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ぜんぶ見せます、しゃべります！

2019年10月23日改訂版



今すぐ！
アクセス

http://race.sanspo.com/スマホも対応

さらに2017年9月中旬から、地方競馬ページ内に楽天競馬投票サイトへの

リンクを設置。ページ内からそのまま地方競馬の馬券を購入できます。

2

サンケイスポーツ、週刊Gallop、競馬エイト、夕刊フジ。産経新聞グループの総力を結集したレース総合

サイト。2017年4月、紙面、サイトともに「サンスポ ZBAT!」とブランドを統一化。読者の目に触れる機

会を増やし、サンスポをより身近に感じてもらいます。

サイトでは、膨大な中央競馬の予想や情報を提供するほか、スポーツ紙サイトとしてはかつてないボリュ

ームで、地方競馬を盛り上げます。当日の開催全場のスケジュールがひと目でわかり、出馬表やレース結

果も閲覧できます。また、南関東４場、園田、門別競馬の全レースの縦組み「ＰＤＦ馬柱」、驚異の的中

率で話題沸騰の「パドックＬＩＶＥ診断」も掲載します（※随時掲載する競馬場を追加予定、一部コンテ

ンツは有料）。
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アクセス数

9,725,000

1,420,000

月間ユーザー数

月間ページビュー

45-54歳

24.0% 35-44歳

31.8%

25-34歳

20.5%

18-24歳

3.6%
55-64歳

11.5%

65歳以上

8.6%

＊Google Analytics 2019年5月

（PC＋スマートフォン)
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2019-2020年 年末年始入稿スケジュールのご案内

■入稿期日

年末年始の入稿スケジュールは通常と異なります。
入稿する原稿の仕様と掲載開始日(掲載週)によって締切日が異なりますため、締切日をご確認の上、ご入稿をお願い
いたします。

■入稿期限は、各入稿期日の17:00迄とさせていただきます。
■上記以外の配信開始による入稿期日は、弊社担当営業までお問い合わせください。
■各商品のレギュレーションは弊社の総合広告仕様書をご確認ください。また、最新在庫状況は弊社担当営業までお問い合わせください。

掲載開始日 12/16週 12/23週 12/30週 1/6週

JPG・GIF・PNG/テキスト 12/9(月) 12/9(月) 12/9(月) 12/20(金)

リッチメディア・動画広告 11/29(金) 11/29(金) ご相談ください 12/16(月)
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メニュー名 ラージバナー

掲載場所 サンスポZBAT！競馬 PCサイト

保証imp 30万imp保証／週

料金 120,000円税別（＠0.4円）

枠数 1

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間～

掲載開始日 月曜12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

原稿サイズ 728×90px

画像ファイル GIF/JPG/PNG 150KB以内

リンク先 1

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 週毎（月曜12:00～）の差し替え可能（同時入稿に限る）

広告レギュレーション

広告商品

➢在庫については別途算出の上、掲載期間をご相談させていただきます。

➢impは掲載期間内において均等に配信されるものではありません。

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。

➢ランディングページも広告原稿審査の対象となりますので、入稿時までにランディングページを開

通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢同枠でアドネットワークの広告が掲載される場合があります。

➢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。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて必

ず内容をご確認ください。

掲載イメージ

※サイトデザインや広告位置が変更になる場合がございます。

ラージバナー

ラージバナー（PC） NEW
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ファーストレクタングル（PC）

メニュー名 ファーストレクタングル

掲載場所 サンスポZBAT！競馬 PCサイト

保証imp 35万imp保証／週

料金 140,000円税別（＠0.4円）

枠数 1

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間～

掲載開始日 月曜12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

原稿サイズ 300×250px

画像ファイル GIF/JPG/PNG 150KB以内

リンク先 1

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 不可

広告レギュレーション

広告商品

➢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に達しない場合は掲載期間の延長、もしくはSPでの配信を行う場合がございます。

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。

➢ランディングページも広告原稿審査の対象となりますので、入稿時までにランディングページを開

通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢同枠でアドネットワークの広告が掲載される場合があります。

