
※ニューストップへはローテーション配信いたします。

◆レクタングルA／ レクタングルB

単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC

¥1.2 0.12% ¥1,000 ¥1.0 0.10% ¥1,000 ¥0.8 0.09% ¥889

ライフジャンルトップ、ワーク＆ライフ、乗りもの ¥0.6 0.08% ¥750 ¥0.5 0.07% ¥714 ¥0.4 0.06% ¥667

¥0.6 0.08% ¥750 ¥0.5 0.07% ¥714 ¥0.4 0.06% ¥667

¥1.5 0.12% ¥1,250 ¥1.3 0.10% ¥1,300 ¥1.1 0.09% ¥1,222

¥2.4 0.14% ¥1,714 ¥2.0 0.12% ¥1,667 ¥1.5 0.10% ¥1,500

¥0.5 0.06% ¥833 ¥0.4 0.05% ¥800 ¥0.3 0.04% ¥750

◆スマートフォン最適化サイト　ファーストスクエア／セカンドスクエア／ヘッダーバナー／オーバーレイバナー

単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC

¥1.8 0.20% ¥900 ¥1.5 0.10% ¥1,500 ¥1.4 0.08% ¥1,750 ¥1.8 0.30% ¥600

¥1.8 0.20% ¥900 ¥1.5 0.10% ¥1,500 ¥1.4 0.08% ¥1,750 ¥1.8 0.30% ¥600

¥1.8 0.20% ¥900 ¥1.5 0.10% ¥1,500 ¥1.4 0.08% ¥1,750 ¥1.8 0.30% ¥600

¥3.0 0.20% ¥1,500 ¥2.7 0.10% ¥2,700 ¥2.4 0.08% ¥3,000 ¥3.0 0.30% ¥1,000

¥3.0 0.20% ¥1,500 ¥2.7 0.10% ¥2,700 ¥2.4 0.08% ¥3,000 ¥3.0 0.30% ¥1,000

¥1.7 0.20% ¥850 ¥1.4 0.10% ¥1,400 ¥1.3 0.08% ¥1,625 ¥1.7 0.30% ¥567

◆動画メニュー_レクタングルA／ 動画メニュー_ファーストスクエア

単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC 単価 想定CTR 想定CPC

¥1.5 0.10% ¥1,500 ¥2.7 0.20% ¥1,350 ¥2.8 0.20% ¥1,400

¥0.8 0.07% ¥1,143 ¥2.7 0.20% ¥1,350 ¥2.8 0.20% ¥1,400

¥0.8 0.07% ¥1,143 ¥2.7 0.20% ¥1,350 ¥2.8 0.20% ¥1,400

¥2.0 0.10% ¥2,000 ¥4.5 0.20% ¥2,250 ¥4.6 0.20% ¥2,300

¥3.0 0.12% ¥2,500 ¥4.5 0.20% ¥2,250 ¥4.6 0.20% ¥2,300

¥0.6 0.05% ¥1,200 ¥2.6 0.20% ¥1,300 ¥2.7 0.20% ¥1,350

◆ビルボード
期間 料金 想定imp 想定単価 想定CTR 想定CPC 枠数

¥500,000 200,000 ¥2.50 0.20% ¥1,250 1

¥450,000 250,000 ¥1.80 0.20% ¥900 1

¥500,000 200,000 ¥2.50 0.15% ¥1,667 1

¥400,000 100,000 ¥4.00 0.10% ¥4,000 1

2週間 ¥300,000 90,000 ¥3.33 0.10% ¥3,333 1

◆ゲート
期間 料金 想定imp 想定単価 想定CTR 想定CPC 枠数

¥1,500,000 200,000 ¥7.50 0.15% ¥5,000 1

¥1,200,000 250,000 ¥4.80 0.15% ¥3,200 1

¥1,100,000 180,000 ¥6.11 0.15% ¥4,074 1

¥800,000 100,000 ¥8.00 0.15% ¥5,333 1

2週間 ¥500,000 100,000 ¥5.00 0.15% ¥3,333 1

◆Welcomeバナー
¥1,400,000 200,000 ¥7.00 3.0% ¥233 1

¥1,000,000 250,000 ¥4.00 4.0% ¥100 1

¥700,000 160,000 ¥4.38 3.0% ¥146 1

¥1,400,000 90,000 ¥15.56 1.0% ¥1,556 1

2週間 ¥500,000 80,000 ¥6.25 2.0% ¥313 1

◆ヘッドライン広告
