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ユーザーにより読まれるために重要な要素として、

下記の３要因を重視しております。

奥山晶二郎
おくやま しょうじろう

編集長

ユーザーのことを考えた

メディア設計

目を引く見出しや写真でクリックを

誘う時代は終わりました。情報があ

ふれるスマホの中で、ユーザーが欲

しいのは信頼のおけるコンテンツで

す。withnewsは新聞社の取材力と、

スマホ時代に適応した読みやすさを

大事にしています。

読まれるネイティブアドタイアップの３要素



読まれる３要素と

呼応する のネイティブアドタイアップ

ユーザー層がスマホ世代×

スマホで読みやすいUI

スマートフォンに最適化した構成、デ

ザインだけでなくタイトルの字数まで

ユーザーの使いやすさにこだわって設

計しています。

すべての記事を取材を基に作成

朝日新聞社の取材網を活用し、記事作成にあ

たって、取材に基づいた記事作成を実施する

ことで正確な情報での記事を提供します。

高品質×高い企画性

ユーザーの興味関心は日々移

り変わっていきます。今、読

みたい。と思って頂けるよう

な記事を提供しております。

３要素を押さえることによる、ネイティブアドタイアップの効果を最大化



信頼できる｜すべての記事を取材を基に作成

朝日新聞社の取材に関するノウハウを活用し記事を作成

対面取材

現場取材

全国に広がる取材ネット
ワーク

全国に広がる取材ネットワーク朝日新聞社のノウハウを活かした取材力

「専門的な知見」がおもしろい！SNSで話題に！

世界の取材網を活かし、

パキスタンでの若者のゲームの盛り上がりを

国内情勢がわかる切り口で掲載

社会部がある朝日新聞社だから

作れる、生きづらさを抱える10代への

企画が話題に

医学部卒の経歴を持つ編集部員が、

科学的な根拠を交えて自分のダイエット

体験を掲載



動画を楽しみながら

ニュースをチェック！人気YouTuberが

楽しく記事を紹介！

チャンネル登録者数100万

人以上を誇る「よききちゃ

んねる」でおなじみ、人気

YouTuberのよききさんを

MCに迎え、withnewsの記

事を動画で楽しく紹介して

いきます。

話 題 の ニュ ー スを 、

withnewsんも「中の人

たち」が発信していき

ます。それぞれの個性

を出しながら、「楽し

く、タメになる」動画

を目指していきます！

withよきき

ID:withnews

スマホで読まれやすい｜

有名YouTuberを起用したYouTube番組や

TikTokなど新しい挑戦も！

TikTokで!

YouTubeで!



