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メニュー名 imp 表示方法 料金 掲載期間
掲載
開始日

レクタングル

― ローテーション 1.0円/imp ― 任意

50万imp
保証パック

ローテーション 40万円
1か月以上（期
間お見積り）

任意

100万imp
保証パック

常時露出
（他社タイアップページ

を除く）
70万円

1か月以上（期
間お見積り

任意

※料金は、いずれも税別料金です。
※レクタングル広告はスマホ最適化ページにも掲出されます。

※料金は変更になる可能性があります

AD

AD

▲sippo WEB TOP

▲sippo WEB 記事ページ

▼原稿レギュレーション

メニュー名

画像：
左右×天地
（pixels） 容量

ファイル形
式

ループ

同時掲載
バナー数

テキスト：文字
数

原稿差替

レクタングル広告枠 300×250 50KB以内

Flash

無限可
合計4原稿
まで可（gifまたは

JPEG）
2

1．sippoWEB 広告メニュー＜純広＞



トヨタ自動車記事一覧ページ
※３本以上の出稿でまとめページを制作します。
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メニュー名 PV 記事本数 レイアウト 料金 二次利用 アーカイブ 誘導

タイアップ特集
30,000
（保証）

1本
通常記事

ひな形と同様
3,000,000円 可能※ 可

sippoトップタイル、テ
キスト特集ページ、朝
日新聞デジタルほか

※制作費用込み。遠方への取材、著名人取材などは別途実費頂きます。

※二次利用費 別途200,000円。原稿制作やチラシ印刷も可能です。

田中理恵さんがトヨタ車で木更津の

アウトレットへ愛犬とおでかけ

POWERED BY
の表記あり

２．sippoWEB 広告メニュー＜タイアップ＞

※sippo公式ＦＢおよび定期メルマガで、タイアップ広告を告知します。

■sippo編集部監修のもと、質の高いタイアップ記事を制作。記事として自然に読み込ませることが可能。

■タイアップ記事はDM、チラシ、オウンドメディア等、様々な形で二次利用可能です。（要二次利用費）

■著名人、獣医師、sippo会員からのレコメンド、sippo連載とのタイアップ、貴社担当者インタビューなどの展開も可能です。

トヨタドッグサークルのページ内にコンテンツを

納品。レシピ動画なども制作。インターペット

などイベントでも活用頂きました。

sippoではダイジェストをまとめたPR

記事を掲載し、送客

【事例紹介】：トヨタマーケティングジャパン様
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au損保様

人気の猫インスタグラマーに健康管理の重要

性を取材。記事をＤＭチラシに二次利用。

K9様

宮本亜門さんが「生食」にトライ

愛犬のためのペットフード選びを訴求

２．sippoWEB 広告メニュー＜タイアップ事例＞

＜タイアップ事例＞

ブルーバッファロージャパン様

sippoでの連載が人気のヤスダユキさんとの

タイアップ。食への意識や商品の感想を記事

化。

実際に商品を愛用している人気イラストレー

ターを取材することで、生の声で商品の魅力

を訴求

中略 中略
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3．sippoWEB PR記事掲載プラン

メニュー名 PV 記事本数 レイアウト 料金 二次利用 アーカイブ 誘導

PR記事
20,000
（保証）

1本
通常記事

ひな形と同様
2,000,000円 可能※ 可

sippoトップタイル、テ
キスト特集ページ、朝
日新聞デジタルほか

※二次利用費 別途200,000円。原稿制作やチラシ印刷も可能です。

※税別

POWERED BY
の表記あり

※sippo公式ＦＢおよび定期メルマガで、タイアップ広告を告知します。

商品リリースをもとに、話題の商品としてPR記事を執筆します。

※記事1000字程度、原稿内画像3点、外部リンク３か所まで
※商品リリース、商品紹介を貴社にてご用意ください。
※PR表記として「POWERED BY」が入ります。

■短期間での制作可能です。
■掲載終了後も記事として残ります。

イメージ
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4．sippoWEB 広告メニューオプション一覧

※税別、グロス料金

メニュー 説明 料金
(税抜、グロス)

