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デイリー新潮とは？

①「これが知りたかった！」を届ける
スクープを読んだときの驚き、話題の出来事の裏側を知ったときの納得感――

様々な「これが知りたかった！」を読者に届けます

②最新の情報を速く、深く
週刊新潮による最新の調査報道に加え、専任取材班が政治・事件・エンタメを深堀り。

速く、深い情報を発信します

③幅広い執筆陣
総合出版社ならではのネットワークを生かし、研究者やジャーナリスト、タレント、お笑い芸人など、幅広い

領域のトップランナーたちによるコラム、最新の学術研究、健康情報など読者の役に立つ情報を掲載します
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デイリー新潮のユーザープロフィール

URL PV UU

https://www.dailyshincho.jp/ 約5,700万 PV/月 約1,200万 UU/月

35-44歳

45-54歳

25-34歳

65歳以上

55-64歳

18-24歳

年齢層

21.3%

35-44歳が全体の約3割を占める

17.1%

27.1%
男性

女性

52.2%

男女比

47.8%

男性ユーザーが少し多め

数値は全て2020年9月のもの（自社GoogleAnalytics調べ）



幅広い外部配信先 豊富な著名人の起用事例
訪問者の動機トップは
「情報収集」
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多方面にわたり配信提携を行い、

デイリー新潮の強味である

「高い速報性、濃い内容」を

幅広い読者ユーザー層へ

お届けしています。

外部配信の総PVは

2020年9月実績値で約2億7千万PV！

TU広告には出版社ならではのネットワークで、

幅広い作家や著名人を起用可能。

下記は近年の「週刊新潮」TUでの起用実績です。

羽田圭介、石田衣良、角田光代、

江國香織、和田竜、吉田修一、三浦しをん、

桐野夏生、朝井リョウ、海堂尊

渡辺明（将棋三冠）、村上佳菜子（プロフィギュアスケーター）、

草野仁（キャスター）、石原良純（俳優）、

河瀬直美（映画監督）、野口健（登山家）ほか多数！

デイリー新潮訪問者の動機は

約37％で「情報収集」がトップ。

情報感度の高い読者が集まっています。

デイリー新潮の3つの特徴

調査期間：2020年3月27日～3月30日

調査委託先：マクロミル 複数選択式



広告メニュー 一覧表
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メニュー デバイス 料金（税別） 単価 期間 保証PV/保証imp 備考

記事
タイアップ

共通 1,500,000円 ー
トップ面30日間掲出保証

アーカイブ1年保証

1万PV
（30日間）

制作費別途※

週刊新潮転載 共通 500,000円 ー 保証なし

純広告
ビルボード

PC 700,000円 0.7円 無期限 100万imp

お申込み期限は

10営業日前まで

です

SP 600,000円 0.6円 無期限 100万imp

純広告
レクタングル

PC 500,000円 0.5円 無期限 100万imp

SP 600,000円 0.6円 無期限 100万imp

・金額は全てグロス表記です。

・保証PVと保証impは上記が最低ロットとなります。追加をご希望の場合はお問い合わせください。

・「週刊新潮転載」は、週刊新潮に掲載したTU記事をウェブ用にリデザインし、流用掲載するプランです。

・純広告メニューは、当該枠の空き状況により、ご案内できない場合もございます。

※著名人の起用や出張取材の場合、追加費用が発生します。詳しくはお見積りにてご相談させていただきます。
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デイリー新潮の記者が取材・執筆。

