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総合ニュースサイト『デイリー新潮』では、“医療” “健康” “介護”に関する記事

をまとめた新コーナー【ドクター新潮】をオープンしました。

弊社では2017年～2019年に、MOOK『ドクター週刊新潮』を発行しましたが、

「スマホやパソコンで気軽に読みたい」という読者の要望が多く寄せられたため、

この度『デイリー新潮』サイト内に新コーナー【ドクター新潮】を設置する運び

となりました。

本企画は、これまで『デイリー新潮』が配信した500件を超える“医療” “健康”

“介護”に関する記事の中から、選りすぐりの情報を再編集したページです。今後は

新着記事も続々配信し、病気や健康に関する最新情報が手に入る「楽しく読んで、

役に立つ」サイトを目指します。

広告メニューも取り揃えていますので、この機会にぜひ広告出稿をご検討いた

だけますようお願い申し上げます。

https://www.dailyshincho.jp/drshincho/
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（ビルボード）

【画面イメージ】ドクター新潮 TOP面
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【画面イメージ】ドクター新潮記事ページ
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「医療」 がん
認知症
肺炎
熱中症
眼科・耳鼻科
薬

「健康」 食事
運動
免疫力
長寿
整体

「介護」 在宅介護

「その他」 年金
保険

【記事カテゴリー】

病気や医療について、分野ごと
に詳しく知ることが出来るため、
病院や専門医はもちろん、医薬
品メーカーなどにも最適。

健康を気にする全ての人に向け
た訴求が出来るため、健康食品
やサプリメント、健康器具、ス
ポーツジムなど多様なクライア
ントを想定。

介護施設やサービス、介護用品
など、介護に関するクライアン
ト向け。

年を重ねることへの興味関心が
高い世代がターゲット。金融・
保険などのクライアントへ。
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Ａ. 記事タイアップ（1万PV保証）

●デバイス PC・SP

●掲載期間 30日間（下記誘導枠へのリンク設置）
※記事アーカイブは1年間保証

●保証 1万PV保証

●誘導枠 「デイリー新潮」サイトTOP面
※サイトTOPの記事一覧にサムネイルで表示

●料金 1,500,000円

Ｂ. 記事タイアップ（PV保証なし）

●デバイス PC・SP

●掲載期間 30日間（下記誘導枠へのリンク設置）
※記事アーカイブは1年間保証

●保証 PV保証なし

●誘導枠 「ドクター新潮」コーナーTOP面
※コーナーTOPのビルボードに表示

●料金 750,000円

【広告メニュー】タイアップ

サイトトップのリンク設置箇所
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Ｃ. 純広告（「ドクター新潮」内ビルボード）

●デバイス PC・SP

●掲載期間 30日間（imp保証なし）

●掲載位置 ドクター新潮TOP面

●原稿サイズ PC : 970×250px
SP : 320×180px

●料金 PC・SP : 400,000円
PCのみ : 200,000円
SPのみ : 300,000円
※複数社出稿の場合は、ローテーション表示

【広告メニュー】純広告
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【誘導枠】（デイリー新潮 TOP面）
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【誘導枠】（デイリー新潮 PC記事ページ）
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【 配信プラン】

Yahoo!スポンサードコンテンツページ

※Yahoo!ニュースを含む、ヤフードメインに掲載した広告から誘導

基本メニュー 1万PV保証

掲載料金 G100万円～

保証PV 10,000PV～（追加可能）

掲載期間
1か月以内に実施
※アーカイブ期間は3ヵ月を保証

セグメント追加 別途お見積り

※掲載できない商品・サービス・テーマがあります。事前にご相談ください。

★ Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツのリンク

Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型） 記事タイアップを、国内最大級のニュースサイト

「Yahoo!ニュース」内に掲載し情報拡散をはかるメニューです

1万PV保証G100万円から発注可能

商材に合わせ､性別や年齢、関心セグメントを区切ったターゲ

ティングも可能（オプション料金）
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基本メニュー 1万PVブースト保証