読み応えがあり、おもしろい｜

書籍化できるほどの記事のクオリティ
このあとも続々書籍化を予定しています！

withnews×朝日新聞×Yahoo!ニュースのコラボレーション

による通年企画。昭和から続く価値観からの脱却、理想と現

実の狭間で揺れる「家族像」を紐解く。

2018年4月に始まった、生きづらさを抱える10代へ向けた企画。8月

には誌面でも展開。樹木希林さんなど著名な有名人の記事を収録。

withnews発！ 2つの人気連載が書籍化されました。



スマートフォンでの利用を想定して最適化

スマホで読まれやすい｜

ユーザー層がスマホ世代×スマホで読みやすい記事作り

ユーザー層がスマホ世代 スマホで読みやすい記事作り

年代 利用デバイス

モバイル・タブレット

ユーザーが大半

20～30代が

メインユーザー

Mobile

65.3%

18-24

8.3%

45-54

18.7%

55-64

8.9%

35-44

34.1%

25-34

25.0%

性別

男女の比率が

ほぼ同数

男性

51.1%

女性

48.9%

文字数まで

こだわったタイトル

概要の認識ができ、しっかりと読

ませられる最適なタイトルにする

ため32文字に収めています。

記事内容見出しの掲載

で内容をわかりやすく

記事の概要をスマートフォンの画

面設計に合わせてインデックス化

し掲載。

女性 男性

51.4% 48.7%

18-24

7.05%

25-34

27.78%

35-44

34.35%

45-54

17.45%

55-64

7.70%

65+ 5.66%

Mobile・Tablet

78.35%



マンダム「ルシード」

マンダムのキーワードである「ミドル脂臭」について、ライターがマンダム本社での臭気判定を体験して体当たり取材。さらに、朝日新聞デジタル「＆M

」やハフポストでもそれぞれ異なる切り口から取材した記事を同時に展開し、相互リンクを貼って読者の回遊を図りました。その結果、一記事よりも「ミ

ドル脂臭」について理解度を深め、多くのPVを獲得しました。

読み応えがあり、おもしろい｜

徹底取材事例（高品質×高い企画性）



ワーナー・ブラザース「ダンケルク」

世界的に大ヒットした『ダンケルク』日本公開の直前に、若者に高い支持を得ている和田竜さんに本作の魅力を語ってもらいました。また、その2か月前

にもwithnewsで日本人に馴染みが薄いダンケルクの歴史の理解を深めるための歴史解説企画も実施。その同時期に朝日新聞デジタル「&M」で姜尚中さん

による専門的なインタビュー企画も実施し、本作の魅力が伝わるように歴史認識を深める事前準備もしていました。

読み応えがあり、おもしろい｜

著名人の起用（高品質×高い企画性）



スクウェア・エニックス「ドラゴンクエストⅪ」

国民的ゲームであるドラゴンクエストシリーズの第11作目である「ドラゴンクエストⅪ」の発売直前に「“おもいで” ふっかつのじゅもん」と題した企画を実施。

ゲーム発売前日の2017年7月28日の朝日新聞に広告掲載される暗号を入力しないと読めないという難解なギミックがあったものの、1か月で想定1万PVのプランに

対してたった2週間で6万以上のPVを記録しました。SNSで話題になったほか、ゲーム攻略サイトや個人のブログなど複数のWEBサイトで取り上げられたことが

後押しとなりました。2017年12月現在でも伸び続け10万PVを超えています。

読み応えがあり、おもしろい｜

ギミックを活かした企画（高品質×高い企画性）



ネイティブ記事広告プラン

タイアップ
G180万円＋制作費N20万円プラン

有名ライタータイアップ
G250万円＋制作費N50万円プラン

with●●カテゴリースポンサード
G1800万円＋制作費N200万円プラン

想定PV数 1～2万PV想定 2～3万PV想定
「with●●」カテゴリーのトップ・コンテンツ

合計で20万PV想定

期間 1カ月間 1カ月間 6カ月間

本数 1本 1本
新規編集コンテンツ×6本・過去編集コンテンツ×6本※₁ 

PRコンテンツ×6本※₂

ディレクション構成担当 デジタルアドプランナー withnews編集部・デジタルアドプランナー withnews編集部・デジタルアドプランナー

記事修正 審査基準の範囲内で修正可能 審査基準・ライター基準の範囲内で修正可能
編集コンテンツは修正不可。

PRコンテンツは審査基準の範囲内で修正可能。

誘導枠 記事・トップでローテーション 記事・トップでローテーション
トップ常時にカテゴリー誘導枠

＋記事・トップでローテーション
※PRコンテンツだけではなく、編集コンテンツも誘導します。

SNS投稿 対応可 対応可 対応可

PR表記 PR by 企業名 PR by 企業名
カテゴリー全体は、Sponsored by企業名
PRコンテンツの⼀記事はPR by 企業名

制作費 基本N20万円 基本N50万円 PRコンテンツ分としてN200万円

チャチャットニュース対応 対応可 対応可 対応可

ソニーのニュースアプリ
「ニューススイート」で
「特定日１日間プッシュ」

プランの実施

対応可 対応可 対応可

広告プラン一覧

バナー広告プラン

Allレクタングル 200万 imp保証 G100万円（税別）

※₁  編集コンテンツについては、カテゴリーテーマに合わせて「withnews」編集部責任のもと制作します。

※₂  PRコンテンツについては、クライアントと⼀緒に制作し、内容確認や修正は広告審査の範囲内で可能です。

banner

banner

※プラン詳細やこれ以外の細かい確認事項は、後述の各プランの説明ページをご覧ください。



【参考】1カ月獲得 PV実績（1.5万PV想定プラン）

2018年の1.5万PV想定プラン（現在は本プランはありません）の実績では、平均値では倍以上のPV、

中央値でも2万PVを越え、6割以上の案件で2万PV以上を獲得しました。

平均値：30,258 PV 中央値：23,148 PV
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100,000～ 過去タイアップ詳細は

こちらからご覧いただけます

過去タイアップ記事

（PV
数）

※ 2 0 1 8 年 1 月 ～ 1 2 月 の 実 績 か ら 、 1 . 5 万 P V 想 定 プ ラ ン だ っ た 2 3 案 件 を 抜 粋 し ま し た 。



