
SANKEI DIGITAL.INC

- ニュースを語れる大人になりたい人へ -

[問い合わせ先]
株式会社産経デジタル
ビジネスデザイン部
東京都千代田区大手町1-7-2
TEL）03-3243-8419
MAIL）pr@sankei.co.jp

※レイアウトは変更する場合があります。※広告商品の改訂は随時行います。最新のMedia Guideをご確認ください。

2020年9月24日改訂版



iRONNAとは… ２０１４年の開設以来、読者から非常に高い支持を集めているオピニオンメディアです。
政治、経済、国際問題のほか、スポーツやエンタメ、歴史などジャ ンルのテーマ設定で、
ニュースを深掘りします。また、執筆陣は３００人を超え、テレビや雑誌などでなじみの
著名人も多数。ニュースに連動した論考だけでなく、iRONNAだけの「特ダネ」も多く、
幅広い読者のニーズに応えています。

▼メディアプロフィール

【月間PV数】
3,737,000PV

【月間UU数】
1,365,000UU

【性別】

【年齢別】

【デバイス構成】

【参照データ】2020.7 Google Analytics 2
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【概要】
iRONNAでは時節の話題・テーマを扱い読者の皆様に考える“きっかけ”を、提供しています。
シーズナルなトピックにフォーカスし、「政治」 「経済」 「スポーツ」 「歴史」など様々なテーマを取り扱っています。
時には動画を撮影し、iRONNAの公式YouTubeチャンネルで公開し、多くのユーザーへアプローチをしています。

トピックス テーマ 取材 記事・動画
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【シーズナル トピックス】
iRONNAでは、多彩なジャンルの文筆家や論客陣より寄稿をいただいているため、その時節で盛り上がっている
トピックスにフォーカスしたコンテンツを掲載しております。「トランプ政権」 「W杯」 「オリンピック」 「大河ドラマ」など、
ユーザーからの関心、注目が集まるコンテンツも積極的に制作を行っております。

政治・国際 歴史スポーツ
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▼著名な文筆家/論客陣

iRONNAでは、「政治・国際」 「経済」 「スポーツ」 「文化・メディア」など、様々な分野でご活躍をされている
著名な文筆家/論客陣がおります。いただいたテーマ、お題に沿った方へアプローチし、コンテンツを制作しています。

文化・メディアIT 科学

政治・国際 スポーツ経済

鳩山由紀夫 舛添要一

茂木健一郎 和田秀樹百田尚樹 吉田潮落合陽一 西村博之

長田渚左 春日良一田中秀臣榊原英資

※上記以外にも多くの論客陣・テーマを展開しております！
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【メディア展開フロー】

WEB

紙面

動画（YouTube）

SNS

寄稿いただいた記事や動画については、公式SNSで投稿。
Twitter、Facebookでユーザーへアプローチを行います。

産経新聞で「iRONNA発」を随時連載中。
産経新聞読者へのアプローチを行っています。

トピックに応じて、動画を撮影しYouTube上で公開をしています。
インタビューや突撃取材など、話題性あるコンテンツを発信中です。
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- 広告メニュー -
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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。

■入稿期日

掲載開始日 12/14週 12/21週 12/28週 1/4週

JPG・GIF・PNG 12/9(水) 12/11(金) 12/11(金) 12/18(金)

2020-2021年 年末年始入稿スケジュールのご案内

■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。



iRONNA ビルボード

掲載サイト iRONNA

掲載デバイス PC、SP

掲載面 トップページ、テーマページ、記事詳細ページなど

露出量 400,000imp保証

料金 500,000円（税別）（@1.25円）

入稿原稿
【PC】970×250px 100KB以内 GIF / JPG / PNG

【SP】320×180px 50KB以内 GIF/JPG/PNG

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（PC：フリークエンシー1回/3時間）

掲載期間 1週間～（月曜12:00掲載開始）

入稿締切 3営業日前

レポート imp数、Click数、CTR

備考

入稿原稿の詳細については総合広告仕様書をご確認ください。
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。
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。

【ビルボード】

【概要】
ファーストビューに掲載される視認性の高い広告枠です。領域が広く動画再生など自由な表現が可能です。
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• 掲載されるページやデバイスによって広告設置位置が若干異なります。掲載位置はあらかじめ
ご確認ください。

• 掲載イメージは記事詳細ページです。
• 広告位置の変更、フローティング広告や大型バナー広告などのカスタマイズ広告を実施する場
合があります。
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• 掲載されるページやデバイスによって広告設置位置が若干異なります。掲載位置はあらかじめ
ご確認ください。

