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NewsCafeは様々な角度から情報を伝える“総合ニュースサイト”です。
運営は2004年から開始し、今年で17年目となります。

記事に対するコメント機能がついており、活発なユーザーが集う場所となっています。

総合ニュースサイトとして歩んできた17年間

月間 PV

180万 25万

月間 UU

8 . 6万人

※2020 年 12月現在

会員数

芸能 ゴシップ 政治 経済

社会 恋愛 スポーツ

コメント

ビックリ

語り場 アリナシ
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活発なユーザーに愛されるポータルサイト

20以上のメディア様と提携しているポータルサイト

兼ねてより多くのメディア様と提携をさせて頂いており、その数は20以上。
具体的な提携メディア様は次ページをご参照ください。

固定ファンに愛されている

アンケートの結果「NewsCafeにほぼ毎日アクセスする」と答えたユーザーは91％。
固定ファンに愛されているサイトです。

活発なユーザーが揃っている

NewsCafeには記事に対するコメント機能が搭載されており、ニュースに対して意見を
発信することができます。そのほかにも、ユーザー自身がお題を投稿する「アリナシ」
というコーナーもあります。
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主要情報提携先について

NewsCafeは様々なメディア様からニュースをご提供頂いております。

・モデルプレス
・時事通信社
・ロケットニュース24
・Ameba News

・E-TALENTBANK
・まいじつ
・ウーマンエキサイト
・OTONA SALONE

・秒刊SUNDAY
・恋愛.jp
・Full-count

・cinemacafe.net
・Mocosuku
・ほか多数
（順不同、敬称略）

主要
情報
提携
先

主要情報提携先
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30代・40代の女性ユーザーがメイン。ECサイトでよく買い物をする人が多いです。

80%
女性

72%
30-40代

ユーザー属性

59%
ECで

よく買い物をする

54%
ECで使用した金額

が1万円以上

91%
ほぼ毎日

アクセスする
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固定ファンから支持されているため、メールマガジンを配信するタイミング
での利用が多いです。

利用シーン

0:00 13:00 16:00 21:008:00
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広告商品のご案内
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広告メニュー 一覧
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形態 デバイス メニュー名 掲載期間 掲載量 価格

ディスプレイ広告 SP

スーパーバナー 2～3週間前後想定 300,000imp imp保証 ¥100,000

レクタングル
バナー

2週間前後想定 200,000imp imp保証 ¥150,000

4週間前後想定 400,000imp imp保証 ¥250,000

プレミアム
ジャック

4週間前後想定 500,000imp imp保証 ¥250,000

メルマガ広告 PC/SP
メルマガ広告

（朝・夕刊、夜
便）

3日間配信保証 280,000通 想定 ¥150,000

記事広告 PC/SP ネイティブアド アーカイブ

5,000PV PV保証 ¥350,000

10,000PV PV保証 ¥650,000

20,000PV PV保証 ¥1,000,000

レコメンド
ウィジェット

PC/SP Cynergi platform 4週間想定 10,000click～ クリック課金
CPC30円～/
¥300,000～

※料金はグロス/税別価格です。



9

SPスーパーバナー

広告商品詳細

掲載面 TOPページ、各カテゴリページ、記事ページ

メニュー
体系

imp保証

掲載量 300,000imp保証 (2～3週間前後想定)

料金 ¥100,000

単価 imp単価 ¥0.33

想定CTR 0.1%

表示形式 貼り付け

原稿規定

サイズ 320×100

ファイル JPEG,PNG,GIF

容量 150KB以内

記事ページTOPページ

※料金はグロス/税別価格です。
※入稿締切は掲載の5営業日前となります。
※掲載開始日は平日任意となります。
※広告終了時にimp数、クリック数、CTRのレポートを提出します。
※保証impを達成次第、順次掲載を終了致します。
※広告配信時刻は、指定日の午前10時から配信開始となります。（例：4月1
日から1週間掲載の場合、掲載予定期間は4月1日10:00～4月8日9:59）

AD
320×100AD

320×100
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SPレクタングルバナー

広告商品詳細

掲載面 記事ページ

メニュー
体系

imp保証

掲載量
①200,000imp保証 (2週間前後想定)
②400,000imp保証 (4週間前後想定)

料金
①¥150,000
②¥250,000

単価
①imp単価 ¥0.75
②imp単価 ¥0.63

想定CTR 0.3%

表示形式 貼り付け

原稿規定

サイズ 300×250

ファイル JPEG,PNG,GIF

容量 150KB以内

記事ページ 画像ページ

※料金はグロス/税別価格です。
※入稿締切は掲載の5営業日前となります。
※掲載開始日は平日任意となります。
※広告終了時にimp数、クリック数、CTRの報告書を提出します。
※保証impを達成次第、順次掲載を終了致します。
※広告配信時刻は、指定日の午前10時から配信開始となります。（例：4月1日
から1週間掲載の場合、掲載予定期間は4月1日10:00～4月8日9:59）

