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×広告メニュー

掲載期間 2週間 (想定11万imp）

掲載タイプ 期間保証

掲載場所
MedPeer朝日ニュース 右カラム
(PC閲覧時)

料金 60万円 / 2週間

入稿期限 10営業日前

入稿素材本数 1本

サイズ 横300px × 縦250px(最大300px)

容量・仕様
250KB以内（jpg/gif/ping）
※gif動画は避けてください

MedPeer朝日ニュース PCレクタングルバナー 広告

MedPeer朝日ニュースのTOPページ、コンテンツ詳細ページに表示されるレグタングルバナー枠です。
エンゲージメントの高いユーザーに訴求することができます。

バナー

バナー

ニューストップ

記事詳細



×広告メニュー

掲載期間 2週間（2万imp想定）

掲載タイプ 期間保証

掲載場所
MedPeer朝日ニュース記事一覧下
(SP閲覧時)

料金 10万円/2週間

入稿期限 10営業日前

入稿素材本数 1本

サイズ

【入稿サイズ】 横640px × 縦100px 
【表示サイズ】横320px × 縦50px
（レクタングルバナー表示ご希望の場合
はご相談ください）

MedPeer朝日ニュース スマホバナー 広告

MedPeer朝日ニュースのスマホページに表示されるバナー枠です。前頁記載のバナー広告ご利用時の
オプションでのご提供となります。

バナー広告

バナー広告

ニューストップ 記事詳細



×広告メニュー

バナー広告に関する追加オプションサービス

 製薬企業のマーケティングの最重要指標がSOV（Share of Voice）から変化しようと
している中で、処方量変化に明確に貢献する広告商品を育てていく

 【MDB*会員企業のみ】会員の許諾を取って個人情報を広告主に提供し、MR
活動に繋げていただくサービス（まずはDCFの提供のみ可能）
 追加料金： 1クリックUU当り1,000円
 2週間の広告掲載終了後に提供

 【非製薬企業含む利用可能】関心を示した＝クリックした読者に、継続的に
アプローチをする「追っかけターゲティングメール」サービス
 追加料金： 1クリックUU当り1,000円
 2週間の広告掲載終了後に配信

 広告記事読了に終わらず、購買行動につなげる「資料請求ボタン」サービス
（開発中）

*MDB/DCF：株式会社アルトマークによる運営される。メディカルデータベース（ＭＤＢ）は、全国の医療機関及びそれら施設に勤務
する医師・薬剤師等のマスターデータ（DCF等）として、医療・福祉・保健等の分野に限定した企業団体の会員制による「共同利用・共
同メンテナンス」の仕組みにより構築・運営しています。