• 掲載イメージは記事詳細ページです。
• 広告位置の変更、フローティング広告や大型バナー広告などのカスタマイズ広告を実施する場
合があります。

iRONNA ファーストレクタングル

掲載サイト iRONNA

掲載デバイス PC、SP（レスポンシブデザイン）

掲載面 トップページ、テーマページ、記事詳細ページなど

露出量 400,000imp保証

料金 140,000円（税別）（@0.35円）

入稿原稿 300×250px GIF/JPG/PNG 50KB以内

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）

入稿締切 3営業日前

レポート imp数、Click数、CTR

備考

入稿原稿の詳細については総合広告仕様書をご確認ください。
容量につきましてご要望がある場合、担当者へお問い合わせくだ
さい。
掲出数量、期間はご相談ください。
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。
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。

【ファーストレクタングルバナー】

【概要】
300×250サイズのレクタングルバナーで貴社のプロモーションを行います。
視認性も非常に高く、人気の商品となっております。

10

AD

AD



【エディトリアル広告制作】

iRONNAでは、いただいたお題に対して「テーマ」を設定します。

その「テーマ」に対して、記事を数本製作し、掲載します。記事に関しては、編集チームがおススメする

著名人/論客陣に製作を依頼し、iRONNA独自視点の読み応えのある内容でユーザーへ訴求します。

テーマ選定 取材

記事制作 動画制作

【備考】
・記事には「PR]表記がつきます。
・ご依頼内容によって、“制作期間”と“金額”が異なります。
事前に、「内容」と「掲載希望日」をお問い合わせくださいませ。

編集 校正



【広告主】株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

【施 策】PR記事制作
【目 的】『週刊 栄光の日本海軍パーフェクトファイル』のPR/認知拡大

iRONNAでは、リリースを基にしたPR記事や、
著名な文筆家/論客陣をアテンドしたスポンサード
コンテンツを制作しております。
いただいたテーマに合わせて構成を考え、ご提案の
上、制作を進めて参ります。
※記事については、「PR」表記をさせていただいております

POINT
取り扱い
テーマ

テーマに対する
記事（3本）

“誘導”

“誘導”

【TOPページ】 【特集ページ】

【総PV数】

74,971PV（3本合計）

【平均ページ滞在時間】

1分21秒 （3本合計）

【掲載事例】
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【スペシャルメニュー】

iRONNAにご寄稿をいただいている文筆家/論客陣を、研修・イベント・講演会など、ご希望に応じて、

アサインをさせていただきます！ご希望をお伺いの上、ご提案をさせていただきます。

①ご相談 ②編集チーム
ヒアリング

③ご提案 ④アサイン/調整 ⑤イベント
開催

【備考】
・最善を尽くし、交渉をさせていただきますがご希望に沿うことができない可能性もございます。ご了承くださいませ。

・イベントについては集客から事後レポート制作まで、一連の運営サポートを行います。
一部のメニューをご希望の場合は、別途お見積りをさせていただきます。

・ご希望の文筆家/論客陣によって、出演料が異なります。都度、御見積をさせていただきます。

⑥レポート
制作
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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」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。

■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。

■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①】

■キャンセルポリシー
⚫各広告メニューの、お申込み後のキャンセル料金は原則として下記となります。

キャンセル日時「申込み受領メール送付～5営業日前まで」：広告料金の50％

キャンセル日時「実施4営業日前～2営業日前まで」 ：広告料金の80％

キャンセル日時「実施前日」 ：広告料金全額

⚫販売促進メニューその他、弊社にて制作等作業が発生した場合、キャンセル時点にて発生している作業費が、上記キャンセル料に加え別途発生いたします。予めご了承ください。

■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。

⚫ランディングページの第一階層に広告の主体が分かるよう広告主企業名の記載と会社概要へのリンク設定をお願いいたします。

■入稿締切日について
⚫入稿は掲載開始3営業日前までにお願い致します。

⚫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、基本的に月曜開始(12:00)～翌週月曜(11:59) となります。

⚫掲載期間が1ヵ月の場合、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、正午（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、あらかじめご了承ください。

■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。
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【入稿および広告掲載の注意事項②】

■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。

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。

⚫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。

⚫リンク先URLについて

HTML形式以外のページは使用できません。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、エンコードし

たURLの入稿も不可とさせていただきます。

(例)

https://www.sankei-digital.co.jp/産経デジタル

↓

エンコード後URL

https%3A%2F%2Fwww.sankei-digital.co.jp%2F%E7%94%A3%E7%B5%8C%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB

■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。

⚫本広告仕様書に記載されている、GIF89a、JPEGその他のクリエイティブの開発や、開発ツールをご利用される過程、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。

⚫メディアシートの表示価格は全て税別です。