AD
300×250

AD
300×250
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SPプレミアムジャック

※料金はグロス/税別価格です。
※入稿締切は掲載の5営業日前となります。
※サイズは端末に最適化されて表示されます。
※透過、非クリッカブルエリアの切れ込みがあります。
※素材のローテーションはできません。
※弊社制作も可能です。（別途料金発生、動画・素材御支給）
※掲載開始日は平日任意となります。
※広告配信時刻は、指定日の午前10時から配信開始となります。（例：4月1日か
ら1週間掲載の場合、掲載予定期間は4月1日10:00～4月8日9:59）

原稿規定

サイズ
ヘッダー：左右750×天地200px
フッター：左右750×天地160px

ファイル JPEG,PNG,GIF

容量 200KB以内

ヘッダー

フッター
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広告商品詳細

掲載面 TOPページ、各カテゴリページ、記事ページ

メニュー
体系

Imp保証

掲載量 500,000 imp保証 (4週間前後想定)

料金 ¥250,000‐

想定CTR 0.2％

想定単価 imp単価 ¥0.5、CPC ¥250

表示形式 貼り付け
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掲載イメージ

NewsCafe朝刊・夕刊・夜便内に特設広告スペースを設けます。メールマガジン内に画像やテキスト広告を掲載することで、
ユーザーの目に付きやすく、インパクトの大きい訴求が期待できるプッシュ型広告となります。

メルマガ広告

広告商品詳細

メニュー名
メルマガ広告

3日間配信プラン

掲載金額 ¥150,000

メニュー体系 3日間配信保証

配信時間

朝刊・・・6時～10時

夕刊・・・16時～18時

夜便・・・21時

配信通数 合計20万通想定（2021年3月時点）

※OS/キャリアの掲載比率を指定することはできません
※上記掲載金額はグロス/税別価格です
※想定通数は実際の通数を保証するものではありません
※原稿規定は別途お問い合わせください

AD
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芸能・社会・スポーツ・恋愛など、最新情報が大好きな30代～40代の女性をターゲットとしたタイアップ記事です。通常の
編集記事と同じフォーマットで掲載することで、日々訪れるユーザーに自然な形で情報を届けます。

ネイティブアド

【作成フロー】

① ご要望に基づき、編
集部で原稿を作成致
します。

② 作成した原稿の内容
についてご確認頂き
ます。

③ 校了後、通常記事と
同じフォーマットに
て(PR表記アリ)公開致
します。

④ 公開後はアーカイブ
され、通常記事と同
様に保存されます。

タイトル

本文

クライアントサイト
(LPページ)

メインビ
ジュアル

広告商品詳細

デバイス PC・スマートフォン

掲載期間 アーカイブ

PV 5,000PV保証 10,000PV保証 20,000PV保証

金額 ¥350,000～ ¥650,000～ ¥1,000,000～

PV単価 ¥70 ¥65 ¥50

※上記はグロス/税別価格でございます。
※ご要望をお伺いした上で、記事を制作致します。
※掲載前の記事内容の校正、およびご承認をお願いしております。
※記事には【PR】表記が記載され、外部サイトへの配信は一切不可となっております。
※PV保証メニューにつきましては、Cynergi platform、taboola、popinなどの外部ネット
ワークへの配信も行います。
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媒体の枠を超えて、貴社掲載コンテンツを潜在顧客にアプローチいただけるプランです。
10を超える多様な媒体から、貴社掲載コンテンツに関心のある読者のみを誘導する、クリック課金型*のメニューです。

Cynergi platform（シナジ プラットフォーム）

Copyright © 2021 IID, Inc.

ポイント

 潜在顧客に刺さる効果的な見出しを作成します。

 媒体を超えて、関心の高い読者に情報を届けることが可能です。

 ページ滞在時間・読了度の高い*優良ユーザーを送客します。

（*自社Google Analytics 調べ）

ご出稿ページ

月間総在庫1億インプレッションの弊社メディア群より、

優良ユーザーを貴記事ページへ送客します。

※媒体の指定は出来ません

PCご掲載位置
SPご掲載位置

記事ページの文章直下の「注目の記事」に掲載いたします。

※ 掲載媒体・掲載位置はシステムにより最適な形で自動振分け。

※ 貴社側で媒体や掲載位置のご指定は出来ません。

※ CTRの高い媒体に表示比率をあげていく、効果的なシステムです。

※ 入稿可能ページは、読み物コンテンツに限定。

弊社メディア
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Cynergi platform（シナジ プラットフォーム）詳細

