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媒体のご紹介

◇トップ面

デイリースポーツ（神戸新聞社）が運営する「デイリー
スポーツオンライン」は、神戸新聞社運営の芸能、ス
ポーツ情報が充実したニュース&スポーツサイトです。

オフシーズンでもタイガース中心のプロ野球情報のほか、
サッカー、格闘技、レース、コラムも充実。圧倒的ボ
リュームの芸能面は女性ユーザーからも高いアクセス数
があります。

デザイン、レイアウト最適化で視認率、滞在時間を高め、
高いパフォーマンスを誇ります。

現在このサイト内に、広告ニーズに合わせた多様な広告
スペースを設けてります。

貴社販促・広告プロモーションのプランニングに、当
WEBサイトをぜひともご活用下さい。
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全体PV数 約 3,000万／月
訪問者数(UU) 約 800万／月

https://www.daily.co.jp/



コンテンツのご紹介

◆主要コンテンツ

■芸能

■野球

■阪神(タイガース)

■ファイト

■レース(競馬ボート競輪)

◇芸能面
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デイリースポーツの野球情報を網羅するコンテンツ。
プロ野球の各担当記者の独自取材ネタも掲載。

日本一のタイガース情報を誇るデイリースポーツの
キラーコンテンツ。全国のタイガースファン必見です。

プロレス、ボクシングなどの格闘技情報を掲載。特に
ボクシング世界戦は、速報でもお伝えする注目情報の
１つです。

■サッカー面

日本人選手が奮闘する海外サッカーから
Jリーグ、日本代表情報までお届けします。

芸能・エンタメニュースを掲載。圧倒的ボリュームを
誇り、女性ユーザーが多いのも特⾧です。

デイリースポーツ紙面でも根強い人気コンテンツ。
レース前の追い切り情報や厩舎情報など競馬情報満載。
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ユーザープロフィール

性別

3

地域

自社調べ

年齢 時間別

女性ユーザーも年々増加中です

男性
68.20%

女性
31.80%

18-24 5.30%

25-34 15.19%

35-44 24.22%45-54 23.04%

55-64 16.15%

65+ 16.11%
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広告サイズと掲載位置のご案内

◆バナー広告 サイズ

◆テキスト広告 掲載可能枠数/文字数
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◇レース(競馬ボート競輪)面

テ キ ス ト

ラージレクタングル

スーパーバナー、ビルボード

掲載面 枠数

トップ面 最大 ５ 枠

レース面 最大 ３ 枠

文字数

全角30文字以内



広告料金表①

※1週間メニューは毎週月曜開始、1ヵ月メニューは1日開始となります。
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※消費税別途

掲載面 メニュー名 想定imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間

トップ面

スーパーバナー

100,000

想定 ローテーション

¥80,000 ¥0.8 

1枠

1週間ラージレクタングル

ビルボード ¥200,000 ¥2.0 

テキスト
200,000 ¥60,000 

¥0.3 
2週間

400,000 ¥120,000 1カ月

芸能面

スーパーバナー

2,000,000 想定 ローテーション

¥1,000,000 ¥0.5 

1枠 1週間
ラージレクタングル ¥2,000,000 ¥1.0 

記事下レクタングル ¥2,400,000 ¥1.2 

ビルボード ¥4,000,000 ¥2.0 

野球面/タイガース面

スーパーバナー

1,000,000 想定 ローテーション

¥700,000 ¥0.7 

1枠 1週間
ラージレクタングル

記事下レクタングル ¥1,000,000 ¥1.0 

ビルボード ¥2,000,000 ¥2.0 

サッカー面

スーパーバナー

100,000 想定 ローテーション

¥210,000 ¥0.7 

1枠 １ヵ月
ラージレクタングル

記事下レクタングル ¥300,000 ¥1.0 

ビルボード ¥600,000 ¥2.0 

スポーツ面

スーパーバナー

1,000,000 想定 ローテーション

¥700,000 ¥0.7 

1枠 1ヵ月
ラージレクタングル

記事下レクタングル ¥1,000,000 ¥1.0 

ビルボード ¥2,000,000 ¥2.0 

ゴルフ面

スーパーバナー

200,000 想定 ローテーション

¥140,000 ¥0.7 

1枠 1ヵ月
ラージレクタングル

記事下レクタングル ¥200,000 ¥1.0 

ビルボード ¥400,000 ¥2.0 



広告料金表②
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※1週間メニューは、原則毎週月曜開始、1ヵ月メニューは1日開始となります。

