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・レイアウトは変更する場合があります。 
・想定の値は保証するものではありません。 
・資料内の画像はイメージです。 

広告ガイド目次 

 バナー広告     …P03 

 テキスト/gifテキスト広告   …P19 

 リッチ広告     …P24 

 動画広告     …P31 

 プッシュ広告    …P38 

 ターゲティング広告    …P43 

 広告メールマガジン    …P47 

 タイアップ広告/ネイティブアド  …P52 

 原稿レギュレーション   …P54 

 広告についてのお問い合わせ  …P59           



バナー広告 

3 



トップレクタングルは、朝日新聞デジタルの顔であるトップページの
ファーストビュー内に掲出され、高いビューアビリティをほこるレクタ
ングル広告です。トップページは、サイトへの関与度の高い再訪ユー
ザーが多く訪れるページです。貴社ブランディングにお役立ていただけ
ます。 

[トップページ] 

トップレクタングル 

4 

300×250pix 150kb 以内 

1.0円/imp 

2017/01/08 



通常レクタングルの約2倍サイズのダブルサイズレクタングルを、トッ
プページでも掲出いただけます。ブランディングにご活用ください。 

[トップページ] 

トップダブルサイズレクタングル 

5 

・第三者配信タグの場合は、掲載の5営業日前までにご入稿ください。 

・ALTテキスト不可。 

300×600pix 300kb 以内 

1.5円/imp 

2017/01/08 



朝日新聞デジタルのコンテンツエリア横幅一杯に表示されるバナー広告
です。コンテンツの最上部に掲出されるため視認性が高く、ビューアビ
リティはほぼ100%となります。題字にも近く、ブランディングにも活
用いただけます。 

[トップページ] 

ブランディングボード 

6 

970×60pix 150kb 以内 

1.0円/imp 

2017/01/08 



トップページのファーストビューをジャックするように掲出されるバ
ナー広告です。クリエイティブの面積が広く、動画をはめた展開なども
可能です。貴社ブランディングにお役立てください。 

[トップページ] 

ビルボード 

7 

970×250pix 1MB 以内 

1,000万円 400万imp 保証 

・仕様や備考につきましては次ページをご確認ください。 

2017/01/08 



[トップページ] 

ビルボード 備考 

8 

・配信費は別途お見積もりいたします。 
・クリエイティブ制作の仕様については、別紙「クリエイティブガイド」をご参照ください。 
http://jp.mediamind.com/resources/スマートフォンecs/ 
・サンプル設定ページがございます。担当営業までお問い合わせください。 
・有料会員ログイン時は表示されません。 
・ALTテキスト不可。 
・パソコンでのみ展開します。スマートフォンとタブレット端末は対象外です。 
・フリークエンシーコントロールをかけさせていただく場合があります。 
・臨時ニュースが入ってきた際には掲載を一時的に止める場合があります。 
・配信対象のブラウザはInternet Explore/Mozilla Firefox/Google Chrome 他を想定しております。 

2017/01/08 



記事ページに掲出されるレクタングル広告です。記事ページは外部から
の流入も多く、多様なユーザーに向けて掲出することが可能です。 

[記事ページ] 

ニュースレクタングル 

9 

300×250pix 150kb 以内 

0.7円/imp 

2017/01/08 



記事ページに掲出されるダブルサイズレクタングル広告です。記事ペー
ジは外部からの流入が多く、多様なユーザーに向けて掲出することが可
能です。ブランディングにご活用ください。 

[記事ページ] 

ニュースダブルサイズレクタングル 

10 

300×600pix 300kb 以内 

1.5円/imp 

・第三者配信タグの場合は、掲載の5営業日前までにご入稿ください。 

・ALTテキスト不可。 

2017/01/08 



記事ページの記事内に掲出されるレクタングル広告です。記事につく写
真の下に掲出されるため、読者の目にも入りやすく、高いCTRを誇りま
す。 

[記事ページ] 