➢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。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて必

ず内容をご確認ください。

掲載イメージ

※サイトデザインや広告位置が変更になる場合がございます。

ファースト
レクタングル
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ファーストレクタングル動画オプション
『レクタングルビジョン』（PC）

メニュー名 レクタングルビジョン

掲載場所 サンスポZBAT！競馬 PCサイト

露出量 営業担当までご相談ください。

料金 @0.7円

表示方法 ローテーション

表示環境
OS:Windows7以上、Mac OSX10.x以上

ブラウザ:IE11以上、Chrome最新版、Firefox最新版、Safari11以上
※サポート対象外の環境では、代替静止画像が表示されます

掲載期間 1週間～

掲載開始日 月曜12:00～

レポート imp数、Click数、CTR、動画再生数(25%、50％、75%、100％)

原稿サイズ

・動画ファイル(mp4)

・動画下静止バナー(600×162px)

・代替静止画像(640×360px)

・リンク先URL

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 不可

広告レギュレーション

広告商品 掲載イメージ

動画

静止画

※オンカーソル時イメージ

• レクタングルの上部に動画(ビューアブル時自動再生)、下部に静止バナーが表示されます。

• オンカーソルによって音声ボタンが表示されます。

• 音声はデフォルトオフですが、音声ボタンをクリックすることによりオンになります。

• 動画再生中に動画もしくは下部の静止バナーをクリックすることによりLPに遷移します。

• 動画の再生が完了すると「もう一度再生する」が表示されます。

※動画再生完了時イメージ

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢掲載の10営業日前までにご入稿ください。

➢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。

➢掲出数量、期間はご相談ください。

➢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。

➢全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

➢同ページでリッチ広告が掲載される場合があります。

➢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。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて

必ず内容をご確認ください。
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レクタングルボックス（PC）

メニュー名 レクタングルボックス

掲載場所 サンスポZBAT！競馬 PCサイト

表示回数 150万imp想定／月

料金 375,000円税別（＠0.25円）

枠数 1

表示方法 貼り付け

掲載期間 1カ月間

掲載開始日 月初12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

原稿サイズ

テキスト：①全角20文字以内（タイトル）

②全角70文字以内（本文）

③全角20文字以内（フッター）

画像：150×100px

画像ファイル GIF/JPG/PNG 150KB以内

リンク先 1

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 週毎（月曜12:00～）の差し替え可能（同時入稿に限る）

広告レギュレーション

広告商品

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。

➢ランディングページも広告原稿審査の対象となりますので、入稿時までにランディングページを開

通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて必

ず内容をご確認ください。

掲載イメージ

※サイトデザインや広告位置が変更になる場合がございます。

レクタングルボックス
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セカンドレクタングルパック（PC+SP）

メニュー名 セカンドレクタングルパック

掲載場所
サンスポZBAT！競馬

PCサイト／スマートフォンサイト

保証imp 320万imp保証／月

料金 800,000円税別（＠0.25円）

枠数 1

表示方法 ローテーション

掲載期間 1カ月間

掲載開始日 月初12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

原稿サイズ 300×250px

画像ファイル GIF/JPG/PNG 150KB以内

リンク先 PC : 1 SP：1

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 週毎（月曜12:00～）の差し替え可能（同時入稿に限る）

広告レギュレーション

広告商品

➢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。

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢PCのみ、またはスマートフォンのみのお申し込みはお受けできません。

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。ランディングページも広告原稿審査の対象となりますの

で、入稿時までにランディングページを開通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢同枠でアドネットワークの広告が掲載される場合があります。

➢全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

➢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。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて

必ず内容をご確認ください。

※サイトデザインや広告位置が変更になる場合がございます。

掲載イメージ

ヘッダーバナー

セカンド
レクタングル セカンド

レクタングル

NEW
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フットレクタングルパック（PC+SP）

※サイトデザインや広告位置が変更になる場合がございます。

メニュー名 フットレクタングルパック

掲載場所
サンスポZBAT！競馬

PCサイト／スマートフォンサイト

保証imp 300万imp保証／月

料金 690,000円税別（＠0.23円）

枠数 1

表示方法 ローテーション

掲載期間 1カ月間

掲載開始日 月初12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

原稿サイズ 300×250px（PC用は640×360pxも可）

画像ファイル GIF/JPG/PNG 150KB以内(640×360pxも同様)