掲載料金 G60万円

保証PV 10,000PV

記事TUの最低保証を1万PVから2万PVに
グレードアップします。セグメントは男女

までは無料で指定いただけますが、情報拡

散の最大化には、スマートニュースのAIに
よるオールリーチがおすすめです。

オプション セグメント追加（年齢）

料金 G10万円～

年齢

19歳以下、20歳 - 24歳、

25歳 - 29歳、30歳 - 34歳、

35歳 - 39歳、40歳 - 49歳、

50歳以上

商材に合わせ、ターゲットの年齢を絞るオプショ

ンです。母数により誘導単価が変動するため、別

途お見積りにてご相談とさせて頂きます。

※スマートニュースが一部行動推定より判断します。

オプション セグメント追加（カテゴリー）

料金 G20万円～

年齢

自動車、ビューティ&ケア、キャリア、

恋愛&結婚、教育、エンタメ、ファミリー、

マネー&金融、グルメ、ゲーム&アニメ、

健康&ヘルスケア、政治、ペット、不動産、

ショッピング、スポーツ、ファッション、

テクノロジー、スマートフォン、旅行

商材に合わせ、興味・関心でセグメントを指定頂けるオプ

ションです。母数により誘導単価が変動するため、別途お

見積りにてご相談とさせて頂きます。

※スマートニュースが一部行動推定より判断します。

記事タイアップ

ঌ
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アプリ内のニュースフィードと
掲載面からデイリー新潮へ遷移

【 ブーストプラン】SPのみ

記事タイアップをキュレーションニュースメディア
「SmartNews」内に掲載し､情報拡散をはかるメニューです

1万PV保証G60万円から発注可能

商材に合わせ､性別や年齢、関心セグメントを区切ったター
ゲティングも可能（オプション料金）
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◆決定申込 掲載の6週前

◆オリエン 掲載の5週前

◆構成案提出 掲載の4週前

◆取材・撮影 掲載の3週前

◆制作 (1週間程度)

◆原稿チェック (中2～3日程度)

◆再校チェック (中2～3日程度)

◆掲載

タイアップ広告制作スケジュール（目安）
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◆ドクター新潮 ユーザー 486,806 UU／月間
ページビュー 1,536,517 PV／月間
ページ/セッション 3.65
滞在時間 00:00:55

◆読者プロフィール

【読者プロフィール】※2022年8月実績
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【人気記事】2021年1月～2022年5月
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・市販薬と病院の薬、効果の違いは？ 薬剤師が教えるドラッグストアの賢い使い方（医療／薬）
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/11081056/

・白内障手術で「認知症発症リスク」は30％低減 50代で2人に1人、80代でほぼ全員が発症（医療／眼科）
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/05081056/

・免疫機能に効く「最強のお鍋」の作り方 抗酸化物質が含まれる食材は？（健康／食事）
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/02141056/

・がん患者の最後の希望「光免疫療法」の保険診療が開始 腫瘍が縮小？すでに受けられる病院は（医療／がん）
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/07191056/

・「R-1」「ヤクルト1000」各社の乳酸菌飲料の効果を徹底比較 目的ごとのオススメは？（健康／免疫力）
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03201059/

・自粛で悪化する「腰痛」「ひざ痛」 自宅でできる「セルフ矯正」とは？（健康／整体）
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/05221058/

・「歯周病」でコロナのリスクが増大 「すい臓がん」「認知症」「心筋梗塞」にも影響（医療／歯科）
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10191056/

・「すぐに検索」やめてみる、「ナビ」になるべく頼らない…スマホ認知症を防ぐ10の心得（医療／認知症）
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/08250800/

・「ワイン飲みはボケない」という研究結果の気になる中身（医療／認知症）
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/06210557/

・フリーアナ・町亞聖が語る「ヤングケアラー」問題の本質 高校時代に母親を介護した経験が（介護）
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/01161056/

【人気記事】2021年1月～2022年5月
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株式会社新潮社

◆広告部

TEL 03-3266-5211(代)

mail infoad@shinchosha.co.jp（広告部共有）

◆ブランド戦略部（担当：髙橋大）

TEL 03-3266-5550(代) 070-3798-9640(直)

mail dai@shinchosha.co.jp

ドクター新潮 https://www.dailyshincho.jp/drshincho/

デイリー新潮 https://www.dailyshincho.jp/

新潮社広告部サイト https://shinchosha-ad.jp/

【問合せ先】
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