ニュース記事中レクタングル 

11 

300×250pix 150kb 以内 

0.8円/imp 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

2017/01/08 



朝日新聞デジタルの全てのページの右上レクタングルに掲出されるメ
ニューです。 

[すべてのページ] 

オールジャンルレクタングル 

12 

300×250pix 150kb 以内 

0.6円/imp 

2017/01/08 



朝日新聞デジタル内すべてのページの、「右上」「記事中」「セカンド
（右下）」「スマホ」および関連サイトのレクタングル広告枠に掲出さ
れます。短期間でのリーチが必要なキャンペーン等でご活用下さい。 

[すべてのページ] 

Run of レクタングル 

13 

300×250pix 150kb 以内 

0.4円/imp 

・＆Ｍ、＆ｗ、＆BAZAAR、＆TRAVELにも掲出されます。 

2017/01/08 



スマホ最適化サイトのファーストビューにはいるヘッダー下に掲出され
るバナー広告です。 

[すべてのページ] 

スマホヘッダーバナー 

14 

320×50pix 100kb 以内 

0.5円/imp 

2017/01/08 



スマホ最適化サイトに掲出されるレクタングル広告です。 
[すべてのページ] 

スマホレクタングル 

15 

300×250pix 150kb 以内 

0.5円/imp 

2017/01/08 



医療・健康についての記事や特集を掲載している「アピタル面」に掲出
されるレクタングル広告です。医療・健康関連記事の閲覧者にしぼって
訴求することができます。 

[アピタル面] 

アピタルレクタングル 

16 

300×250pix 150kb 以内 

0.7円/imp 

2017/01/08 



医療・健康についての記事や特集を掲載している「アピタル面」の記事
内に掲出されるレクタングル広告です。医療・健康関連記事の閲覧者に
しぼって訴求することができます。記事につく写真の下に掲出されるた
め、読者の目にも入りやすく、高いCTRを誇ります。 

[アピタル面] 

アピタル記事中レクタングル 

17 

300×250pix 150kb 以内 

1.0円/imp 

2017/01/08 



医療・健康についての記事や特集を掲載している「アピタル面」でも、
通常の約2倍サイズのダブルサイズレクタングル広告を掲出することが
可能です。ブランディングにお役立てください。 

[アピタル面] 

アピタルダブルサイズレクタングル 

18 

300×600pix 300kb 以内 

1.5円/imp 

・第三者配信タグの場合は、掲載の5営業日前までにご入稿ください。 

・ALTテキスト不可。 

2017/01/08 



テキスト/gifテキスト広告 

19 



朝日新聞デジタル（PC版）のカテゴリトップ、記事ページに掲出され
るテキスト広告です。常に表示され、インプレッション数も多いメ
ニューです。 

[すべてのページ] 

PCテキスト 

20 

100万円 1,400万imp 想定 

・想定の値は保証するものではありません。 

2018/03/01 

PCテキスト 



朝日新聞デジタル（PC版）のトップページで常に表示される、画像と
テキストを組み合わせた広告枠です。編集コンテンツのおすすめ特集と
同じ並びに掲出される、ネイティブな広告枠となっています。 

[トップページ] 

トップパネル 

21 

125×125pix 40kb 以内 

90万円 600万imp 想定 

・想定の値は保証するものではありません。 

・テキストは自動改行のため改行指定不可。 

2017/01/08 



スマホ最適化サイトのトップページおよび記事ページに掲出されるテキ
スト広告です。記事直下に掲出されるためCTRが非常に高く、コストパ
フォーマンスに優れたメニューです。 

[すべてのページ] 

スマホテキスト 

22 

180万円 2,000万imp 想定 

・想定の値は保証するものではありません。 

2017/01/08 



朝日新聞デジタル（PC版）とスマホ最適化サイトの両方に配信される
メニューです。常に表示され、1週間の掲載期間では全メニューの中で
最大のインプレッション数を誇ります。 

[すべてのページ] 

