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掲載日数
計2週間、計3週間、計4週間
（想定11万imp / 2週間）

掲載タイプ
掲載日数保証
※ 日数確保の為、掲載日が連続しない

場合は事前にご相談いたします

掲載場所
MedPeer MEDICAL NEWS 右カラム
(PC閲覧時)

料金
60万円 / 計2週間 90万円 / 計3週間

120万円 / 計4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 MEDICAL NEWS

1. PCレクタングルバナー広告

MedPeer MEDICAL NEWS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
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バナー

バナー

記事詳細



×
MedPeer MEDICAL NEWS

2. スマホバナー広告

MedPeer MEDICAL NEWS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
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掲載日数
計2週間、計3週間、計4週間
（想定2万imp / 2週間）

掲載タイプ
掲載日数保証
※ 日数確保の為、掲載日が連続しない

場合は事前にご相談いたします

掲載場所
MedPeer MEDICAL NEWS 記事一覧下
(SP閲覧時)

料金
10万円 / 計2週間 15万円 / 計3週間
20万円 / 計4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

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

ニューストップ
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MedPeer MEDICAL NEWS

3. ネイティブアド

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（ニュース用メール
の配信許諾会員医師×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
100万円/月
※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）

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）

PR記事本文
（ネイティブ

アド）

記事詳細
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MedPeer MEDICAL NEWS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。

特設ページ

ニューストップ 記事詳細
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MedPeer MEDICAL NEWS

4. タイアップ広告

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（ニュース用メール
の配信許諾会員医師×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
100万円/月
※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）

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）

PR広告導線

PR広告導線
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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。

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。

MedPeer MEDICAL NEWS

5. 朝日新聞デジタル上の広告への誘導

朝日新聞デジタル（以下、朝デジ）上で実施するネイティブアド・タイアップ広告への誘

導枠をMedPeer MEDICAL NEWS内に設けます。朝デジ上にある広告を、医師にも訴求

させたいケースに有効です。

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：MedPeer MEDICAL NEWS

料金 50万円/月

入稿期限 10営業日前

サイズ テキストのみ

PR広告導線

PR広告導線
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➢ 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。

• プラン①：「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。

• プラン②：貴社のweb講演会やweb講座をアレンジの上、配信することも可能です。

➢ 資料請求を促すアフターフォロー、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。

【案内ページOPEN】 【視聴ページOPEN】

【インタラクティブ動画化】

視聴促進メール(2〜3通) MedPeerサイト内の誘導枠で告知

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

動画番組

オンデマンド配信

【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

・視聴ページ開設・配信・運用

・MedPeer会員医師向けの告知と集客（5万人に未満告知）・事後アンケート実施

・レポート納品（視聴ログ＝視聴者属性と視聴時間、アンケート結果）

一式 1,750,000円（税別・グロス）

※動画制作費は別途見積もり（700,000円〜）

・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
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MedPeer MEDICAL NEWS

6. 医師向け動画企画（ミニ番組・web講演会）

別途企画書
あり
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➢ Web講演会オンデマンド配信までのサービスの流れは下記のとおりです。

➢ 動画コンテンツの制作の請負も可能です。（※別途、日程等を御見積します）

10

MedPeer MEDICAL NEWS

6. 医師向け動画企画 サービスの流れ

配信期間

動画入稿

事前準備
入稿

条件確定

事後アンケート

レポート

✓ 配信内容の希望提出
➢ 希望日程や、配信対象医師のセグメント（HP/GP、年代、診療科目等）を提出いただきます

✓ 入稿フォーム納品
➢ 講演テーマ、演者紹介、講演概要等を記載した入稿フォームをご提出いただきます
➢ 講演スライド等を入稿いただき、事前確認をさせていただきます

✓ 動画入稿
➢ 1GB以内、MP4形式で完全パッケージ状態で入稿いただきます
➢ 動画を入稿いただき、事前確認をさせていただきます

⚫ 講演会オンデマンド配信（MedPeer会員医師向けの告知（集客）を開始）
➢ メール告知、バナー設置など、当社にて集客を開始します

⚫ 配信終了日の翌々営業日から視聴者を対象に事後アンケートを配信（※オプション）

⚫ 講演会視聴ログ納品
➢ 講演会の視聴ログとして、視聴者の属性情報（年代、勤務地都道府県、業態

（HP/GP）、診療科目（個人情報に関わる情報は提供致しません））と視聴時間を納
品いたします

⚫ 事後アンケート回答結果ログ納品（※オプション）

配
信
期
間

15

営
業
日
前

20

営
業
日
前

配
信
の

２
か
月
前

15

営
業
日
後

✓｜貴社タスク ●｜弊社タスク

⚫ 配信日時・対象の確定
➢ 日程や配信セグメント（HP/GP、年代、診療科目等）による配信対象人数を確定します

別途企画書
あり
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MedPeer MEDICAL NEWS