他記事ページ

トップページ

トップページ、他記事

ページ両方から誘導

フォトギャラリー

ページからの誘導
Yahooニュース記事
の誘導枠からの導入

スマートフォンでの

Yahoo掲載記事からの導線

公式Facebook／Twitter

アカウントからの誘導

ネイティブアドタイアップ

G180万円＋制作費N20万円プラン

記事ページ

1万～2万PV想定

1カ月間

1本

デジタルアドプランナー

スケジュールや企画次第でデジタルアドプランナーが

対応します

審査基準の範囲内で修正可能

記事・トップページ内でローテーション。誘導枠のクリ

エイティブ内容は運用状況に応じて調整することもあり

ます。ただし、誘導在庫によっては提携の朝日新聞デジ

タル等から外部誘導をかけることもあります。

運用の⼀環として、ご対応可能です。

記事内上部に、「PR by 企業名」を入れさせていただ

きます。

第三者計測タグの広告該当ページ内の埋め込みは可能で

すが、動作保証は行っておりませんのでご容赦ください。

SNS投稿の広告ブーストや外部サイトの誘導枠の買い付

けは、基本的には弊社経由となります。

制作費基本N20万円。ただし取材や著名人インタビュー

を伴う場合は別途ご相談する場合があります。

想定PV数

期間

本数

記事修正

PR表記

ディレクション

構成案

SNS投稿

広告ブースト

制作費

誘導枠

タグ設置

ネイティブアドタイアップとは、広告主様の視点で訴求したい内容をネイティブな表現で発信できる記事タイアップです。

デジタルアドプランナーが一気通貫で対応させていただき、スピード感をもって掲載まで進行します。

本プランでは、デジタルアドプランナーが

⼀気通貫で迅速にご対応いたします。

誘導在庫次第で、プッシュ広告や提携の

朝日新聞デジタル等の外部からの誘導

サイト内からの動線

広告ページ



他記事ページ

トップページ

トップページ、

他記事ページ

両方から誘導

有名ライター ネイティブアドタイアップ

G250万円＋制作費N50万円プラン

記事ページ

広告ページ

フォトギャラリー

ページからの誘導
Yahooニュース記事
の誘導枠からの導入

スマートフォンでの

Yahoo掲載記事からの導線

期間

本数

記事修正

PR表記

ディレクション

構成案

SNS投稿

広告ブースト

制作費

2万～3万PV想定

1本

withnews編集部・デジタルアドプランナー

withnews編集部・デジタルアドプランナーが担当。

ご要望があればオリエンも参加します。

審査基準・ライター意向の範囲内で修正可能

記事・トップページ内でローテーション。誘導枠のクリエイティ

ブ内容は運用状況に応じて調整することもあります。ただし、誘

導在庫によっては提携の朝日新聞デジタル等から外部誘導をかけ

ることもあります。

運用の⼀環として、ご対応可能です。

記事内上部に、「 PR by 企業名」を入れさせていただきます。

第三者計測タグの広告該当ページ内の埋め込みは可能ですが、

動作保証は行っておりませんのでご容赦ください。

SNS投稿の広告ブーストや外部サイトの誘導枠の買い付けは、

基本的には弊社経由となります。

制作費基本N50万円。ただし遠隔地取材や著名人インタビューを

伴う場合は別途ご相談する場合があります。

誘導枠

タグ設置

公式Facebook／Twitter

アカウントからの誘導

有名ライター ネイティブアドタイアップとは、withnews編集部の繋がりをもとに有名ライターをアサインして、