注目情報 

23 

70×70pix 40kb 以内 

150万円 4,000万imp 想定 

・想定の値は保証するものではありません。 

・文字数は1行目全角12文字、2行目全角16文字以内、3行目全角16文字以内です。 

・＆Ｍ、＆ｗ、＆BAZAAR、＆TRAVELにも掲出されます。 

2017/01/08 



リッチ広告 

24 



朝日新聞デジタルのトップページにて、ダブルサイズレクタングルとブ
ランディングボードを同期配信するメニューです。簡単にジャック感を
演出できます。1日のみでの配信も可能ですので、発売日や周年などの
タイミングでのご活用もおススメです。 

[トップページ] 

トップマーキー 

25 

970×60pix 
300×600pix 

150kb 以内 
300kb 以内 

料金テーブル参照 料金テーブル参照 

・有料ログイン時は表示されません。 

・配信の状況により、それぞれ別に掲出されることがございます。 

2017/01/08 



ダブルサイズレクタングルを起点にクリエイティブが展開する「サイド
キック」は、バナークリックによって画面が右へ展開する動きを持つ広
告です。自身の操作によって広告が進展するため、没入感のあるユー
ザー体験をもたらします。 

[トップページ] 

サイドキック 

26 

展開時：850×700pix 
展開前：300×600pix 

展開時：1MB 以内 
展開前：300kb 以内 

1,000万円 400万imp 保証 

・仕様や備考につきましては次ページをご確認ください。 

展開後、自動または
「Close」ボタンを押すこ
とでページに戻ります。
改めてクリックしない限
り、展開することはあり
ません。 

2017/01/08 



[トップページ] 

サイドキック 備考 

27 

・展開時は左右88px×天地31px以上の「Close」ボタンを設置してください。 
・アニメーション可。 
・配信費は別途お見積もりいたします。 
・有料会員ログイン時は表示されません。 
・ALTテキスト不可。 
・パソコンでのみ展開します。スマートフォンとタブレット端末は対象外です。 
・フリークエンシーコントロールをかけさせていただく場合があります。 
・臨時ニュースが入ってきた際には掲載を一時的に止める場合があります。 
・配信対象のブラウザはInternet Explore/Mozilla Firefox/Google Chrome 他を想定しております。 

2017/01/08 



朝日新聞デジタルのトップページに掲出される「ゲート」は、サイトを
囲い込むようにクリエイティブを展開します。ブランディングにご活用
ください。 

[トップページ] 

ゲート 

28 

レギュレーション参照 レギュレーション参照 

1,000万円 400万imp 保証 

・仕様や備考につきましては次ページ、次々ページをご確認ください。 

2017/01/08 



[トップページ] 

ゲート レギュレーション 

29 
2017/01/08 



[トップページ] 

ゲート 備考 

30 

・配信費は別途お見積もりいたします。 
・クリエイティブ制作の仕様については、次ページをご参照ください。 
・有料会員ログイン時は表示されません。 
・ALTテキスト不可。 
・パソコンでのみ展開します。スマートフォンとタブレット端末は対象外です。 
・フリークエンシーコントロールをかけさせていただく場合があります。 
・臨時ニュースが入ってきた際には掲載を一時的に止める場合があります。 
・配信対象のブラウザはInternet Explore/Mozilla Firefox/Google Chrome 他を想定しております。 

2017/01/08 



動画広告 

31 



記事ページにて掲出される動画広告です。記事のタイトル直下に掲出さ
れ、高いインプレッション効果を誇ります。動画枠の天地サイズ1/2以
上が画面に露出している時のみ動画が再生されます。 

[記事ページ] 

記事上動画広告 

32 

動画再生時にプレーヤー
が展開します。再生終了
後、自動的に収束します。 

640×360pix 4MB 以内 

500万円 100万imp 保証 

・ビットレートは1,000kbps以上でも対応できますが、配信環境によっては動画がスムーズに流れない可

能性があります。 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

2017/01/08 



記事ページにて掲出される動画広告です。記事読了後の真下に掲出され
ます。動画枠の天地サイズ1/2以上が画面に露出している時のみ動画が
再生されます。 

[記事ページ] 