記事
リッチ化

著名人、インフルエンサーなど
活用

著名人、獣医師など専門家、インフルエンサー飼い主、sippoコラム連載筆者
などをアサイン。より説得力のある記事に仕上げます。

200,000円～

ユーザー
の声

サンプリング
50名のモニターにサンプリングを実施。感想をアンケートにし記事に反映。
消費者のリアルな声を盛り込むことが可能です。事後サンプリングも可。

500,000円～
※配送費は別途

座談会
事前にサンプリングを実施した3名を対象に 座談会を開催。より身近でリア
ルな声を記事に盛り込むことが可能です。

500,000円～

Instagram
投稿キャンペーン

Instagram、twitter上で画像（または動画）の投稿キャンペーンを実施。
SNS上での拡散を図ります。

1,000,000円～

獣医師の声

サンプリング
動臨研所属の医師希望者にサンプリングを実施。使用感などのアンケート結果
を記事に反映。専門家の信頼感ある意見を記事に盛り込むことが可能です。

2,000,000円～
※配送費は別途

座談会
動臨研所属の医師希望者3名を対象に、座談会を開催。感想などを記事に反映。
専門家の信頼感ある意見を記事に盛り込むことが可能です。

2,000,000円～

PV
ブースト

人気インスタグラマー
sippo写真展等で協力頂いている人気インスタグラマーやブロガーをアサイン
し、自身のメディアで投稿。拡散を図ります。

200,000円～

SNS投稿
sippo公式facebookやinstagramでタイアップの投稿を行い、SNS上での拡散

を図ります。広告によるブーストも可能です。
200,000円～

Outbrain誘導
Outbrain独自のアルゴリズムによる高精度なマッチングにより、コンテンツ

興味・関心が高いユーザーに対して誘導を図ります。
300,000円～

アクション フォーム設置
記事内にフォームを設置もしくは事後アンケートを実施します。
追加項目は５問まで

300,000円～

その他 2次利用
sippoが作成した記事、記事内で使用した画像または動画を、
自社サイトや店頭などで二次利用いただけます。

200,000円～
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5．sippoWEB 動画広告メニュー

AD

メニュー名 ：SPフローティング動画
料金 ：100,000imp保証/800,000円
デバイス ：スマートフォン
掲載面 ：記事ページ、カテゴリトップ
表示方法 ：ローテーション
掲載期間 ：1週間
開始日 ：月曜日 12時開始
ﾌﾘｰｸｴﾝｼｰ ：1分間に1回上限

レギュレーション
サイズ ：320×200
画角 ：動画エリア 16:9
ﾌｧｲﾙ形式 ：MP4（コーデック：H264）推奨
ﾌﾚｰﾑﾙｰﾄ ：12~24fps
容量 ：4MB以内
秒数 ：15秒 推奨
原稿本数 ：1原稿
音声 ：不可
リンク先 ：1箇所
入稿期限 ：10営業日前
※詳細は次頁ご参照下さい
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6．sippo紙面

奇数月隔月掲載・全国版658万部
広告枠：記事下5段 対向15段 多色

※2017年は記事下5段多色はすでに完売でしたが、
10月より毎月発行することになりました。
決定優先となりますので、空き状況は弊社担当営業に
お問い合わせ下さい。

○朝刊ペット面「ペットとともに」 ○夕刊タブロイド「sippo」

季刊年４回掲載（3月、6月、9月、12月）予定
東京夕刊セクション120万部
※2017年12月で終了予定

1P 2,000,000円 1/3P 1,000,000円
※多色 ※タイアップの場合は制作費別途

独自の取材に基づいた記事が高い評価を得ている朝日新聞の紙面企画です。

質の高い記事は
ペット関心層に人気！

保存性の高い
タブロイドマガジン
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7．獣医師連携企画

○獣医師アンケート企画 －動物臨床医学研究所協力－

・約3000人の獣医師が所属する動物臨床医学研究所（動臨研）には、これまでも「健康医療相談」やコラム
執筆などで協力頂いています。新たに、動物研と連携して、獣医師の声を活用したアンケート企画を実施します。
・信頼性の高い声や感想をもとに、クォリティの高いタイアップコンテンツ制作を実現します。

評価 広告利用

商品をお試しいただき、継続使用したいかなど
個人としての感想をアンケート調査または座談会実施

アンケート

1. 使用し続けたい
○ ×

2. 他人に推奨したい
○ ×

※アンケートは個人の感想です

タイアップ内容を販促に使用。
様々なマーケティング活用に使用できます。

商品サンプル
各種データ資料

獣医師にアンケート
※座談会も可能です。

二次利用

アンケートを結果をもとにした広告
タイアップを掲載
①sippoWEB
②ペット面下5段または対向15
段タイアップ

・紙面の増し刷り
・チラシ
・店頭ＰＯＰ
などに二次利用可能

※アンケート内容はあくまで個人の感想であり、効能効果を保証するものではありません。扱いやすさや使用感などを聞きます。
※費用は実施2,000,000円～、メディア掲載3,000,000円～。サンプル配送料は別途。詳細はお見積りいたします。