×広告メニュー

掲載期間
1か月間（PR広告導線25万imp想定）
＋メルマガでのご案内（5万通以上×2回）

掲載タイプ 期間保証

掲載場所
記事一覧下
期間中、メドピアが発行するメルマガ内で
の記事への誘導あり

料金

月100万円*
初回キャンペーン価格50万円/月*
＋追いかけメール（閲覧者×1,000円）

*追いかけメール100人分は月額費用に含む

入稿期限 10営業日前

サイズ テキストのみ

備考 制作費別途（取材、撮影、文章作成など）

MedPeer朝日ニュース ネイティブアド

MedPeer朝日ニュースに貴社PR記事を掲載することが可能です。
記事ページの制作や、取材対象医師のリクルーティングも承ります。

PR広告導線

PR広告導線

PR記事本文
（ネイティブ

アド）

ニューストップ 記事詳細



×広告メニュー

MedPeer朝日ニュース タイアップ広告

MedPeer朝日ニュースから特設ページへの導線を引きます。
特設ページの制作や、取材対象医師のリクルーティングも承ります。

PR広告導線

PR広告導線

特設ページ

掲載期間
1か月間（PR広告導線25万imp想定）
＋メルマガでのご案内（5万通以上×2回）

掲載タイプ 期間保証

掲載場所
記事一覧下
期間中、メドピアが発行するメルマガ内で
の記事への誘導あり

料金

月100万円*
初回キャンペーン価格50万円/月*
＋追いかけメール（閲覧者×1,000円）

*追いかけメール100人分は月額費用に含む

入稿期限 10営業日前

サイズ テキストのみ

備考
制作費別途（取材、撮影、文章作成、デザ
イン作成、コーディングなど）

ニューストップ 記事詳細



×広告メニュー

朝デジ オプション

デジタル朝日にてネイティブアド・タイアップ広告掲載と連動し、タイアップへの誘導広告をメドピ
ア内に表示させることが可能です。

掲載期間 1か月間（PR広告導線25万imp想定）

掲載タイプ 期間保証

掲載場所
タイアップ：朝日新聞デジタル※別サイト
誘導枠：メドピア朝日ニュース

料金 50万円

入稿期限 10営業日前

サイズ テキストのみ

ニューストップ 記事詳細

タイアップページ
（朝日新聞デジタル内）
※別メニュー

朝日新聞デジタル担当者
にお問い合わせください。

PR広告導線

PR広告導線

誘導枠
（朝日新聞デジタル内）
朝日新聞デジタル担当者
にお問い合わせください。



×

ターゲティングメール HTML 広告

配信日時 平日

料金
50万円 5,000通 から、ご希望に応じて

100円 / 通 で追加配信が行えます。

対象者
MedPeerにご登録頂き、メールマガジンを受信

している医師から特定の対象者を指定。

入稿期限 掲載日の5営業日前

入稿素材
画像・HTMLソースコード
※画像容量150KB以内
※アニメーション、Altテキスト禁止

リンク数
最大3箇所

※媒体社固有の短縮URLに置き換わります

ターゲティング

方法

年齢、性別、勤務地、診療科目、

勤務医・開業医、

なぜか人気の「クレジットカード」
「ブラックカードの付加価値を満喫しています」―。
MedPeerの掲示板「ディスカッション」で現在最多の書
き込み数（回答数）を誇るのは医師のクレジットカード
（カード）の所持状況を尋ねたスレッド 「クレジット
カード何枚持っていますか？」です。閲覧数では5900余
と全スレッド中では14位となっており、3年前の2012年
1月に立ち上がって以来 の人気スレッドとなっています。

特定の医師会員を対象として、件名を含むHTMLメールを一通まるごと配信出来ます。
よりリッチな表現で、インパクトのあるアプローチが可能です。

660px

容
量
の
範
囲
内

※ヘッダー及びフッターは媒体社挿入

Sample 
Image

左右余白10pxずつ
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広告メニュー



×

ターゲティングメール テキスト 広告

配信日時 平日 1社限定

料金

～ 8,000通 32万円、～12,000通 42万円

～16,000通 56万円、～20,000通 60万円

～30,000通 90万円、～40,000通 110万円

対象者
MedPeerにご登録頂き、メールマガジンを受信

している医師から特定の対象者を指定。

入稿期限 配信日の8営業日前

入稿素材
テキスト（機種依存文字ではない）
件名 ：横幅半角70文字、縦幅1行
本文 ：横幅半角70文字、縦幅200行

リンク数 最大5箇所 ※媒体社固有の短縮URLに変換

ターゲティング

方法

年齢、性別、勤務地、診療科目、

勤務医・開業医

特定の医師会員を対象として、件名を含むテキストメールを一通まるごと配信出来ます。
可処分所得が高い、年齢層の高い医師に効率よく訴求するなどの戦略的なマーケティングが可能です。

9

ターゲティングメール テキスト
半角70文字 × 縦幅200行

URL 最大5箇所

広告メニュー



×

メールマガジン ヘッダー 広告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2014年5月9日(金)  MedPeerお知らせメール

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

―◆目次◆――――――――――――――――――――――――――――――
◆症例相談「1.ADHD」「2.ヘリコバクター感染症」「3.小児呼吸器感染症」
◆薬剤「新薬情報、処方に関するクチコミ、臨床データなどをお届けします」
◆ポスティング「診療報酬改定時の集団指導にはどなたが出席されますか」など
◆ディスカッション「TVの医療番組に迷惑しています」「患者さんに謝りますか？」
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【症例相談】 200名以上のExpert Dr.がMedPeer会員医師の疑問にお答え
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
------------------------------------------------------------
1.ADHD
統合失調症はADHDから除外診断されますか？
------------------------------------------------------------
【質問】
17歳男性、周囲に観察されているという注察感や「馬鹿にされている」という
被害妄想がここ数年あるとのことで受診されました。既往歴を聴取すると、
4歳の頃より他の子供となじみにくい、暴力をふるうといった適応障害があり、
小児科に相談したこともあったが様子を見るということで終わったようです。
小学校・中学校は普通学級でしたが、相当数の欠席があったようです。現時点で
あきらかな幻聴等の症状はありませんが、統合失調症に近いと診断される場合、
ADHDは自動的に除外診断されるのでしょうか？

ヘッダー枠広告
半角70文字×8行＋URL 1行

配信日時 火曜日、木曜日 1社単独

料金 1回40万円

対象者
MedPeerにご登録頂き、メールマガジンを受信

している医師全員（約55,000名）

入稿期限 配信日の5営業日前

入稿素材 横幅半角70文字、縦幅8行＋URL

リンク数
1箇所

※媒体社固有の短縮URLに置き換わります

広告メニュー

10



×広告メニュー

※1期間中、メドピアが発行するメルマガ内での記事への誘導あり
※2初回キャンペーン価格50万円/月＋追いかけメール（閲覧者×1,000円）
※3追いかけメール100人分は月額費用に含む
※4表示サイズは横320×縦50pxです。