SNSで拡散させるタイアッププランです。ライターに、読者目線を意識して執筆いただきます。

ライター起用記事事例

誘導在庫次第で、プッシュ広告や提携の

朝日新聞デジタル等の外部からの誘導

想定PV数

1カ月間

サイト内からの動線



with●● カテゴリースポンサード

G1800万円＋制作費N200万円プラン

想定PV数

期間

本数

記事修正

PR表記

ディレクション

構成案

SNS投稿

広告ブースト

制作費

「with●●」カテゴリーのトップ・コンテンツ合計で20万PV想定

6カ月間

新規編集コンテンツ×6本・過去編集コンテンツ×6本、

PRコンテンツ×6本

withnews編集部・デジタルアドプランナー

PRコンテンツのみ、デジタルアドプランナーがご対応できます

PRコンテンツは審査基準の範囲内で修正可能。編集コンテンツは

修正不可。

トップから「with●●」カテゴリーのコンテンツへ誘導枠を常時

誘導し、記事・トップページ内でローテーションで誘導をかけま

す。誘導枠のクリエイティブ内容は運用状況に応じて調整するこ

ともあります。ただし、誘導在庫によっては提携の朝日新聞デジ

タル等から外部誘導をかけることもあります。

運用の⼀環として、ご対応可能です。

カテゴリー全体は、Sponsored by企業名／PRコンテンツの⼀記

事はPR by企業名

第三者計測タグの広告該当ページ内の埋め込みは可能ですが、

動作保証は行っておりませんのでご容赦ください。

SNS投稿の広告ブーストや外部サイトの誘導枠の買い付けは、基

本的には弊社経由となります。尚、本プランではPRコンテンツの

み広告ブーストが可能です。

制作費はPRコンテンツ分としてN200万円

誘導枠

タグ設置

「with●● カテゴリースポンサード」とは、withnews編集部とクライアントが一緒になってユーザーにとって有益な情報となる

カテゴリー「with●●」を創り出し、そのカテゴリーを一社提供いただいて新規編集コンテンツと過去編集コンテンツとPRコンテンツを

６カ月間に毎月１本ずつ制作・配信していくプランです。

スワイプ

他記事ページ

「with○○」

コンテンツページ

フォトギャラリー

ページからの誘導
Yahooニュース記事
の誘導枠からの導入

スマートフォンでの

Yahoo掲載記事からの導線

公式Facebook／Twitter

アカウントからの誘導

トップページ 記事ページ

スワイプ

誘導在庫次第で、プッシュ広告や提携の

朝日新聞デジタル等の外部からの誘導

本プランの「with●●」のカテゴリーやPRコンテンツはクライアントと

ともに創り出していきますが、カテゴリー内の新規編集コンテンツの制

作や過去編集コンテンツの選定は編集部が責任をもって担当します。

そのため編集コンテンツは事前の内容の確認や修正はご対応できません

ので、ご了承ください。

カテゴリー誘導枠を

6カ月間常時露出

本プランの注意点

トップページ、

他記事ページ

両方から誘導

サイト内からの動線



withnewsでは、2018年3月よりニュースをチャットが展開するように読める「チャチャットニュース」をスタートしました。

この新しいニュースのフォーマットでもネイティブアドタイアップをご出稿いただくことも可能です。

※ す べ て の w i t h n e w s の ネ イ テ ィ ブ ア ド タ イ ア ッ プ プ ラ ン （ 広 告 ガ イ ド Ｐ 1 1 ～ Ｐ 1 3 を ご 参 照 く だ さ い ） で こ の 「 チ ャ チ ャ ッ ト ニ ュ ー ス 」 フ ォ ー マ ッ ト を 広 告 利 用 可 能 で す 。