記事下動画広告 

33 

640×360pix 4MB 以内 

250万円 100万imp 保証 

動画再生時にプレーヤー
が展開します。再生終了
後、自動的に収束します。 

・ビットレートは1,000kbps以上でも対応できますが、配信環境によっては動画がスムーズに流れない可

能性があります。 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

2018/02/22 



スマホ最適化サイトにて、ヘッダー直下に掲出される動画広告枠です。
スクロールに追従するフローティング仕様となっており、高い完全再生
率を期待できます。 

[記事ページ] 

SPフローティング動画 

34 

フルHDサイズ推奨 
（1920×1080pix） 

下記参照 

500万円 100万imp 保証 

・仕様や備考につきましては次ページ、次々ページをご確認ください。 

2017/01/08 



[記事ページ] 

SPフローティング動画 備考 

35 

■動画 
・フレームレート：12～24fps 
・バナーにはad表記が入ります。 
・必ず左端40pix以上のスペースを空けてください。 
・有料会員ログイン時は表示されません。 
 
■動画再生終了後に表示する静止画 
・サイズ／容量：640×360pix／100kbまで ※実際の表示サイズは244×137pixです。 
・ファイル形式：jpeg推奨 
※希望カットの秒数指定で動画内の1カットを流用可能です。 
 
■プレーヤー下部に表示する静止画 
・サイズ／容量：640×26pix／100kbまで ※実際の表示サイズは320×13pixです。 
・ファイル形式：jpeg推奨 
※画像ではなくテキスト（全角30文字以内）での表示も可能です。 

2017/01/08 



朝日新聞デジタルのスマホ最適化サイトに遷移してきたユーザーに対し
て、朝デジを表示前のタイミングで掲出させる動画広告です。スマホに
最適な縦型動画を掲載いただけます。 

[記事ページ] 

インタースティシャル動画 

36 

360×640pix 2MB 以内 

100万円 10万imp 保証 

・仕様や備考につきましては次ページ、次々ページをご確認ください。 

2017/01/08 



[記事ページ] 

インタースティシャル動画 備考 

37 

■動作環境   
・Android Chrome：OSバージョン4.3以上かつChromeバージョン53.0.2785以上 
・iOS Safari：Safariバージョン8.3以上 
※対応不可な端末がございます。ご了承下さい。 
 
■ビットレート 
・映像：1000kbs程度推奨 
・音声：64kbs程度推奨 
 
・1秒あたりのフレーム数：最大30fps 
・動画解像度：w360×h640以上推奨 
・有料会員ログイン時は表示されません。 
・業種、商材、クリエイティブによる審査がございます。ご了承ください。 

2017/01/08 



プッシュ広告 

38 



スマホ最適化サイトでライブストリーミング動画をプッシュ配信するメ
ニューです。ユーザーの興味を引く挙動であるため、長い視聴時間と高
いクリック率が期待できます。発表会などを配信したい際に適していま
す。 

[すべてのページ] 

SPプッシュ広告Liveストリーミング 

39 

10MB 以内 

100万円～ 10万imp 保証～ 

配信テスト 

・ファイル形式について、ブライトコーブもしくはYouTubeのタグ入稿でも配信可能です。 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

・端末によって改行の位置は変わります。 

2017/01/08 



スマホ最適化サイトでビデオストリーミング動画をプッシュ配信するメ
ニューです。ユーザーの興味を引く挙動であるため、長い視聴時間と高
いクリック率が期待できます。 

[すべてのページ] 

SPプッシュ広告Videoストリーミング 

40 

10MB 以内 

100万円～ 10万imp 保証～ 

・ファイル形式について、ブライトコーブもしくはYouTubeのタグ入稿でも配信可能です。 

・フレームレート：規定なし 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

・端末によって改行の位置は変わります。 

2017/01/08 



スマホ最適化サイトで縦型の画像とテキストをプッシュ配信するメ
ニューです。ユーザーの興味を引く挙動であるため、高いクリック率が
期待できます。 

[すべてのページ] 