メニュー 掲載期間 想定imp 掲載タイプ 掲載場所 料金 期間 入稿期限 素材本数 サイズ 容量 仕様 備考

MedPeer朝日ニュース
PCレクタングルバナー

2週間 11万imp 期間保証
MedPeer朝日ニュース
右カラム（PC閲覧時）

60万円 2週間 10営業日前 1本 横300px×縦250px 250KB以内 (jpg/gif/png)

MedPeer朝日ニュース ス
マホバナー

2週間 2万imp 期間保証
MedPeer朝日ニュース
記事一覧下（SP閲覧時）

10万円 2週間 10営業日前 1本
横640px×縦100px

(※4)
(jpg/gif/png)

MedPeer朝日ニュース ネ
イティブアド

1カ月

（PR広告導
線25万imp想
定） ＋メルマ
ガでのご案内
（5万通以上
×2回）

期間保証 記事一覧下（※1）
月100万円（※2）
（※3）

10営業日前
写真、本文、
誘導枠テキ
スト必

制作費別途
（取材、撮影、
文章作成な
ど）

MedPeer朝日ニュース タ
イアップ広告

1カ月

（PR広告導
線25万imp想
定） ＋メルマ
ガでのご案内
（5万通以上
×2回）

期間保証 記事一覧下（※1）
月100万円（※2）
（※3）

10営業日前
写真、本文、
誘導枠テキ
スト必

制作費別途
（取材、撮影、
文章作成、
デザイン作
成、コーディ
ングなど）
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×医師向けプロモーション番組企画

 12万人の会員医師が利用するMedPeer内でwebプロモーション番組を実施し、貴社のサービス・商品を取り上げます。

「医師向けライフスタイル番組」という体裁を取り、高所得者である医師の興味関心に訴求します。

資料請求を促すアフタフォロー、MedPeer内特設ページの開設、インタラクティブ動画化なども実施可能です。

オプションプランで、制作した番組を朝日新聞デジタルで一般消費者向けにも配信することも可能です。

【予約ページOPEN】 【本番ページOPEN】

【インタラクティブ動画化】

予約促進メール×2〜3 サイト内誘導 前日＆当日メール レポート

オプション

視聴者のアクションを促す動画に

【特設ページ開設】

クライアントサイトにて
資料請求や面談希望を登

録
Powered by

基本サービス

【視聴者質疑応答】

後日回答リアルタイム視聴

15分番組×4回配信＝計60分

平日21時台の配信を想定

【事後アンケート】

【フォローメール送付 】

【一般消費者に向けた番組配信プラン】

朝日新聞デジタル
スマホプッシュ動画
VIDEOストリーミング

番組宣伝CM配信

番組全編再生クリック

・予約&視聴ページ開設・配信・運用（動画1本あたり）

・視聴医師の質問受付フォームの運用・返信対応・事後アンケート

・レポート納品（ 予約数、視聴ログ＝入退室時間・視聴時間、アンケート結果）

一式 1,500,000円（税別・グロス）

※動画制作費は別途見積もり（700,000円〜）
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・視聴医師へのフォローメール送付 ＋ 150,000円/回

・インタラクティブ動画化 ＋ 300,000円/件

・特設ページの開設と広告誘導 ＋ 1,000,000円/月

（初回のみ ＋ 500,000円/月）

※特設ページ制作費は別途見積もり

別途企画書
あり



×
医師・管理栄養士へのアンケートを活用した広告特集
「医師・管理栄養士100人に聞きました」

MedPeerの会員医師や提携管理栄養士に企業の商品を体験してもらい、そのアンケート結果を活用した

ブランディング広告を展開する企画です。

オプションとして、医師・管理栄養士による座談会やデプスインタビューのセッティングも可能です。

会員モニター
貴社

商品受け渡し
モニター募集

モニター登録

商品発送／
使用評価・

アンケート回答
依頼

使用評価・
アンケートの回答

アンケート結果納品

朝日新聞紙面や
朝日新聞デジタル
等で広告掲載

※有効回答人数は基本100名で設定。
ただし、対象医師の地域や診療科目
を絞る場合は、100名に満たないこと
があります。

企画の流れ

【企画料金】（要設計）

朝日新聞紙面広告掲載料or朝日新聞デジタル広告掲載料

＋リサーチ・アンケート集計費

※サンプリング商品の配送費は、別途お見積りします

※座談会、デプスインタビューの実施の場合は、別途お見積り致します

【注意事項】

商品によっては、薬機法などとの兼ね合いから紙面での掲載が難しい場合があります。

実施する商品・サービスについては事前にご相談ください。
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別途企画書
あり