単なる広告としてだけでなく、“読ませる内容”に仕上げます。

TU事例：JAグループさま 2020年10月掲載

記事タイアップ

体裁

記事 見出し：全角20文字程度 記事：全角1000文字程度（応相談）

画像 サイズ：応相談 形式：GIF/JPG（アニメ不可） 点数：複数点（動画の埋め込み可）

リンク URL：1カ所

掲載期間
デイリー新潮のサイトトップへのリンク設置を30日間保証
記事アーカイブは最低1年間を保証
（ただし、著名人を起用の場合はご本人への確認が必要です）

誘導枠
①サイトトップの記事一覧にサムネイルで表示
②記事ページ右カラム下の「おすすめPR」欄
※一部特集等を除く全ページに掲出

PV 1万PV保証

オリエン 実施必須

掲載料金
1,500,000円（グロス/税別）

制作費別途（ネット/税別）※通常は発生しません

申込期限 掲載開始30営業日前

制作期間 取材日より20営業日程度

レポート 記事広告ページの日別PV数、年齢比率、性別比率（その他、ご相談ください）

備考

詳細な制作スケジュールはオリエン時にご相談とさせていただきます。

誘導枠のうち、サイトトップのサムネイルは、
複数案件が重なった場合はランダムでの表示となります。

純広告バナーとのセット販売も可能です。お問い合わせください。

リンクの設置を2つ以上ご希望の場合は、別途ご相談ください。

サイトトップのリンク設置箇所
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掲載面 全ページ、またはページ指定

露出量 100万imp保証より

料金 700,000円（税別）～ （単価0.7円）

入稿原稿
970×250px GIF/JPG/PNG 100KB以内 動画は100MB/30秒以下

※容量につきましてご要望がある場合、担当者へお問い合わせ下さい。

入稿可能原稿数 1本

差し替え 不可

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間～（月曜12:00掲載開始）※応相談

入稿締切 5営業日前

レポート imp数、Click数、CTR

備考

この商品はimp保証であり、期間を保証するものではありません。
保証imp数に達しない場合は期間を延長する場合があります。
impは掲載期間内において均等に配信されるものではなく、
一部配信されない時間帯もございます。あらかじめご了承ください。

大災害などの大きなニュースがあった場合、

前後に臨時の記事タイトルが入る場合があります。

掲載されたカテゴリー別のレポートはお出ししておりません。

全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

※掲載面の指定はご相談可能です。

動画にてご入稿いただきますと、

より視認率の向上が期待できます。

画面占有率が高い枠なので、

ブランディング配信時におすすめです。

PC ビルボード

掲載枠

A d

A d

A d
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掲載面 トップページ、記事詳細ページなど

保証imp 100万imp保証より

料金 600,000円（税別）～ （単価0.6円）

入稿原稿
320×180px GIF/JPG/PNG 50KB以内 動画は100MB/30秒以下

※容量につきましてご要望がある場合、担当者へお問い合わせ下さい。

差し替え 不可

枠数 1枠

同時出稿本数 最大2本同時出稿可能

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間（月曜12:00掲載開始）※応相談

入稿締切 5営業日前

レポート imp数、Click数、CTR

備考

この商品はimp保証であり、期間を保証するものではありません。
保証imp数に達しない場合は期間を延長する場合があります。
impは掲載期間内において均等に配信されるものではなく、
一部配信されない時間帯もございます。あらかじめご了承ください。

大災害などの大きなニュースがあった場合、

前後に臨時の記事タイトルが入る場合があります。

掲載されたカテゴリー別のレポートはお出ししておりません。

全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

※掲載面の指定はご相談可能です。

動画にてご入稿いただきますと、

より視認率の向上が期待できます。

TOP面はもちろん、

ページカテゴリーごとの配信も承ります。

SP ビルボード

掲載枠

掲載枠

A d

A d
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掲載面 記事詳細ページ（一部カテゴリーを除く）

露出量 100万imp保証より

料金 500,000円（税別）～ （単価0.5円）

入稿原稿

300×250px GIF/JPG/PNG 50KB以内 動画は100MB/30秒以下

※容量につきましてご要望がある場合、担当者へお問い合せください。

入稿可能原稿数 最大4本

差し替え 不可

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間～（月曜12:00掲載開始）※応相談

入稿締切 5営業日前

レポート imp数、Click数、CTR

備考

この商品はimp保証であり、期間を保証するものではありません。
保証imp数に達しない場合は期間を延長する場合があります。
impは掲載期間内において均等に配信されるものではなく、
一部配信されない時間帯もございます。あらかじめご了承ください。