SPプッシュ通知（縦型） 

41 

300×160pix 50kb 以内 

70万円～ 10万imp 保証～ 

・タイトル：全角15文字以内 

・本文：全角35文字以内（自動改行のため改行指定不可） 

・実際の表示は入稿サイズよりも小さくなります。 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

png/jpeg 

2017/01/08 



スマホ最適化サイトで横型の画像とテキストをプッシュ配信するメ
ニューです。ユーザーの興味を引く挙動であるため、高いクリック率が
期待できます。 

[すべてのページ] 

SPプッシュ通知（横型） 

42 

120×120pix 50kb 以内 

50万円～ 10万imp 保証～ 

・タイトル：全角15文字以内 

・本文：全角35文字以内（自動改行のため改行指定不可） 

・実際の表示は入稿サイズよりも小さくなります。 

・有料会員ログイン時は表示されません。 

png/jpeg 

2017/01/08 



ターゲティング広告 

43 



IPアドレスを用いたターゲティングが可能です。地域を限定したキャン
ペーンなどでご活用ください。また、閲覧ドメインを使った官公庁や学
校からのアクセスに限ったターゲティングも実施できます。 

[すべてのページ] 

エリア・アクセス環境指定 

44 

■エリアターゲティングについて 

本商品は閲覧しているパソコンやスマートフォンの所在地域を保証するものではありません。 

例えば、企業のインターネット接続ポイントが全国同一である場合、接続ポイントのエリアと判定されます。 

 

■アクセス環境（ドメイン）ターゲティングについて 

本商品はドメインをもってインターネットにアクセスしているパソコンやスマートフォンに広告配信します。 

全ての対象に配信されるわけではありません。ご了承ください。 

2017/01/08 



朝日IDやDMP（データマネジメントプラットフォーム）を活用して属
性指定ができます。役職や世帯年収などによる絞り込みのほか、興味関
心に関するデータを用い、「子育て」関心層や「イベント」関心層への
ターゲティングなども実施できます。 

[すべてのページ] 

朝日IDを活用した属性指定 

45 

■希望の小項目を選択いただき、担当営業まで在庫数についてお問い合わせください。 

■金融や教育といった「業種」でのターゲティングや、朝日新聞デジタルで掲載した特集ページのリターゲティングなど、上記以外のセグメントもございます。 

■セグメントによって単価が異なります。詳しくは次ページをご確認ください。 

大項目 小項目 大項目 小項目 大項目 小項目

首都圏（1都3県） イベント・レジャー・行楽 経営者
関東（1都6県） ビジネス 役員・本部長
関西（2府4県） 食 部長
中部（3県） 子育て 課長
都道府県別（47都道府県） 住まい 一般社員

10代 ファッション 派遣・契約社員

20代 健康・美容 役員・経営者

30代 未婚 営業・販売
40代 既婚 管理部門
50代 未就学の子どもがいる 商品企画
60代 小学生の子どもがいる 製造部門

70代以上 中学生の子どもがいる 50人未満

男性 高校生の子どもがいる 50人～100人未満
女性 大学生の子どもがいる 100人～300人未満

400万円未満 300人～500人未満
400万～700万円未満 500人～1,000人未満
700万～1,000万円未満 1,000人～10,000人未満
1,000万～1,500万円未満 10,000人以上

1,500万～2,000万円未満
2,000万円以上

教育機関
官公庁・自治体

IPアドレス

第3セグメント 第2セグメント 第1セグメント

役職

職種

従業員規模

地域

年代

性別

興味関心

家族構成

世帯年収

2017/01/08 



レクタングルの原稿サイズや掲載面と属性をかけあわせたターゲティン
グ広告を実施できます。 

[すべてのページ] 