6. 医師向け動画企画 補足事項

■WEB講演会オンデマンド配信

・実施内容：Webセミナー形式の動画配信

∟動画ファイルをMedPeer内のサーバーに格納し、その動画を視聴いただきます

∟Web講演会の配信時間は30分〜60分程度の想定です

∟内容は、掲載前に弊社でもチェックを行います

・配信期間：2週間

∟月ごとにご利用いただける案件数に枠があります。ご希望の場合はお早めにご連絡ください

・納品物：視聴ログ

∟視聴者ごとの「視聴時間」「年代」「標榜科目」「業態（HP/GP）」をExcel形式で納品いたします

※個人情報となる「氏名」や「メールアドレス」などの提供は不可です

※視聴者数の目安は、案内数の3%程度です。視聴者数はあくまでも目安であり、保証できるものではありません。

■事後アンケート

・実施内容：WEB講演会の視聴者向けアンケート

・実施タイミング：WEB講演会オンデマンド配信終了日の翌々営業日からご案内

・設問数：4問まで（5問以上での実施をご希望の場合は応相談）

・納品物：事後アンケートログ

∟回答者ごとの「回答データ」「年代」「標榜科目」「業態（HP/GP）」をExcel形式で納品いたします

※個人情報となる「氏名」や「メールアドレス」などの提供は不可です

※事後アンケート回答者数の目安は、視聴者数の7割程度です。回答者数はあくまでも目安であり、保証できるものではありません

■フォローメール

・実施内容：WEB講演会の視聴者向けクライアント企業様専用メールの配信

∟メールはテキスト仕様

∟タイトル、本文を事前に作成いただき入稿いただきます。メール内のリンクURLは最大3つまでです

・実施タイミング：WEB講演会オンデマンド配信終了日から3営業日目以降

・配信対象：WEB講演会の視聴者のうち、メール許諾が取れている方

・納品物：メール内URLのクリック数

∟メール配信から1週間後にクリック数をご報告致します

別途企画書
あり
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➢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。

別途企画書
あり
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朝日新聞紙面・朝日新聞デジタル

7. 広告特集「医師・管理栄養士100人に聞きました」
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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。
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配信日時 平日

料金 詳細はお問い合わせください

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10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

※署名欄にて、広告主名、お問い合わせ先を明
示してください。

リンク数 最大3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 など

MedPeer（その他広告サービス）

8. ターゲティングメール テキスト広告

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3箇所
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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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配信日時 平日

料金 詳細はお問い合わせください

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10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

※署名欄にて、広告主名、お問い合わせ先を明
示してください。

リンク数 最大3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 など

MedPeer（その他広告サービス）

9. ターゲティングメール HTML広告



×【参考】ターゲティングメール活用事例
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• 医療関連、金融、教育、趣味など、様々な分野で活用が可能です。

テーマ 項目 内容

医療関連機器
・システム

内容 ・クリニック向け、予約受付管理システムのご紹介

セグメント ・勤務地、業態（勤務医／開業医）

活用ポイン
ト

・開業医を対象に、クリニックの業務効率化・改善システムの資料請求の案内
・機能紹介や、導入事例の訴求により、資料請求や問い合わせリードを獲得

金融 内容 ・クレジットカード会員のお申込み

セグメント ・勤務地、業態（勤務医／開業医）

活用ポイン
ト

・出張が多い医師の特徴に合わせ、ラウンジなどの会員メリットを訴求
・フィールドセールスではアプローチしにくい病院勤務医のリードを獲得

教育 内容 ・医学部予備校 個別相談会の受付開始ご案内

セグメント ・勤務地、年齢

活用ポイン
ト

・受験生をもつ親世代の年齢層へ、医学部合格実績の訴求
・子供の教育に興味が高い会員属性に対して、カリキュラム内容の紹介

娯楽・趣味 内容 ・新型高級車のご案内

セグメント ・年齢、性別

活用ポイン
ト

・今後、1年以内に自動車の購入を考えている会員は約1割
・旅行好きが多い会員属性に合わせて、旅行×車をテーマに訴求



×

掲載日数
計2週間、計3週間、計4週間
（想定10万imp / 2週間）

掲載タイプ
掲載日数保証
※ 日数確保の為、掲載日が連続しない

場合は事前にご相談いたします

掲載場所
FORUM Lounge 右カラム
(PC閲覧時)

料金
60万円 / 計2週間 90万円 / 計3週間

120万円 / 計4週間

入稿期限 10営業日前

入稿素材本数 1本

サイズ 横600px × 縦500px

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

MedPeer内のコンテンツでアクセス数が多いコンテンツの一つであるFORUM Lounge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。

FORUM Lounge トップ
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MedPeer（その他広告サービス）

