテーション ― 任意 ― \5.0/imp imp保証

スマホメニュー名 掲載面 表示形式 枠数 期間/回数 想定表示回数 料金（グロス） 備考
第1ウェブ・パネル ほぼ全ページ ローテーション ― 任意 ― \3.0/imp imp保証
スマホレクタングル ほぼ全ページ ローテーション ― 任意 ― \2.0/imp imp保証

メール媒体名 メニュー名 配信頻度 枠数 期間/回数 想定配信数 料金（グロス） 備考
ナショジオ・メール HTMLメルマガバナー 毎週火・金曜日 2 1回 53,000通 ¥250,000 ―
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		PCメニュー名 メイ		掲載面 ケイサイ メン		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		枠数 ワク スウ		期間/回数 キカン カイスウ		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		料金（グロス） リョウキン		備考 ビコウ

		ウェルカムバナー		ウェルカムページ		貼り付け ハ ツ		1		1週間 シュウカン		100,000imp		¥1,500,000		期間保証 キカン ホショウ

		第1レクタングル ダイ		ほぼ全ページ ゼン		ローテーション		―		任意 ニンイ		―		\2.0/imp		imp保証 ホショウ

		第2レクタングル ダイ		ほぼ全ページ ゼン		ローテーション		―		任意 ニンイ		―		\1.0/imp		imp保証 ホショウ

		リコメンドボックス		「ニュース」「写真」「動画」
「連載」「TV」面の記事ページ シャシン ドウガ レンサイ メン キジ		ローテーション		3		1ヶ月 ゲツ		800,000imp		¥800,000		期間保証 キカン ホショウ



		タイアップサイト（掲載費・制作費） ケイサイ ヒ セイサクヒ		―		―		―		1ヶ月 ゲツ		―		¥2,000,000		期間保証 キカン ホショウ



		PC動画メニュー名 ドウガ ナ		掲載面 ケイサイ メン		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		枠数 ワク スウ		期間/回数 キカン カイスウ		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		料金（グロス） リョウキン		備考 ビコウ

		ビルボード		トップページを除く記事ページ
（ニュース、webナショジオ） ノゾ キジ		ローテーション		―		任意 ニンイ		―		\6.0/imp		imp保証 ホショウ

		インリード		トップページを除く記事ページ
（掲載位置は記事下付近） ノゾ キジ ケイサイ イチ キジ シタ フキン		ローテーション		―		任意 ニンイ		―		\5.0/imp		imp保証 ホショウ



		スマホメニュー名 メイ		掲載面 ケイサイ メン		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		枠数 ワク スウ		期間/回数 キカン カイスウ		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		料金（グロス） リョウキン		備考 ビコウ

		第1ウェブ・パネル ダイ		ほぼ全ページ ゼン		ローテーション		―		任意 ニンイ		―		\3.0/imp		imp保証 ホショウ

		スマホレクタングル		ほぼ全ページ ゼン		ローテーション		―		任意 ニンイ		―		\2.0/imp		imp保証 ホショウ



		メール媒体名 バイタイ メイ		メニュー名 メイ		配信頻度 ハイシン ヒンド		枠数 ワク スウ		期間/回数 キカン カイスウ		想定配信数 ソウテイ ハイシン スウ		料金（グロス） リョウキン		備考 ビコウ

		ナショジオ・メール		HTMLメルマガバナー		毎週火・金曜日 マイシュウ カ キンヨウビ		2		1回 カイ		53,000通 ツウ		¥250,000		―
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

ウェルカムバナー

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
メニュー名 ウェルカムバナー

掲載面
ウェルカムページ
（トップページまたは記事ページアクセス時に表示）

表示形式 貼り付け
枠数 1
原稿サイズ 左右640×天地480ピクセル/100KB以内
原稿種類 HTML5、GIF、JPEG、PNG
掲載開始日 毎週火曜日
想定表示回数 100,000imp
期間/回数 1週間
料金（グロス） ¥1,500,000

備考
12時間毎のフリークエンシーコントロールを設定
クリエイティブの表示は10秒以内


Sheet1

		媒体名 バイタイ		ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト ジオ

		メニュー名		ウェルカムバナー

		掲載面 ケイサイ メン		ウェルカムページ
（トップページまたは記事ページアクセス時に表示）

		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		貼り付け ハ ツ

		枠数 ワク スウ		1

		原稿サイズ ゲンコウ		左右640×天地480ピクセル/100KB以内 サユウ テンチ イナイ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		HTML5、GIF、JPEG、PNG

