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■デジタル媒体利用者の増加

東奥日報社が運営する「Web東奥」では、県内ニュースをはじめ、国内外のスポーツ・エンタメニュースのほ

か、速報も随時更新しています。2018年のリニューアルにより、スマートフォンからも閲覧しやすいサイトにな

りました。20～40代の閲覧者も多く、PC（デスクトップ）よりモバイル（スマートフォン）の割合が高い傾向

となっており、新聞読者層とは違った層にリーチすることができます。また、2020年には速報性を活かした無料

アプリをリリースし、累計２万ダウンロード。利用者は増え続けています。

広告クライアント（顧客）から「若い人は新聞を読んでいない、ニュースはネットから、広告はお金をかけず

にSNSでPRしている」などの声もあり、これからは新聞紙面とデジタル双方からのアプローチが必要になってき

ているため、顧客が求めるニーズに合った広告商品を追加しました。

■年齢別 ■男女比 ■利用デバイス割合

※Web東奥全体（集計期間：2022.3.1～3.31）
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※ユニークユーザー数（UU）とは、ある期間内にWEBサイトやその特定のページを訪問したインターネットユーザーの数を示すものです。
その期間内であれば、たとえ同じ人物が何度も同じページを訪れたとしても1人のUUとみなされることになります。

●Web東奥

期間 受付数 imp クリック率

ビッグバナー（ＰＣ版） １ケ月 ６社
867,155

（4月、1社あたり約14万 実績）
0.04%

メニュー下バナー（スマホ版、自社推計） １ケ月 ６社
81万

（3月の配信実績から推計）

テキストバナー（PC版） １ケ月 ５社 １００万未満（推計） 最高で0.0014％

画面下常駐オーバーレイ（スマホ版） １ケ月 ６社 797,063（実績） 0.13%

記事体PR（ＰＣ・スマホ） １週間 １社 2,535（実績）

記事体PR（ＰＣ・スマホ） １週間 １社 1,070ｱｸｾｽ＊

各コンテンツ数値       ＊は一例のため参考値となります

【月間総ページビュー(PV)】約711万（PC・スマホ等、機種に関わらず全て合算した数値）

【月間トップページＰＶ】約173万（　〃　）

【利用デバイス割合】デスクトップ：20.92%、モバイル：75.87%、タブレット：3.21%

【UU】170,917（トップページのみ。2022年4月１日～30日）
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●東奥日報アプリ
※アプリの広告は過去28日分しか集計できません。

期間 受付数 imp クリック数

画面下常駐オーバーレイ １週間 ６社 318,995（1ケ月） 1,822（1ケ月）

●LINEニュース

期間 受付数 合計PV数 リンク先クリック数

ダイジェストスポット(実績） １配信 １社 11,110 385＊

●Yahoo!ニュース

期間 受付数

スポンサードコンテンツ １配信 １社 ― ―

●SNS（東奥日報公式アカウント）

期間 受付数 インプレッション・リーチ数 いいね！

ツイッター 1投稿 １社 10,779 38

フェイスブック 1投稿 １社 1,584 53

インスタグラム 1投稿 １社 615 73

【フォロワー数】twitter＝約79,000、Facebook＝約5,300、instagram＝約1,100

※2022年5月現在

【アプリダウンロード数】約25,000件

【アクティブデバイス】10,000～18,000台（※使用状況を公開している人のみでの推計）

【友だち追加数】439,094人（2022年5月）

【平均ＰＶ】 5,082（2022年10月実績）

【想定ＰＶ】 3,690（2022年10月実績）



Web東奥（スマホ）

●トップメニュー下バナー広告（スマホ版）と ビッグバナー広告（ＰＣ版）

Web東奥スマホ版にバナー広告を掲載

＜バナー制作サイズ 320px×50px＞

＋

セット料金 440,000 円／１カ月
※価格は税込表記です

（６社ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）

＜バナー制作サイズ 728px×90px＞
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imp数
・メニュー下バナー