ターゲティング広告 料金表 

46 

地域 年代 性別 興味関心 家族構成 世帯年収 IPアドレス 役職 職種 従業員規模

ダブルサイズレクタングル
トップレクタングル
オールジャンルレクタングル
Run of レクタングル

1.5円/imp
0.9円/imp

0.6円/imp

1.8円/imp 3.0円/imp
2.0円/imp
1.2円/imp

0.8円/imp

1.2円/imp
0.72円/imp

0.48円/imp

2.25円/imp

第3セグメント

通常料金の120％

第2セグメント

通常料金の150％

第1セグメント

通常料金の200％

■各属性をかけあわせることで、配信対象を絞ることができます。 

（例）役職×従業員規模→200％（第1セグメント）×200％（第1セグメント）＝通常料金の400％ 

（例）家族構成×地域→150％（第2セグメント）×120％（第3セグメント）＝通常料金の180％ 

（例）年代×性別→120％（第3セグメント）×120％（第3セグメント）＝通常料金の144％ 

※在庫数が少ないなど、組み合わせによってはご実施いただけない場合がございます。予めご了承ください。 

■期間中に保証インプレッション量に達しない場合は、掲載期間を延長して配信いたします。延長が難しい場合は事前にご相談ください。 

 

■参考：各広告枠の通常料金 

ダブルサイズレクタングル ：1.5円/imp 

トップレクタングル ：1.0円/imp 

オールジャンルレクタングル ：0.6円/imp 

Run of レクタングル ：0.4円/imp 

2017/01/08 



広告メールマガジン 
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朝日ID(新聞購読者、イベント参加者、朝日新聞デジタル会員など）に
向けて、広告メールマガジンを配信します。属性や行動履歴からター
ゲットをしぼることができます。広告メールマガジンのクリック率は平
均0.20%（2017年4月実績値）。イベントの告知、キャンペーンの訴
求などにお役立てください。 

[メール] 

広告メールマガジン 
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１属性 @20円 
２属性 ＠30円 
３属性 ＠40円 

・配信日は毎週木曜の午前と午後、各1通ずつです。 

・最低出稿金額は50万円です。配信通数と単価により50万円を下回る場合も、50万円にて賜ります。 

・地域は属性に含みません。地域を除いて最大4属性まで選択が可能です。 

・メール本文には定型のヘッダーとフッターがつきます。 
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朝日IDでは性別や年代など基本的な情報のほか、役職や職種、勤め先
の規模などの情報を登録いただいています。対象をしぼって広告展開を
希望される際にぜひ活用ください。 

[メール] 

セグメント可能な属性一覧 
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・「業種」「職種」「役職」「お勤め先従業員規模」は、職業で「お勤め」「自営・自由業」を選択した

方のみの項目です。 
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朝日新聞デジタル会員に配信するメールマガジン「朝デジ通信」内に掲
載できる広告枠です。ニュースに関心のあるユーザに訴求することがで
きます。 

[メール] 

メールマガジン5行広告枠 
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50万円 約187万通 

・配信日は毎週金曜午後です。 ※配信日は予告なく変わることがございます。 

・朝日新聞社の用語規定、及びメールマガジンの体裁に沿って、原稿に加筆・修正する場合がございます。 

・広告主様、案件によって、お引き受けできない場合がございます。 
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朝日新聞デジタル会員に配信する「医療・健康メールマガジン」の最下
部に掲載されます。医療や健康のニュースに関心のあるユーザーに訴求
することができます。 

[メール] 

メールマガジン5行広告枠（医療・健康） 
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50万円 約187万通 

・配信日は毎週金曜午後です。 ※配信日は予告なく変わることがございます。 

・朝日新聞社の用語規定、及びメールマガジンの体裁に沿って、原稿に加筆・修正する場合がございます。 

・広告主様、案件によって、お引き受けできない場合がございます。 
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タイアップ広告/ネイティブアド 
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朝日新聞デジタルドメイン配下にてタイアップページを制作、展開いた
します。ユーザが記事を読みにきている朝日新聞デジタルは記事体広告
との相性がよく、長い滞在時間や高い読了率に期待ができます。 

[記事体広告] 

タイアップ広告/ネイティブアド 
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・「企画特集誘導枠」は編集枠のため、表示回数やクリッ

ク数などのレポートは出ません。また掲載するテキストは、

特集ページの内容にあわせて弊社で制作します。 
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原稿レギュレーション 
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[原稿レギュレーション] 