配信面 弊社が運営する各ニュース媒体の記事ページの文章直下

価格
PC・スマートフォン各予算合計30万円～600万円（グロス・税別） ※消化金額分のご請求

発注時にデバイスごとにご予算をお決め頂きます。

課金方法 CPC（クリック単価） ※都度お見積り

デバイス PC、スマートフォン

出稿媒体 指定不可（※弊社システムにより、最適なサイトへ掲載します）

入稿可能ページ 読み物コンテンツに限定。製品紹介ページ等の読み物以外のコンテンツページのURLはご入稿頂けません。

入稿仕様 送客先のURL / 御社名、またはオウンドメディア名の表記情報

最大同時入稿本数 3本まで

差し替え 週1回迄（※CTRの状況により弊社から差し替えのご提案をさせて頂く場合もございます）

入稿期日 / 配信期間 5営業日前迄 / ご指定頂いた配信日から上限クリック数に到達する迄（※配信終了日の指定はできません）

レポーティング 翌月にクリエイティブ毎の実績を記載したレポートをメールにて送付致します。

その他/備考

• サービスの特性上、弊社サーバーで計測するクリック数とアクセス解析ツールなどでの計測数に10％前後の乖離が生
じる場合がありますが、ご請求は弊社での計測をもとに行わせて頂きます。

• アクセス解析ツールによるキャンペーン管理を行う際は専用パラメータを付与した状態のURLをご入稿ください。

• 日別で予算を決定することも可能です。
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メールでの
お申し込み

掲載開始掲載可否 5偉業日前までにご入稿お申し込み確定空枠確認

■ 掲載開始までの流れ

■ お申し込みにあたって

・お申し込みを頂く前に、必ず当該商品・当該サービスの掲載可否確認のお問い合わせをお願い致します。
・掲載可否の回答は、「可」「不可」のみでお答え致します。

※掲載可否の理由につきましては、回答致しかねますのでご了承ください。
・お申し込み・ご入稿は弊社からの受領メールを持って、正式な受付とさせて頂きます。弊社から受領メールをお送りしていない案件

に関しましては、対応致しかねますので、予めご了承くださいませ。
・仮押さえはご依頼いただいてから、5営業日とさせて頂きます。それまでにご連絡が無い場合、自動的に開放をさせて頂きます。
・お申し込みからご入稿までは、全てメールでのやり取りになります。
・広告原稿は入稿後に弊社広告掲載規約及び制作規定による審査がございます。規定などに抵触する場合、

修正をお願いすることがございます。
・広告の仕様は、2021年3月現在のものであり、サイズ・容量などは変更になる場合がございます。
・競合・同載の調整は致しませんのでご了承ください。

■ 入稿規定

・広告原稿：各広告メニューをご参照下さい。
・入稿締切日：掲載開始日の５営業日前までにご入稿ください。
・入稿方法：Eメールで担当まで、添付ファイルにてご入稿ください。入稿確認後、受領メールをお送りいたします。
・リンク先について： 動作確認の関係上、掲載開始日の5営業日前までに指定のURLを立ち上げてください。

広告入稿規定
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■ 広告掲載規定

・弊社が掲載に不適当と判断した場合、掲載をご遠慮頂く場合がございます。何卒ご了承ください。

■ 注意事項

・各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、お申込み前に必ず
ご確認下さい。

・期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。
・広告内容変更初日の午前10時から同日14時までの間および終了日23時59分から終了日翌日9時59分ま

での時間は掲載調整時間とし、調整時間内での不具合につきましては責任を負いかねます。予めご了承
ください。

・火災、停電、天災地変等の不可抗力やシステムの定期的なメンテナンスのため、広告を掲載及び配信さ
れない時間がございます。
その場合、月間48時間を超えない場合、また配信に関しては、24時間以内に配信された場合は免責とい
たしますので御了承ください。

・当媒体資料・過去事例で使用しております画像データは、広告商品の説明・紹介、企画書作成、拡販資
料としての利用目的に限定します。また、画像はあくまでも他社の過去事例であることをご理解くださ
い。同様のクリエイティブ、同様の素材を作成することはできません。

・記載されている料金は税抜きの価格となっております。ご了承ください。

広告掲載規定・注意事項
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イードマッピング・媒体一覧
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媒体名 取扱いニュースジャンル

Response 自動車

RBB TODAY IT・ビジネス

INSIDE 一般ゲーム（国内・スマホ）

ReseMom 教育・受験

CinemaCafe.net 映画

NEWS CAFE 生活情報ポータルサイト

CYCLE style スポーツ

Game Spark コアゲーム（海外・PC）

アニメ！アニメ！ アニメ

e燃費 燃費・環境

Diet Club ダイエット

GameBusiness.jp ゲーム

Push on! Mycar-life カー用品

Scan Net Security セキュリティ

Spyder7 エンタメ（男性向け）

CAR CARE PLUS 自動車（修理・メンテナンス）

マネーの達人 マネースキル

SeeingJapan 観光地情報

ユーザー年齢高

女
性
向
け

男
性
向
け

ユーザー年齢低
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お問い合わせ

株式会社イード メディア事業本部

NewsCafe編集部

Mail : media-biz@iid.co.jp
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