リンク先 PC : 1 SP：1

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 週毎（月曜12:00～）の差し替え可能（同時入稿に限る）

広告レギュレーション

広告商品

➢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。

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢PCのみ、またはスマートフォンのみのお申し込みはお受けできません。

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。ランディングページも広告原稿審査の対象となりますの

で、入稿時までにランディングページを開通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢同枠でアドネットワークの広告が掲載される場合があります。

➢全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

➢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。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて必

ず内容をご確認ください。

掲載イメージ

フットバナー

ヘッダーバナー

フットレクタングル
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テキスト広告

掲載イメージ

テキスト広告

広告商品

メニュー名 テキスト広告

掲載場所
サンスポZBAT！競馬

PCサイト／スマートフォンサイト

保証imp 100万imp想定/週～

料金 160,000円税別～（＠0.16円）

枠数 4

表示方法 貼り付け

掲載期間 1週間～

掲載開始日 12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

広告レギュレーション

原稿文字数
PC：全角35文字以内
SP：全角25文字以内

リンク先 PC : 1 SP：1

同時出稿数 1

備考 掲出時にはクリエイティブの冒頭に（ＰＲ）が付きます

➢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。

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢PCのみ、またはスマートフォンのみのお申し込みはお受けできません。

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。ランディングページも広告原稿審査の対象となりますので、

入稿時までにランディングページを開通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢同枠でアドネットワークの広告が掲載される場合があります。

➢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。

➢テキスト内に社名もしくは商品名の表記をお願いいたします。

➢テキストの改行指定はお受けできません。

➢半角カナ・半角英数・半角スペースは使用可となります。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて必

ず内容をご確認ください。

テキスト広告（PC+SP） NEW
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ヘッダーバナー（SP）