10.PCレクタングルバナー広告「FORUM Lounge」

バナー

FORUM Lounge 投稿詳細

バナー



×

FORUM Lounge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。

FORUM Loungeトップ
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掲載日数
計2週間、計3週間、計4週間
（想定3万imp / 2週間）

掲載タイプ
掲載日数保証
※ 日数確保の為、掲載日が連続しない

場合は事前にご相談いたします

掲載場所
FORUM Lounge 下部
(SP閲覧時)

料金
10万円 / 計2週間 15万円 / 計3週間
20万円 / 計4週間

入稿期限 10営業日前

入稿素材本数 1本

サイズ 横600px × 縦500px

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

MedPeer（その他広告サービス）

11.スマホバナー広告「FORUM Lounge」

バナー
広告
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MedPeerサイト内に、貴社専用 申込みフォームを開設。（申込み内容は、資料

DLや面談等ご相談の上決定）送客数（申込み医師数）に応じた従量課金サービス。
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MedPeer（その他広告サービス）

12.医師見込み客送客サービス

MedPeer医師会員送客サービス全体像

申込み医師
個人情報データ掲載企業様専用

管理画面

③ 申込み医師の個人
情報を専用管理画

面から取得

② MedPeer登録個人
情報を掲載企業へ
提供することに承
諾の上、申し込み

① フォーム開設

獲得した医師リストに対して、電話やメールでの具体的アプローチが可能

サービス利用

検討医師
掲載企業様

【企画料金・詳細】：詳細はお問い合わせください。

別途企画書
あり



×

※アンケート内容は貴社でご用意いただきますが、ご支援が必要な場合はお問合せください。
※納品物は、回答結果のローデータとなります。レポートでの納品が必要な場合はお問合せください。
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◼設問の作成支援から簡易レポートの納品までを実施

◼12万人を超えるMedPeer会員に対して、迅速な調査が可能
概要

特長
質問表

Copyrights 2013 MedPeer, Inc. All rights reserved.

処方プロセス
⑤処方意向変化率

• プロジェクト前後でアンケートを実施し、その結果を検証することで、医師の処方
意向の変化率を計測する。

処方意向アンケート

起立性低血圧治療薬に関する調査 

＊調査対象者は月に 10名以上の起立性低血圧患者さんを診察している医師 

 

S１．先生は起立性低血圧の患者さんを最近１ヵ月間に何人くらい診察されていますか？ 

 先生ご自身が診察している実際の人数をご回答ください。（延べ人数ではありませんので、ご注意下さい） 

＊ 同じ患者さんが月に２回以上受診された場合は１人とカウントしてください。 

＊ 該当する患者さんがひとりもいない場合は「０（ゼロ）」をご記入ください。 

 (記入)【必須】 

 人／月 

 

＊ Q1＜10の場合以下を表示  

恐れ入りますが、この調査は、起立性低血圧の患者さんを最近１ヵ月間に 1０人以上診察していらっしゃる先生が対象

です。この条件に該当しない先生は大変申し訳ございませんがご回答いただけません。 

次回、他のアンケートでのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

Ｑ１． 

起立性低血圧治療薬の中で、先生が真っ先に思い起こす製品を１つお答えください。製品名でお答えください。 

 

    (記入)【必須】 

 

 

＊Ｑ２に進んだあと、Ｑ１に戻れないようにする。 

Ｑ２． 

下記の抗うつ薬の中で先生が処方経験のある薬剤をすべて選んでお答えください。 

 （回答はいくつでも）【必須】 

１ メトリジン 

２ ドプス 

３ エチホール 

４ ジヒデルゴット 

５ リズミック 

 

 

Q３. 

最近１ヵ月間の起立性低血圧患者数[S1 回答表示]人/月のうち、下記薬剤別の処方患者割合をお知らせくださ

い。 

＊ 該当する患者さんが 1 人もいない場合は｢0(ゼロ)｣を記入してください。 

＊ 併用の場合もありますので合計が 100％を超えることもあります。 

   （記入）【必須】 

１ メトリジン   ％ 

２ ドプス   ％ 

３ エチホール   ％ 

４ ジヒデルゴット   ％ 

５ リズミック   ％ 

 

以上 
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小児呼吸器感染症治療
薬に関する調査

レポート例（定量情報） レポート例（定性情報）

• 通常のリサーチは勿論のこと、MedPeerの他サービスと組み合せることで
より医師のインサイトを深堀するリサーチが可能

◼回収数：50〜2,000件まで任意に設定可能

◼設問数：5問〜任意に設定可能

◼料金：回収数×設問数で御見積致します。弊社担当者までお問合せください。

料金

MedPeer（その他広告サービス）

13.リサーチ「WEBアンケート」



×■ 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 総合プロデュース本部
お電話 03-5540-7212
メール ad-info@asahi.com
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