
スマートフォン広告メニューのご案内



スマホ・ウェルカムバナー

トップページにアクセスしたときに表示される特大のバナー広告です。

大きなインパクトで訴求することができます。
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スマホ・ウェルカムバナー 広告メニュー仕様
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実施媒体・
広告メ

ニュー仕様

掲載面
記事ウェルカムページ
（記事ページアクセス時に
表示）

スマートフォン最適化サイ
トのウェルカムページ

スマートフォン
（iPhone/Android）

最適化サイトの
ウェルカムページ

スマートフォン
（iPhone/Android）

最適化サイトの
ウェルカムページ

表示形式 ローテーション 貼り付け ローテーション ローテーション

枠数 ― 1 5 3

原稿サイズ 左右300×天地250ピクセル 左右300×天地250ピクセル 左右300×天地250ピクセル 左右300×天地250ピクセル

原稿種類 GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIFまたはJPEG、PNG

掲載開始日 ― 毎週火曜日 毎週火曜日 毎週火曜日

想定表示回数 ― 200,000imp 100,000imp 120,000imp

期間／回数 任意 1週間 1週間 1週間

料金（グロス） ¥6.0/imp ¥500,000 ¥300,000 ¥400,000

備考 ―

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

・クリエイティブの表示は6
秒以内
・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6
秒以内
・8時間毎のフリークエン
シーコントロールを設定



スマホ・ヘッダーパネル（動画）

記事ページの最上部に表示されるインパクトあるスペースです。

確実に読者の目線に飛び込むプレミアムメニューです。
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スマホ・ヘッダーパネル（動画） 広告メニュー仕様

5

実施媒体・広
告メニュー仕

様

メニュー名 スマホ・ヘッダーパネル スマホ・ヘッダー動画

掲載面
トップページを除く

ほぼ全ページ
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 ローテーション

枠数 1 ー

原稿サイズ
左右320×天地180ピクセル

画角16：9
（左右1280×天地720ピクセル以上）

原稿種類
GIF、JPEG、PNG
もしくは動画

MP4（推奨）
映像コーデック：H264
音声コーデック：AAC

ほかMOV、WMV、WEBM、OGV等

掲載開始日 任意 任意

想定表示回数 ― ー

期間／回数 任意 任意

料金（グロス） ¥3.0/imp ¥6.0/imp

備考 ―

・掲載スペース
左右320×天地180ピクセル

・12時間毎のフリークエンシー
コントロールを設定

・動画は30秒以内停止、
再生ボタンでリプレイ可

※入稿期限は、
掲載開始の10営業日前



スマホ・レクタングル

PC版レクタングルと同じサイズを採用し、インパクトのある大きな掲載面を確保できるメニューです。
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スマホ・レクタングル 広告メニュー仕様
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実施媒体・広
告メニュー仕

様

メニュー名 記事下パネル スマホ・レクタングル スマホ・レクタングル
スマホ・第1レクタン
グル／スマホ・第2レ

クタングル
スマホ・レクタングル

掲載面
TOPページを除くほぼ

全ページ

スマートフォン最適化
サイトの

ほぼ全ページ

スマートフォン最適化
サイトの

ほぼ全ページ

スマートフォン最適化
サイトの

ほぼ全ページ

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 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

枠数 ― ― ― ― ―

原稿サイズ
左右300×天地250

ピクセル
左右300×天地250

ピクセル
左右300×天地250

ピクセル
左右300×天地250

ピクセル
左右300×天地250

ピクセル

原稿種類 GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG

掲載開始日 任意 任意 任意 任意 任意

想定表示回数 ― ― ― ― ―

期間／回数 任意 任意 任意 任意 任意

料金（グロス） ¥4.0/imp ¥1.0/imp ¥2.0/imp

第1レクタングル
¥2.0/imp

第2レクタングル
¥1.5/imp

¥1.0/imp



スマホ・ウェブ・パネル
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第1ウェブ・パネル

第2ウェブ・パネル

ページ上部や記事内にビジュアルで表示される広告スペースです。

AD

AD

AD

AD

AD

第1ウェブ・パネル ウェブ・パネル

ダブルウェブ・パネル



スマホ・ウェブ・パネル 広告メニュー仕様
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実施媒体・広告メ
ニュー仕様