※上記は編集記事でのイメージです。

ＰＣ版に関しては、「タップする」

のボタンを押すとチャット形式の

ニュースが展開します。

ＰＣ版

「タップする」を押すと

チャットが展開

スマホ版に関しては、画面のどこを

タップしてもチャット形式での

ニュースが展開します。

スマホ

版
画面のどこをタップしても

チャットが展開

画面をタップ

チャット形式で

テキスト・画像が

と進む！

ネイティブアドタイアップの新しい表現方法としてご選択可能！

ニュースの新しい形 チャチャットニュース



ネイティブアドタイアッププラン、スポンサードコンテンツプラン、連載スポンサードコンテンツプラン(ただし、1回目の掲載のみ可能)

の記事コンテンツをソニーのニューススイート上で、たった1日間で4万～8万PV想定を出すブーストプランです。

ソニーニュースアプリ「ニューススイート」とは

ニューススイートは、インストール総数6,000万、70か国展開、月間700万人にご愛用いただいてきた、ソニーが開発・運営するニュースアプリ

です。ニューススイートでは、ユーザーの使い勝手を徹底的に研究し、ニュース閲覧体験を他にない新しいコンセプトでデザインしました。

※基本的には平日営業時間内スタートとなります。

※スタート時間帯については事前にご相談ください。

※ソニーに掲載可否確認が必要となります。

料 金 ：G250万円

PV想定 ：特定日1日間（24時間）

で4万～8万

【オプション】

ソニーニュースアプリ「ニューススイート」特定日1日間プッシュ

アプリのプッシュ機能による

記事誘導

記事ページ

※2018年1月時点

利用デバイス

mobile

100%

性別

男性

65%

女性

35%

30-39

19%

40-49

38%

50-59

24%

その他

10%

20-29

9%

年代

ニューススイート

ユーザー

インストール数 月間
アクティブユーザー

ユーザーレビュー
（Google Play）

デイリー
アクティブユーザー

アプリ使用状況

不適切な広告を排除した安全なメディア運営

ニューススイートチームが独自に設定した安心・安全なホワイトリストによる広告管理によって、

不適切な広告配信をブロック。広告主様が安心して出稿できるメディア運営を行っています。



原稿レギュレーション

トップページ

（PC、タブレット）

各記事ページ

（PC、タブレット）

トップページ

（SP）

各記事ページ

（SP）

画像 左右 300×天地 250

容量 50kb以内

ファイル形式 gifまたは jpeg

ループ 無限可

同時掲載

バナー数
合計 4原稿まで可

Allレクタングル

200万 imp保証

料金

G100万円（税別）

料金は広告会社手数料を含みます。

掲載期間は 2週間です。

PC、SP 全て（記事もトップも）のレクタングル枠での掲出になります。

banner

banner

banner

banner

banner
banner

banner

banner

【料金プラン】バナー広告プラン



下記は「ネイティブアドタイアップ」のスケジュールです。「有名ライターネイティブアドタイアップ」と「カテゴリースポンサード」は

制作・運用体制構築に時間がかかるため、「有名ライターネイティブアドタイアップ」は1カ月半ほど前、「カテゴリースポンサード」は

３カ月ほど前にはご連絡ください。

ネイティブアドタイアップのスケジュールイメージ



お問い合わせ先

朝日新聞社 総合プロデュース本部

TEL：03-5540-7212 FAX：03-5541-8878

Email：ad-info@asahi.com