		掲載開始日 ケイサイ カイシビ		毎週火曜日 マイシュウ カヨウビ

		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		100,000imp

		期間/回数 キカン カイスウ		1週間 シュウカン

		料金（グロス） リョウキン		¥1,500,000

		備考 ビコウ		12時間毎のフリークエンシーコントロールを設定
クリエイティブの表示は10秒以内
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

第1レクタングル

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
メニュー名 第1レクタングル
掲載面 ほぼ全ページ
表示形式 ローテーション
枠数 ―
原稿サイズ 左右300×天地300（250）ピクセル/100KB以内
原稿種類 HTML5、GIF、JPEG、PNG
掲載開始日 任意
想定表示回数 ―
期間/回数 任意
料金（グロス） \2.0/imp


Sheet1

		媒体名 バイタイ		ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト ジオ

		メニュー名		第1レクタングル ダイ

		掲載面 ケイサイ メン		ほぼ全ページ ゼン

		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		ローテーション

		枠数 ワク スウ		―

		原稿サイズ ゲンコウ		左右300×天地300（250）ピクセル/100KB以内 サユウ テンチ イナイ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		HTML5、GIF、JPEG、PNG

		掲載開始日 ケイサイ カイシビ		任意 ニンイ

		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		―

		期間/回数 キカン カイスウ		任意 ニンイ

		料金（グロス） リョウキン		\2.0/imp
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

第2レクタングル

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
メニュー名 第2レクタングル
掲載面 ほぼ全ページ
表示形式 ローテーション
枠数 ―
原稿サイズ 左右300×天地300（250）ピクセル/100KB以内
原稿種類 HTML5、GIF、JPEG、PNG
掲載開始日 任意
想定表示回数 ―
期間/回数 任意
料金（グロス） \1.0/imp
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		媒体名 バイタイ		ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト ジオ

		メニュー名		第2レクタングル ダイ

		掲載面 ケイサイ メン		ほぼ全ページ ゼン

		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		ローテーション

		枠数 ワク スウ		―

		原稿サイズ ゲンコウ		左右300×天地300（250）ピクセル/100KB以内 サユウ テンチ イナイ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		HTML5、GIF、JPEG、PNG

		掲載開始日 ケイサイ カイシビ		任意 ニンイ

		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		―

		期間/回数 キカン カイスウ		任意 ニンイ

		料金（グロス） リョウキン		\1.0/imp







7
※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

リコメンドボックス

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
メニュー名 リコメンドボックス

掲載面
「ニュース」「写真」「動画」「連載」「TV」面の
記事ページ

表示形式 ローテーション
枠数 3

原稿サイズ
画像：100KB以内
タイトル：全角30文字以内
＋表示会社名

原稿種類
画像：JPEG
タイトル：テキスト

掲載開始日 毎週火曜日
想定表示回数 800,000imp
期間/回数 1ヶ月
料金（グロス） ¥800,000

備考
タイトルの下に正式社名を表示。
株式会社や（株）などは外します。
社名に含まれる英数字は半角に統一して掲載いたします。
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		媒体名 バイタイ		ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト ジオ

		メニュー名		リコメンドボックス

		掲載面 ケイサイ メン		「ニュース」「写真」「動画」「連載」「TV」面の
記事ページ シャシン ドウガ レンサイ メン キジ

		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		ローテーション

		枠数 ワク スウ		3

		原稿サイズ ゲンコウ		画像：100KB以内
タイトル：全角30文字以内
＋表示会社名 ガゾウ イナイ ゼンカク モジ イナイ ヒョウジ カイシャ メイ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		画像：JPEG
タイトル：テキスト ガゾウ

		掲載開始日 ケイサイ カイシビ		毎週火曜日 マイシュウ カヨウビ

		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		800,000imp

		期間/回数 キカン カイスウ		1ヶ月 ゲツ

		料金（グロス） リョウキン		¥800,000

		備考 ビコウ		タイトルの下に正式社名を表示。
株式会社や（株）などは外します。
社名に含まれる英数字は半角に統一して掲載いたします。
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト Special
タイアップサイト標準パッケージ

掲載面 表示形式 期間/回数 想定表示回数 サイズ
★ タイアップサイト（掲載費・制作費） ― ― ― A4サイズ2ページ（約3,000文字）程度

1 第1レクタングル ほぼ全ページ ローテーション 500,000imp保証
左右300×天地300（250）ピクセル/100KB以内
（HTML5,GIF,JPEG,PNG）

2
クローズアップ
※掲載レポートはありません

ほぼ全ページ 貼り付け 2,000,000imp
左右70×天地70ピクセル/30KB以内
（静止画GIF,JPEG,PNG）
全角28文字以内＋表示会社名（テキスト）