メニュー名 ヘッダーバナー

掲載場所 サンスポZBAT！競馬 スマートフォンサイト

表示回数 45万imp保証／週 180万imp保証／4週間

料金 418,000円税別 (＠0.93円） 1,458,000円税別（＠0.81円）

枠数 1

表示方法 ローテーション

掲載期間 1週間 4週間

掲載開始日 月曜日12:00～

レポート imp数、Click数、CTR

原稿サイズ 320×100px／320×50px

画像ファイル GIF/JPG/PNG 150KB以内

同時出稿バナー数 1

原稿差し替え 不可
週毎（月曜12:00～）の

差し替え可能（同時入稿に限る）

広告レギュレーション

広告商品

➢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。

➢広告は有料ページには掲載されません。（無料ページでも一部、掲載されない場合があります）

➢掲載の5営業日前までにご入稿ください。

➢ランディングページも広告原稿審査の対象となりますので、入稿時までにランディングページを開

通させてください。

➢サイトがリニューアルする場合や広告仕様が変更になる場合があります。

➢表示方法がローテーションの場合、同枠でアドネットワークの広告が掲載される場合があります。

➢全カテゴリーへの掲出を保証するものではありません。

➢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。

➢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。

➢その他、注意事項については広告表現の注意事項、入稿および広告掲載の注意事項のページにて必

ず内容をご確認ください。

掲載イメージ

※サイトデザインや広告位置が変更になる場合がございます。

ヘッダーバナー
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広告表現の注意事項

■ユーザーに誤解を与える表現
⚫OSやブラウザのUIの模倣、当社コンテンツと混同する可能性がある広

告表現。

■ユーザーに不快感を与える表現
⚫高速振動や点滅、人体のコンプレックス部分の露骨な強調、過度な肌露

出、性に関する露骨な表現など、ユーザーに不快感・嫌悪感を与える可

能性のあるもの。また、著しくコンテンツになじまない広告表現。

■誇大表現
⚫「NO.1」「世界初」「絶対」「確実」「完全」「完璧」などの最大

級・絶対的表現は、第三者機関による直近の客観的裏付けが必要です。

クリエイティブにデータ出典・調査機関名および調査年月の明記をお願

いいたします。調査データは、1年以内のデータで、かつ最新のものを

使用してください。また有利誤認を招くおそれのある表現は不可とさせ

ていただきます。

■比較表現
⚫明示的または暗黙に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事

項をあげる比較表現、不公正な基準による比較表現などが含まれる広告。

■投機心、射幸心を煽るような表現
⚫紙幣および通貨（またそれに類似するもの）を連想させる等、投機心、

射幸心を煽るような表現は不可とさせていただきます。

■広告主体者が明確でないクリエイティブ
⚫クリエイティブに会社名、ブランド名、サービス名、商品名か、もしくはい

ずれかのロゴマークで、広告主体者が明確になるように表記してください。

⚫常時表示もしくはアニメーション終了後の静止画面には必ず明記し、広告主

体者が明確になるようにしてください。

■ ダブルブランドに関連する表記
⚫同時掲出している複数企業の主従関係を明確にし、ユーザーが混乱しないよ

うにしてください。

⚫複数企業が同時掲出している必然性や関連性が明確であることが条件となり

ます。

⚫アニメーション終了後の静止画面で、プロモーションの主体者を明確にして

ください。

⚫連合広告や共同購入は不可となります。

■その他
⚫法律、政令、奨励、条例、条約等に違反またはその恐れのある広告。

⚫人権を侵害する恐れのある広告。

⚫第三者の名誉毀損及びプライバシーを侵害する恐れのある広告。

⚫法律で禁止されている行為を連想させる広告表現。

⚫アルコール飲料関係の広告で「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」という内

容の表記がないもの。

⚫インターネット異性紹介事業関係の広告で「18歳未満はご利用になれませ

ん」という内容の表記がないもの。

以下の表現を含んだバナー広告は掲載をお断りいたします
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入稿および広告掲載の注意事項