約80万/月（推計）

・ビッグバナー約87万/月（実績）

※題字下またはラテ中Aを
55,000円でセット掲載可能



Web東奥（スマホ）

●画面下常駐オーバーレイ広告（スマホ版）

Web東奥スマホ版にバナー広告を掲載

＜バナー制作サイズ 320px×50px＞
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imp数

約80万/月（実績）

料金 220,000 円／１カ月 （６社ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）

※価格は税込表記です

オーバーレイ広告とは・・・

パソコンやスマートフォンなどのWeb広告で、大
きな広告がPCやスマホの画面（Webブラウザ）を
覆いかぶさるように表示される広告のことです。

常に画面の一定の位置に固定して表示され、常
時広告が露出しているという点において効果が期
待できます。

※題字下またはラテ中Aを55,000円でセット掲載可能



Web東奥（スマホ）

●記事体PR広告（スマホ版＋ＰＣ版）

Web東奥に記事体広告を掲載

提供素材（記事・写真）をリライト
500文字、写真最低１枚掲載

※記事一覧３本目に掲出（場所固定）

PC+スマホセット料金

220,000 円／１週間

※価格は税込表記です
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imp数（PC・スマホ版）

約2500/週（実績）

※題字下またはラテ中Aを
55,000円でセット掲載可能



東奥日報アプリ

●アプリ画面下常駐オーバーレイ広告

アプリ画面下に常駐広告掲載

料金 55,000 円／１週間

220,000円／１カ月

、

＜バナー制作サイズ 320px×50px＞

※価格は税込表記です

※掲載期間日付指定（時間指定不可）

（６社ﾛｰﾃｰｼｮﾝ）
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imp数
約32万/月（実績）

オーバーレイ広告とは・・・

パソコンやスマートフォンなどのWeb広告で、大
きな広告がPCやスマホの画面（Webブラウザ）を
覆いかぶさるように表示される広告のことです。

常に画面の一定の位置に固定して表示され、常
時広告が露出しているという点において効果が期
待できます。

※題字下またはラテ中Aを55,000円でセット掲載可能



LINEニュース

写真枠またはテキスト枠で掲載
タップすると記事を表示

●LINEダイジェストスポット

毎日定時配信（13:30）している
LINEニュースに記事体広告を掲載

料金 165,000 円／１配信

提供素材（記事・写真）をリライト
記事文字数は制限なし、

記事内写真は複数枚掲載可

※LINEでの審査が必要なため、掲載希望日
から３週間前までに申し込み・原稿入稿

※価格は税込表記です

【友だち追加数】439,094人（2022年5月）

【平均ＰＶ】 5,082（2022年10月実績）

【想定ＰＶ】3,690（2022年10月実績）
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【性 別】男性35% 女性65%
【年 齢】 50代以上30.7% 40代31.5%