×

用途に合わせた３つのサービス

リサーチサービス

WEBアンケート

フォーラムサーベイ

フォーラムＱ＆Ａ
ＰＲポスト

10万人の
医師会員

メリット：
• 厳重な会員認証により「医師限定」を保証
• DR to DRのプラットフォームを活用した

高品質な調査を実現

• 詳細なアンケート項目をカスタマイズ
• 同一パネルに事前事後の検証調査が可能
• 個人情報取得が可能（設問にて）

• 定型フォーマットでの簡単な調査
• 一問一答形式+定性情報記入（1問）
• 最短1週間で3,000件ほどのデータ収集

• 簡易なポストでの意見聴収
• 定性情報記入での意識調査
• 興味関心層（閲覧者）へのリマーケティング利用



×

アンケート

広告メニュー

【回収数】
50～2000件まで任意に設定可能

【設問数】
5問～100問まで任意に設定可能

【料金】
回収数×設問数でお見積りいたします。
弊社担当者までお問い合わせください。

※アンケート内容は貴社でご用意いただき、
ローデータをお渡しいたします。
※アンケート回答者へのリマーケティング施策
に関しては担当者までお問い合わせください。

• 詳細なマーケティング情報の収集が可能

• 個人情報取得が可能



×

フォーラム サーベイ

広告メニュー

• 『一問一答選択式』＋『定性情報記入』のクイックリサーチ

• 1週間で3,000~4,000人程度の回答が収集可能（※全会員への配信の場合）

【料金】
弊社担当者までお問い合わせください。



×

フォーラム Ｑ＆Ａ（ライフ）ＰＲポスト

広告メニュー

• ポスト一覧

・
・
・

• ポスト画面 • 閲覧者（興味関心層）

• リマーケティング施策

※メドピア広告商品との連携

【料金】
弊社担当者までお問い合わせください。



×■ GQ JAPAN ウェブサイト広告掲載基準入稿規定

• バナーファイル形式はgifまたはjpegです。

• アニメーションは禁止とさせて頂きます。

• ファイルサイズ、容量については各広告メニューを御覧ください。

• テキストの場合は、機種依存文字・半角カナ・¥（半角）は禁止とさせて頂きます。

• また、空白、枠組み装飾はユーザーの閲覧環境により、崩れる場合があります。

• 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。

• 原色や蛍光色、輝度の強い色の原稿については変更をお願いすることがあります。

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

を招く可能性があると思われる場合は修正をお願いすることがあります。

• 広告の内容についてはメドピア株式会社の広告掲載基準に準拠していることが必要です。

• なお、広告内容、リンク先ホームページにおいて問題が生じた場合は広告主の責任において対応をお願いいたし

ます。

• リンク先ＵＲＬはトラッキングタグを含めて220バイト以内としてください。

• リンク先は配信日の2営業日前までには公開してください。サイト内容の確認ができるまで掲載開始を延期する

ことがありますので、必ず担当営業に事前のご連絡をお願いいたします。

広告の表示環境について
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×■ GQ JAPAN ウェブサイト広告掲載基準広告掲載における注意事項

フルブラウザなど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は、広告が配信できない、または正しく表示されない、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。

広告の表示環境について

WindowsではMicrosoft Internet Explorer 11.0以降、Google Chrome（最新版） Mozilla Firefox（最新版）、

Macでは Safari（最新版）、スマートフォンではiOS Safari（最新版）Android Chrome（最新版）のブラウザを推

奨とします。

ブラウザ推奨環境について

広告主様の当サイト会員情報の取得は、ご掲載のお申込をいただいた商品、サービス等に対する資料請求やお問い合

わせを個別に行う場合に限ります。会員組織の告知や勧誘、過度な特典を付与する等により組織的または意図的に大

量の名簿情報の取得を目的とした掲載、行為は掲載を控えさせていただきます。媒体社サービスにより取得した個人

情報の利用範囲は、当該個人情報の取得の直接のきっかけとなった商品、サービスの提供に限るものとします。

個人情報の取り扱い、利用範囲について
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掲載に関する免責

広告の掲載開始時刻は原則掲載開始日の午前0時です。万一表示の不具合等があった場合、翌営業時間内の対応とな

ります。この間の掲載の不備については免責とさせていただきます。



×

朝日新聞社 総合プロデュース室
お電話 03-5540-7212
メール ad-info@asahi.com
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広告についてのお問い合わせ

mailto:ad-info@asahi.com