原稿についての注意事項 

55 

■掲載の開始、確認、終了時間 
・掲載開始時間  掲載初日あるいは掲載切替初日の午前0時 
・掲載確認時間  掲載開始の当日正午まで（掲載開始が土日祝日の場合は翌営業日の正午まで） 
         ※確認時間内に掲載に不備があった場合は、掲載補填の対象外とさせていただきます。 
・掲載終了時間  掲載終了日の24時 
・掲載時間の変更 広告掲載期間内において、事前に掲載開始や終了日の時間指定をできることがあります。 
 
■広告クリエイティブ 
・背景色が白や淡い色の場合は、必ず枠線を付けてください。 
・必ず広告主の企業名または企業ロゴを記載してください。 
 
■URLの文字数 
・URLの文字数は250文字以内です。 
 
■原稿差し替えについて 
・リンク先（webサイト）のサーバー障害等のやむを得ない理由で、原稿あるいはリンク先を変更する場合、営
業日に限って承りますが、変更日や変更時間は指定出来ません。 
 
■複数原稿の掲載 
・掲載期間の同一広告枠内であれば、別途料金なしで4素材（各4リンク）まで掲載できます。差替予定の原稿は
リンク先URLとともに、入稿締切日までに一括入稿してください。 
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[原稿レギュレーション] 

原稿についての注意事項 

56 

■第三者配信 
・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。 
 
■音声広告 
・デフォルト音声OFFに限り掲載可能です。サイレン、天変地異等の音、危害を及ぼす動物の鳴き声をはじめ不
快な音は避け、音量調整および音声のON/OFFが明確に出来る行えるボタン等を表示してください。出力時間、
音量等、詳細については、具体的な原稿内容をもとにお問い合わせください。 
 
■アニメーション映像 
・表現  
「アニメーション等の映像表現に関するガイドライン（民放連）」を参考にして、有害なアニメ表示は避けてく
ださい。急激に変化するカットチェンジ、特定の色に限らずコントラストの強い画面反転によって映像がまぶし
いように点滅する映像遷移や、画面の大部分を規則的なパターン模様（縞、渦、同心円状等）で占めるものはお
断りします。 
  
・flash原稿の掲載  
flash原稿は、第三者配信タグの入稿時のみ配信が可能となりますが、掲載範囲はブラウザの仕様に準拠します。
代替gif、jpegは必ずご用意ください。 

2017/01/08 



半角カナ文字は使用出来ません（携帯電話は使用可）。 
画面で判読しにくい半角文字の連続使用は出来るだけ避けてください。 
特定のOSやパソコンで使われる機種依存文字は使用できません。 

[原稿レギュレーション] 

テキスト広告で使用できる記号一覧 
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[原稿レギュレーション] 

諸注意 

58 

■朝日新聞デジタル関連システムのメンテナンス等によるおことわり 
 以下は広告掲載補填の対象外となります。 
・深夜等の時間帯に朝日新聞デジタル関連システムがメンテナンスのため、広告配信を中止した場合。 
・大事件・事故等により過度のアクセスが集中することによって、朝日新聞デジタル関連システムの障害等を抑
止する、あるいは障害等を招き、広告の掲載を中止した場合。 
  
■広告の責任の所在 
・広告掲載の結果、広告内容により問題が生じた場合や弊社が損害を受けた場合、そのすべては広告主に対応、
負担していただきます。 
 
■競合排除 
・朝日新聞デジタルのサイト内やページ内で、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。 
 
■その他お問い合わせ 
・その他のお問い合わせはお手数ですが、内容にあわせて窓口をご確認いただき、担当までお寄せくださるよう
お願いいたします。お問い合わせ先は以下のサイトよりご確認いただけます。 
 
・朝日新聞社、新聞記事などに関するご意見・お問い合わせについて 
http://www.asahi.com/shimbun/reference/ 
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広告についてのお問い合わせ 
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株式会社朝日新聞社 

総合プロデュース室 デジタル推進チーム 

 
TEL：03-5540-7212 

E-mail：ad-info@asahi.com 
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