大災害などの大きなニュースがあった場合、

前後に臨時の記事タイトルが入る場合があります。

掲載されたカテゴリー別のレポートはお出ししておりません。

全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

※掲載面の指定はご相談可能です。

画面右上のファーストレクタングルに掲出します。

CPMも安くおすすめのメニューです。

PC レクタングル

掲載枠

A d

A d
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掲載面 トップページ、記事詳細ページ（一部カテゴリーを除く）

露出量 100万imp保証

料金 600,000円（税別）～ （単価0.6円）

入稿原稿
300×250px GIF/JPG/PNG 50KB以内 動画は100MB/30秒以下

※容量につきましてご要望がある場合、担当者へお問い合せください。

入稿可能原稿数 最大4本

差し替え 不可

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間～（月曜12:00掲載開始）※応相談

入稿締切 5営業日前

レポート imp数、Click数、CTR

備考

この商品はimp保証であり、期間を保証するものではありません。
保証imp数に達しない場合は期間を延長する場合があります。
impは掲載期間内において均等に配信されるものではなく、
一部配信されない時間帯もございます。あらかじめご了承ください。

大災害などの大きなニュースがあった場合、

前後に臨時の記事タイトルが入る場合があります。

掲載されたカテゴリー別のレポートはお出ししておりません。

全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

※掲載面の指定はご相談可能です。

記事本文部分に掲出される

視認性・CTRともに高いメニューです。

記事前部と記事後部を合わせたセット配信も可能です。

SP レクタングル

掲載枠

掲載枠

A d
A d
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原稿規定

フォーマット 原稿サイズ ファイル容量 ファイル形式 同時掲載本数 入稿期限 備考

ビルボード

970x250

50KB以内 GIF/JPG/PNG 4本まで 掲載開始★営業日前

・原稿差し替え1週間単位

・アニメーション使用時は別途ご相談

・動画は100MB/30秒以下まで

320x180

レクタングル 300x250

入稿規定

広告原稿

掲載可否確認

• 掲載前に会社概要、原稿内容（広告商品）、リンク先の審査をさせていただきます。

• 内容により、掲載をお断りする場合がございます。掲載基準により、お申し込み後でも掲載をお断り・中止することがございますのでご了承ください。

• なお、広告原稿中に広告主の社名または商品名が明記されていることが掲載の条件になります。

入稿方法について メールでお送りいただきますようお願いします。

同業他社との同載について 同業他社との同載回避の調整は行いませんので、ご了承下さい。

広告責任の所在 広告の内容やリンク先のサイト内に関しての問題が生じた場合は、広告主の責任において処理・ご対応をお願いします。

掲載レポート 掲載後速やかに日別でのimp数、Click数を報告いたします。
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以下の項目に該当する広告は、掲載をお断りさせていただきます。

また、小社の媒体に初めて出稿される広告主様に関しましては、事前に会社概要のご提出をお願い致します。

1. 責任の所在が不明確なもの。（問い合わせ先が不明確なもの）

2. 以下のような表現、あるいはコンテンツに該当するもの。

広告掲載基準

• タバコ、アルコール、アダルト、国内の公的機関に届け出のない金融・投資関連、ギャンブルに関わるもの。

• 出会い系の要素を含むもの。

• 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの。

• 公序良俗に著しく反する内容を含むもの。

• 宗教・信仰に関わり、布教活動を目的としたもの。

• 医薬品、化粧品、健康食品および医療機関等において、各種法令が定める表現の範囲を逸脱するもの。

• 非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。

• 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの。

• 特定人物の氏名、写真、談話などの無断使用や、商標権、著作権、肖像権などの侵害にあたるおそれのあるもの。

• 内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの。

• 詐欺行為や、いわゆる悪質商法とみなされるもの。

• 最大級・絶対的表現など、誇大表現のおそれがあると判断されるもの。

• 広告/表示を規制する各種法令等に違反するもの。

• その他、（株）新潮社が不適切と判断したもの。
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株式会社新潮社 広告部

〒162-8711 東京都新宿区矢来町71

TEL 03-3266-5211 FAX 03-3266-5235

広告に関する問い合わせ先

広告部共有メールアドレス

infoad@shinchosha.co.jp

新潮社広告部サイトAD-wave

https://shinchosha-ad.jp/