メニュー名
第1

ウェブ・パネル
第1

ウェブ・パネル
第2

ウェブ・パネル
ウェブ・パネル

ダブル
ウェブ・パネル

掲載面
スマートフォン(iPhone/Android)最適化サイトの

ほぼ全ページ

表示形式 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 ローテーション

枠数 ー ー ー ー ー

原稿サイズ
左右320×天地50

ピクセル
左右320×天地50

ピクセル
左右320×天地50

ピクセル
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 GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG GIF、JPEG、PNG

掲載開始日 任意 任意 任意 任意 任意

想定表示回数 － － ー － ー

期間／回数 任意 任意 任意 任意 任意

料金（グロス） ¥2.0/imp ¥2.0/imp ¥1.5/imp ¥2.0/imp ¥3.0/imp

備考 ― ― ― ― ―



スマホ・インフィード

記事見出しと同じフォーマットで見せる広告で、高いクリック率が期待できます。

11



スマホ・インフィード 広告メニュー仕様
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実施媒体・広告
メニュー仕様

掲載面 ほぼ全ページ
スマートフォン(iPhone/Android)
最適化サイトのほぼ全ページ

スマートフォン(iPhone/Android)
最適化サイトのほぼ全ページ

表示形式 ローテーション 貼り付け 貼り付け

枠数 ー 8 4

原稿サイズ

画像：左右224×天地126
ピクセル

テキスト：全角・半角問わず30文
字以内

画像：左右200×天地200
ピクセル

本文：全角38文字以内＋
表示会社名

画像：左右200×天地200
ピクセル

本文：全角38文字以内＋
表示会社名

原稿種類 サムネイル＋テキスト
画像：GIF、JPEG、PNG

本文：テキスト
画像：GIF、JPEG、PNG

本文：テキスト

掲載開始日 ー 毎週火曜日 毎週火曜日

想定表示回数 1,000,000imp 2,500,000imp 1,200,000imp

期間／回数 1週間 1週間 1週間

料金（グロス） ¥1,000,000 ¥200,000 ¥350,000

備考 ―

テキスト原稿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。

テキスト本文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。



スマホ・テキストアド

インプレッション数が多いことから、クリック数を多く獲得できる、効率の高い広告メニューです。
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スマホ・テキストアド 広告メニュー仕様
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実施媒体・広
告メニュー仕

様

掲載面
スマートフォン最適化サイ

トの
ほぼ全ページ

スマートフォン最適化サイト
の

ほぼ全ページ

PCサイト、スマートフォン
（iPhone・Android）最適化

サイトのほぼ全ページ

スマートフォン最適化サイト
の

ほぼ全ページ

表示形式 貼り付け 貼り付け ローテーション 貼り付け

枠数 ― 3 5 2

原稿サイズ
全角・半角を問わず35文字

以内
全角・半角を問わず38文字以

内
全角38文字以内

全角・半角を問わず36文字以
内

原稿種類 テキスト テキスト テキスト テキスト

掲載開始日 ― 毎週火曜日 毎週火曜日 毎週火曜日

想定表示回数 想定500,000imp 500,000imp 680,000imp 200,000imp

期間／回数 1週間 1週間 2週間 1週間

料金（グロス） ¥300,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥300,000

備考 ― ―
ＰCサイトとスマートフォン

最適化
サイトの両方に記載

―



お問い合わせ
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日経BP社
デジタルマーケティング局

〒105-8308 東京都港区虎ノ門4-3-12
TEL：03-6811-8029

FAX：050-3153-7329
E-mail：digi-ad@nikkeibp.co.jp 

今後も順次対応してまいります。
詳細は各媒体の担当者までお問い合わせください。