30代21% 20代13.9% 10代以下2.9%
【居 住 地】青森57%,東京12%,神奈川5%,宮城3%,

埼玉2.8 %,千葉2.2 %,北海道2.1 % …

PV数
約11,000/1配信（実績）



Yahoo!ニュース

●Yahoo!スポンサードコンテンツ

Yahoo!ニュースに記事を掲載

提供素材（記事・写真）をリライト

お客様が伝えたいメッセージを
弊社の制作力でYahoo!ニュースユーザーに
刺さりやすい情報に仕立てる記事広告

※Yahoo!ニュース主要カテゴリトップページの右側、コンテンツの
アクセスランキング下に誘導枠に見出し表示 10

料金 550,000 円／１配信

※価格は税込表記です



※提供素材（テキスト140文字・写真１枚まで）
同一文章。

★本文冒頭に【PR】付加。URLは長短あるが12文字でカウント。ハッシュタグ（#～）を含めて140文字で

Twitter・Facebook・Instagram

【Twitter】 【Instagram】【Facebook】

約81,000フォロー 約5,400フォロー 約1,200フォロー

東奥日報公式ＳＮＳアカウント
でＰＲ記事を投稿

●SNS３点セットPR記事投稿

セット料金 55,000 円／１投稿

11※各フォロワー数は2022年8月現在

※価格は税込表記です

imp、リーチ数
Twitter：約11,000/1配信
Facebook：約1,600/1配信
Instagram：約600/1配信



【広告掲載ポリシー】
「法令違反または違反するおそれのあるもの」「社会規範、公序良俗に反するもの」「他人の権利侵害や迷

惑となるもの」等、新聞の掲載基準に準じて禁⽌商材を設定しております。ＮＧ例は下記の通りです。

● ＮＧ業種・商材（一部）●
• 求人
• 宗教関連（魔除け関連、霊感商法、霊視商法、神社仏閣等）
• ギャンブル関連、パチンコ等（公営競技・公営くじ除く）
• アダルト（成人対象の性的な商品サービス等のアダルト全般、

性的表現が扱われている作品サービス、児童ポルノを連想させるもの等の
⻘少年保護育成上好ましくない商品サービス、精力剤、脱法ドラッグ等）

• 武器全般、毒物劇物
• 政党
• ⽣体販売（動物や昆⾍などのペット⽣体販売を⾏うもの）
• 特定疾患の啓蒙サイト
• その他弊社が不適当と判断した業種・業態、商品・サービス

記事体広告（Web東奥、LINE、Yahoo!）についての注意

広告掲載ポリシーは変更になることがあります。当社の広告基準にそぐわないと思われ
るものについては掲載をお断りする場合がありますのでご了承ください。
審査については、商材ごとに都度お問い合わせとなることをご理解くださいますよう、
お願いいたします。
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■新媒体広告料金一覧 ※価格は税込表記

※セットの題字下広告は定価132,000円、ラテ中Aは定価165,000円

期間 受付数 料金 セット可能枠 セット枠の料金 備考

①
ビッグバナー（PC版）

＋メニュー下バナー（スマホ版）セット
1ケ月 6社 ¥440,000 題字下orラテ中A ¥55,000

＜バナーサイズ＞
スマホ：320px×50px、PC：728px×90px

② テキストバナー（PC版＋スマホ版セット） 1ケ月 5社 ¥88,000 ─ ─ 30文字まで

③ 画面下常駐オーバーレイ（スマホ版） 1ケ月 6社 ¥220,000 題字下orラテ中A ¥55,000
＜バナーサイズ＞
スマホ：320px×50px

④ 記事体PR（PC版＋スマホ版セット） 1週間 1社 ¥220,000 題字下orラテ中A ¥55,000 提供素材（記事・画像）をリライト

期間 受付数 料金 セット可能枠 セット枠の料金 備考

1週間 6社 ¥55,000 ─ ─
＜バナーサイズ＞
320px×50px

1ケ月 6社 ¥220,000 題字下orラテ中A ¥55,000
＜バナーサイズ＞
320px×50px

期間 受付数 料金 セット可能枠 セット枠の料金 備考

⑥ ダイジェストスポット 1配信 1社 ¥165,000 ─ ─ 提供素材（記事・画像）をリライト

期間 受付数 料金 セット可能枠 セット枠の料金 備考

⑦ スポンサードコンテンツ 1配信 1社 ¥550,000 ─ ─ 提供素材（記事・画像）をリライト

期間 受付数 料金 セット可能枠 セット枠の料金 備考

⑧ SNS３点セット 1投稿 1社 ¥55,000 ─ ─ 140文字まで、セットの組み合わせ自由

⑤ 画面下常駐オーバーレイ

【Web東奥】

【東奥日報アプリ】

【LINE】

【Yahoo!】

【SNS投稿】

PC版、スマホ版



東奥日報社広告局営業部（017-739-1181）まで

お問い合わせは
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