3 リコメンドボックス
「ニュース」「写真」

「動画」「連載」「TV」
面の記事ページ

ローテーション 800,000imp
画像：100KB以内（JPEG）
タイトル：全角33文字以内
＋表示会社名（テキスト）

4 ナショジオ・メール HTMLメルマガバナー ― ― 4回 53,000通/回

左右500×天地300ピクセル/50KB以内
（静止画GIF,JPEG,PNG）
タイトル 全角18文字以内、
本文 全角65文字以内＋表示会社名（テキスト）

ナショジオ　メニュー名

1ヶ月

料金 ￥2,000,000（グロス） ※雑誌タイアップを流用する場合は100万円（グロス）で本標準パッケージを承ります。詳細はお問い合わせください。
※遠方取材は別途費用がかかります。

地球の自然、文化、環境、生命に深い興味を持つオピニオン・リーダーに向けて、
あらゆるトピックのコンテンツを発信していきます

タイアップサイト★ナショジオ・メールトップページ

タイアップ
サイトへ

ニュース面/写真/動画/連載/TV
記事ページ

2

1

3

4


Sheet1

		ナショジオ　メニュー名 メイ				掲載面 ケイサイ メン		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		期間/回数 キカン カイスウ		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		サイズ

		★		タイアップサイト（掲載費・制作費） ケイサイ ヒ セイサクヒ		―		―		1ヶ月 ゲツ		―		A4サイズ2ページ（約3,000文字）程度 ヤク モジ ジ テイド

		1		第1レクタングル ダイ		ほぼ全ページ ゼン		ローテーション				500,000imp保証 ホショウ		左右300×天地300（250）ピクセル/100KB以内
（HTML5,GIF,JPEG,PNG） サユウ テンチ イナイ

		2		クローズアップ
※掲載レポートはありません ケイサイ		ほぼ全ページ ゼン		貼り付け ハ ツ				2,000,000imp		左右70×天地70ピクセル/30KB以内
（静止画GIF,JPEG,PNG）
全角28文字以内＋表示会社名（テキスト） サユウ テンチ イナイ ゼンカク モジ イナイ ヒョウジ カイシャ メイ

		3		リコメンドボックス		「ニュース」「写真」
「動画」「連載」「TV」
面の記事ページ シャシン ドウガ レンサイ メン キジ		ローテーション				800,000imp		画像：100KB以内（JPEG）
タイトル：全角33文字以内
＋表示会社名（テキスト） ガゾウ イナイ

		4		ナショジオ・メール HTMLメルマガバナー		―		―		4回 カイ		53,000通/回 ツウ カイ		左右500×天地300ピクセル/50KB以内
（静止画GIF,JPEG,PNG）
タイトル 全角18文字以内、
本文 全角65文字以内＋表示会社名（テキスト） サユウ テンチ イナイ セイシガ ゼンカク モジ イナイ ホンブン ゼンカク モジ イナイ
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

ビルボード

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
メニュー名 ビルボード

掲載面 トップページを除く記事ページ
（ニュース、webナショジオ）

表示形式 ローテーション

枠数 -

原稿サイズ 左右970×天地250ピクセル/100KB以内

原稿種類 HTML5、GIF、JPEG、PNG

掲載開始日 任意

想定表示回数 -

期間/回数 任意

料金(グロス) ¥6.0/imp

備考 12時間毎のフリークエンシーコントロールを設定
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

インリード

ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト
インリード
トップページを除く記事ページ（掲載位置は記事下付近）
MP4
16:9（4:3は非対応）
\5.0/imp
12時間毎のフリークエンシ―コントロールを設定

媒体名

掲載面

その他

ファイル形式
画角

料金（グロス）

メニュー名

拡大図
記事スクロール後
ページ下部に表示

音声は、マウス
オーバー時にON


Sheet1

		媒体名 バイタイ ナ				ナショナル ジオグラフィック日本版Webサイト ニホン ハン

		メニュー名 ナ				インリード

		掲載面 ケイサイ メン				トップページを除く記事ページ（掲載位置は記事下付近） ノゾ キジ ケイサイ イチ キジ シタ フキン

		ファイル形式 ケイシキ				MP4

		画角 ガカク				16:9（4:3は非対応） ヒ タイオウ

		料金（グロス） リョウキン				\5.0/imp

		その他 タ				12時間毎のフリークエンシ―コントロールを設定 ジカン ゴト セッテイ
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