★特別料金★
掲載面問わずのランオブメニューをスーパーバナー、第１レクタングル、記事下レクタングル、ビルボードで準備いたしました。
500万imp/月、300万imp/月と大量にリーチしたいクライアント様にオススメのメニューです。

※消費税別途

※消費税別途

掲載面 メニュー名 想定imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間

ファイト面

スーパーバナー

200,000 想定 ローテーション

¥140,000 ¥0.7 

1枠 1ヵ月
ラージレクタングル

記事下レクタングル ¥200,000 ¥1.0 

ビルボード ¥400,000 ¥2.0 

レース面

スーパーバナー

300,000 想定
ローテーション

¥210,000 ¥0.7 
1枠

1ヵ月記事下レクタングル ¥270,000 ¥0.9 

テキスト ベタ貼り ¥300,000 ¥1.0 3枠

掲載面 メニュー名 想定imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間

ランオブネットワーク スーパーバナー
4,000,000

想定 ローテーション
¥1,600,000 ¥0.4 

1枠 1ヵ月
2,000,000 ¥1,000,000 ¥0.5 

ランオブネットワーク ラージレクタングル
4,000,000

想定 ローテーション
¥1,600,000 ¥0.4 

1枠 1ヵ月
2,000,000 ¥1,000,000 ¥0.5 

ランオブネットワーク 記事下レクタングル
4,000,000

想定 ローテーション
¥2,400,000 ¥0.6 

1枠 1ヵ月
2,000,000 ¥1,400,000 ¥0.7 

ランオブネットワーク ビルボード
2,000,000

想定 ローテーション
¥3,600,000 ¥1.8 

1枠 1ヵ月
1,000,000 ¥1,900,000 ¥1.9 



広告料金表③ -インフィード広告-
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サイズ：132x154 pix
画 像：132x 82 pix (Gif,Jpeg)
本 文：30文字以内(※【PR】【広告】表記含む)

サイズ：335x67 pix
画 像： 90x67 pix (Gif,Jpeg)
本 文：35文字以内(※【PR】【広告】表記含
む)

＜最新ニュース＞

＜オススメ記事＞



入稿規定

■広告原稿について
＜掲載可否確認＞
・全ての広告で企業、原稿内容（商品）、リンク先の事前審査が必要です。

弊社広告掲載基準により、お申し込み後でも掲載をお断り、中止する場合がございますのでご了承ください。
また、広告原稿中に広告主の社名または商品名が明記されていることが必要です。

＜広告責任の所在＞
・広告の内容やリンク先のサイト内に関しての問題が生じた場合は広告主の責任において処理・ご対応をお願いします。

＜同時掲載本数について＞
・同時掲載本数に関しては、全広告枠2本までの対応とさせていただきます。

ご入稿時に合わせていただきますようお願いします。

＜入稿方法について＞
・daily-web.ad@daily.co.jpまでメールでお送りいただきますようお願いします。
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＜同業他社との同載について＞
・同業他社との同載調整は行いませんので、ご了承下さいませ。

＜掲載レポート＞
・掲載後速やかに、日別でインプレッション数、クリック数を報告いたします。

メニュー名 サイズ 容量 ループ ファイル形式 原稿差替 ALT 入稿締切 備考

スーパーバナー 728x90

150KB以内 無限可
Jpeg または gif

※アニメ可 1週間単位 不可 3営業日前

ギャンブル予想広告は
アニメ不可

ラージレクタングル 300x250

ビルボード 970x250

テキスト 全角30文字以内 - 半角カナは不可



タイアップ特集

10

タイアップページ

▼誘導枠
デイリースポーツ主要各ページからタイアップページへリンクします。
誘導ならびにインプレッションも期待できます。

画像：75ﾋﾟｸｾﾙx75ﾋﾟｸｾﾙ (gif,Jpeg)
タイトル：15文字以内
本文：45文字以内

※インプレッション保証商品ではありませんので、レポート提出はございません。

●●●●●●●●●●●●
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○

画像

テ キ ス ト



お問い合わせ
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神戸新聞社 デジタル推進局
WEBマーケティング部 デイリースポーツオンライン担当

URL:https://www.daily.co.jp/ad/web/
E-mail:dailysports-ad@daily.co.jp