■広告審査について
⚫ 当社の広告審査基準に基づく広告審査を行います。審査の結果、広告掲載を拒否する場合や広告内容の変更・修

正を求める場合があります。

⚫ 著作権を有する画像、映像や音楽を使用している広告は、著作権をクリアしているもののみご使用ください。

⚫ 当社運営サイト内で広告主の業種や広告内容による競合（同載）調整は行いません。

⚫ 広告からのリンク先ページも審査の対象となります。入稿締切日までにランディングページを開通させてください。

■入稿締切日について
⚫ 入稿は掲載開始5営業日前まで、第三者配信入稿は7営業日前までにお願いします。ただし、一部リッチメディア広告

につきましては10営業日前までとなりますのでご注意ください。

⚫ メディアレップ経由でご入稿される場合は、上記とは入稿期限が異なりますので、事前に各メディアレップまでご確認くださ

い。

⚫ 締切りまでにご入稿いただけない場合、掲載開始日に掲載がスタートできない場合があります。

■掲載開始および掲載確認時間について
⚫ 掲載期間が1週間の場合、基本的に月曜12:00開始～翌週月曜11:59となります。

⚫ 掲載期間が1ヶ月の場合、基本的に月初12:00～翌月初11:59となります。

⚫ その他、掲載期間につきましてのご相談は、各担当者にお願いいたします。

⚫ 契約およびバナー変更による掲載開始初日は、12:00を広告掲載開始時間とし、同日18:00までを掲載確認時間

としております。掲載確認時間内の万が一の掲載調整不良につきましては補填措置の対象外となりますので、ご了承く

ださい。

■システムメンテナンスや障害と広告掲載について
⚫ 枠掲載型商品は常時掲載を保証するものではございません。

⚫ 枠掲載型商品につきましては、総掲載予定時間の2％以内もしくは6時間のどちらか少ない方の時間内での掲載不具

合は、賠償および補填措置の対象外とさせていただきます。なお、前事項のとおり、掲載確認時間内は掲載不具合とし

てみなしません。

⚫ 上記の時間を超える掲載不具合の場合でも、全く掲載が行われない場合以外は補填措置の対象外とさせていただくこ

とがございます。

⚫ 事前に告知した上で行ったリニューアル作業・システムメンテナンス等により、広告配信が中断した場合は、原則、掲載

補填の対象外となります。

⚫ 天災や大きな事件、予測できないアクセスの集中などにより、システム(ウェブサーバ)に障害等が発生し、広告の掲載を

中止した場合は、原則掲載補填の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■広告表示環境について
⚫ フルブラウザ等の携帯端末からの閲覧や、ユーザーのブラウザ設定、ファイアウォール、セキュリティソフト、プラグインソフトそ

の他の設定や環境によって、広告が配信できない、または正しく掲載されない、リンク先に飛ばないなどの可能性があるこ

とをご了承ください。

■入稿原稿について
⚫ 入稿原稿は必ず著作権者に対して許諾済のものをご用意ください。

⚫ バナー広告について

広告原稿の背景が白地の場合は、原則として外枠線を付けてください。また、広告原稿とサイトコンテンツの境界が不

明瞭な場合は、修正をお願いすることがあります。

また、広告原稿がサイト内のデザイン(題字、リンクボタン、ナビゲーション等)と酷似しているなど、ユーザーの誤認を招く可

能性があると思われる場合はデザインの変更・修正をお願いすることがあります。

⚫ バナー差替について

掲載切り替えが可能なメニューは、平日12:00～のみの対応で週に1回まで可能です。

差替予定日をメール本文に記載のうえ、差替予定の原稿・リンク先を、入稿締切日までに一括入稿してください。

⚫ 複数原稿の掲載について

同時出稿バナーが可能なメニューは、掲載期間の同一広告枠内であれば、別途料金なしで規定の数の原稿(各1リン

ク)まで掲載できます。

⚫ 追加料金発生対象

同時出稿が可能なメニューで掲出本数を越えての出稿を希望される場合は追加1本あたり10万円の追加料金がかかり

ます。

⚫ 第三者配信について

当社広告掲載の仕様と原稿レギュレーションを遵守してください。また入稿時は、タグと原稿データも入稿してください。

⚫ 音声広告について

動画広告は、音声デフォルトオフのみ掲載可能です。

⚫ リンク先URLについて

リンク先URLは半角英数のみとさせていただきます。日本語を含むURLは使用できません。またHTMLページのみとさせて

いただきます。HTML形式以外のページは使用できません。

⚫ テキスト入稿について

テキストを入稿する際は、メール本文にご記入いただくか、テキストエディタでご入稿いただきますようお願いいたします。

Excelなどの表計算ファイルでのご入稿はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。

■その他
⚫ サイトリニューアルによって、サイトデザインや広告位置の変更、広告商品の追加、掲載面の変更を行う場合があります。

⚫ クリエイティブの開発やグラフィックデータの圧縮、解凍、表示などにおいて必要なライセンスなどに関しましては、それぞれの開

発元や制作元などでクリアされていることを前提としています。

⚫ 各広告商品が指定する掲載場所につきましては、在庫状況によっては必ずしも指定された全ての掲載面に掲載されない場合

や掲載比率が変動する場合がございます。

⚫ 広告内容についてのユーザーからの問い合わせにはお答えいたしません。また、広告内容についての責任は当社では一切負い

ません。

⚫ リッチ広告や、タイアップ等を実施する場合があります。また、ユーザーのアクション後に、同一掲載面にある広告によって、画像、

またはテキストの一部が覆われることがあります。

⚫ 入稿受領後の差替・内容変更には対応しておりません。

⚫ 入稿受領後、リンク先に不具合が生じた場合は免責とさせていただきます。

⚫ 広告商品や料金、広告仕様は予告無く変更する場合があります。最新の情報は、弊社営業担当にお問い合わせください。

⚫ 掲載可否確認、掲載申込、入稿または、各修正は、インターネット広告推進協議会（JIAA）の「インターネット広告掲載ト

ラフィックマニュアル」を参照の上、メールにてご送付ください。http://www.jiaa.org/archive/traffic_manual.html