スマホ・第1ウェブ・パネル

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版 スマホサイト
メニュー名 第1ウェブ・パネル
掲載面 スマートフォン最適化サイトのほぼ全ページ
表示形式 ローテーション
枠数 ―
原稿サイズ 左右320×天地50ピクセル/左右320×天地100ピクセル
原稿種類 GIF、JPEG、PNG
掲載開始日 任意
想定表示回数 ―
期間/回数 任意
料金（グロス） \3.0/imp


Sheet1

		媒体名 バイタイ		ナショナル ジオグラフィック日本版 スマホサイト ニホンバン

		メニュー名		第1ウェブ・パネル ダイ

		掲載面 ケイサイ メン		スマートフォン最適化サイトのほぼ全ページ サイテキカ ゼン

		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		ローテーション

		枠数 ワク スウ		―

		原稿サイズ ゲンコウ		左右320×天地50ピクセル/左右320×天地100ピクセル サユウ テンチ サユウ テンチ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		GIF、JPEG、PNG

		掲載開始日 ケイサイ カイシビ		任意 ニンイ

		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		―

		期間/回数 キカン カイスウ		任意 ニンイ

		料金（グロス） リョウキン		\3.0/imp
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

スマホ・レクタングル

媒体名 ナショナル ジオグラフィック日本版 スマホサイト
メニュー名 レクタングル
掲載面 スマートフォン最適化サイトのほぼ全ページ
表示形式 ローテーション
枠数 ―
原稿サイズ 左右300×天地250ピクセル/150KB以内
原稿種類 GIF、JPEG、PNG
掲載開始日 任意
想定表示回数 ―
期間/回数 任意
料金（グロス） \2.0/imp


Sheet1

		媒体名 バイタイ		ナショナル ジオグラフィック日本版 スマホサイト ニホンバン

		メニュー名		レクタングル

		掲載面 ケイサイ メン		スマートフォン最適化サイトのほぼ全ページ サイテキカ ゼン

		表示形式 ヒョウジ ケイシキ		ローテーション

		枠数 ワク スウ		―

		原稿サイズ ゲンコウ		左右300×天地250ピクセル/150KB以内 サユウ テンチ イナイ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		GIF、JPEG、PNG

		掲載開始日 ケイサイ カイシビ		任意 ニンイ

		想定表示回数 ソウテイ ヒョウジ カイスウ		―

		期間/回数 キカン カイスウ		任意 ニンイ

		料金（グロス） リョウキン		\2.0/imp
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※表示回数・配信数は目安であり、それらを保証するものではございません。
※料金には別途消費税がかかります。 ※料金、枠数、仕様等は、予告なく変更する場合がございます。 ※申込み、入稿については別途資料でご確認ください。

ナショジオ・メール HTMLメルマガバナー

メール媒体名 ナショジオ・メール
メニュー名 HTMLメルマガバナー
枠数 2

原稿サイズ
画像：左右500×天地300ピクセル/50KB以内
タイトル：全角18文字以内
本文：全角65文字以内＋表示会社名

原稿種類
画像：GIF（静止画のみ）、JPEG、PNG
タイトル・本文：テキスト

配信頻度 毎週火・金曜日
想定配信数 53,000通
料金（グロス） ¥250,000

備考

HTMLメール、アニメーションGIF不可
［表示会社名］
テキスト本文付近に正式社名を表示。株式会社や（株）などは
外します。
社名に含まれる英数字は半角に統一して掲載いたします。


Sheet1

		メール媒体名 バイタイ		ナショジオ・メール

		メニュー名		HTMLメルマガバナー

		枠数 ワク スウ		2

		原稿サイズ ゲンコウ		画像：左右500×天地300ピクセル/50KB以内
タイトル：全角18文字以内
本文：全角65文字以内＋表示会社名 ガゾウ サユウ テンチ イナイ ゼンカク モジ イナイ ホンブン ゼンカク モジ イナイ ヒョウジ カイシャメイ

		原稿種類 ゲンコウ シュルイ		画像：GIF（静止画のみ）、JPEG、PNG
タイトル・本文：テキスト ガゾウ ホンブン

		配信頻度 ハイシン ヒンド		毎週火・金曜日 マイシュウ ヒ キンヨウビ

		想定配信数 ソウテイ ハイシン カズ		53,000通 ツウ

		料金（グロス） リョウキン		¥250,000

		備考 ビコウ		HTMLメール、アニメーションGIF不可
［表示会社名］
テキスト本文付近に正式社名を表示。株式会社や（株）などは
外します。
社名に含まれる英数字は半角に統一して掲載いたします。 フカ ホンブン フキン






	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