¥250,000 300,000 ¥0.83 0.03% ¥2,778 4

¥400,000 380,000 ¥1.05 0.03% ¥3,509 4

¥200,000 300,000 ¥0.67 0.03% ¥2,222 4

¥200,000 150,000 ¥1.33 0.02% ¥6,667 4

4週間 ¥200,000 300,000 ¥0.67 0.02% ¥3,333 4

◆人気記事ランキングPR枠　　
¥600,000 1,100,000 ¥0.55 0.03% ¥1,818 2

¥200,000 150,000 ¥1.33 0.03% ¥4,444 2

4週間 ¥200,000 35,000 ¥5.71 0.03% ¥19,048 2

◆ボトムバナー
1週間 ¥500,000 1,200,000 ¥0.42 0.03% ¥1,389 1

◆スマートフォン最適化サイト　テキストバナー
¥130,000 220,000 ¥0.59 0.02% ¥2,955 1

¥300,000 850,000 ¥0.35 0.02% ¥1,765 1

¥200,000 1,500,000 ¥0.13 0.02% ¥667 1

¥170,000 70,000 ¥2.43 0.02% ¥12,143 1

4週間 ¥40,000 140,000 ¥0.29 0.02% ¥1,429 1

◆スマートフォン最適化サイト　カテゴリアライアンス
1週間 ¥300,000 2,500,000 ¥0.12 0.02% ¥600 1

メールマガジン
◆PC/デジタル版

メニュー 枠数 サイズ
1社号外 1枠/1日 全角37文字×100行

◆企業IT版
ヘッダ5行 1枠/1日 全角38文字×5行
1社号外 1枠/1日 全角37文字×100行

◆テクノロジー版
ヘッダ5行 1枠/1日 全角38文字×5行
1社号外 1枠/1日 全角37文字×100行

◆ワーク＆ライフ版
1社号外 1枠/1日 全角37文字×100行

◆エンタメ＆ホビー版
1社号外 1枠/1日 全角37文字×100行

◆若手ビジネスマン版
1社号外 1枠/1日 全角37文字×100行

◆配信カレンダー（ヘッダ5行　※若手ビジネスマン版のみ、ヘッダ5行枠無し）
● ●

●
※号外については、任意で配信日の設定が可能です。
※記載のCTRは想定であり、数値を保証するものではございません。予めご了承ください。

オーバーレイ(320×50)

400,000 ¥400,000 0.1% 　　　　　　号外：任意で配信日が設定可能。

テクノロジー

ビジネス

デジタル

1週間
ライフ

ホビー＆エンタメ

テクノロジー

ビジネス

1週間

1週間

1週間

1週間

ランオブマイナビニュース

ビジネス

ホビー＆エンタメ

　　　　　　号外：任意で配信日が設定可能。
　　　　　　通常号：火曜（週1本）

　　　　　　号外：任意で配信日が設定可能。
　　　　　　通常号：月、水曜（週2本）

想定CTR

テクノロジー

ランオブマイナビニュース

0.05%

　　　　　　号外：任意で配信日が設定可能。

ライフ

メニュー

デジタル

配信日

デジタル

ライフ

テクノロジー

想定配信数（通）

セカンドスクエア（300×250）

メニュー

ランオブマイナビニュース

デジタル

ビジネス

メニュー

テクノロジー

デジタル

ライフ

ホビー＆エンタメ

メニュー

ホビー＆エンタメ

ライフ

メニュー別想定CTR＆CPC一覧表

2020年4月～6月

インプレッション保証型

ビジネス

メニュー

各メニューにおける掲載ジャンル・チャンネル一覧

デジタル

ビジネス

企業IT
テクノロジー

40,000

デジタル

ホビー＆エンタメ

デジタル

ライフ

ホビー＆エンタメ

650,000

ビジネス

0.1%

95,000

85,000

テクノロジー

¥600,000

テクノロジー

エンタメジャンルトップ、エンタメ、ホビー

¥800

0.06%

全チャンネル

動画メニュー_レクタングルＡ（300×250）

0.4%

ヘッダーバナー(320×100)ファーストスクエア（300×250）

掲載期間保証型

料金

ホームローテーション ¥0.6 0.05%

動画メニュー_ファーストスクエア（300×250）

ランオブマイナビニュース

ホームローテーション

各メニューにおける掲載ジャンル・チャンネル一覧

― ― ―

1週間

0.1%¥600,000

¥600,000
0.05%

¥400,000 0.3%

¥100,000

全チャンネル

デジタルジャンルトップ、ライフジャンルトップ、エンタメジャンルトップ
パソコン、スマホとデジタル家電、ワーク＆ライフ、乗りもの、エンタメ、ホビー

　　　　　　号外：任意で配信日が設定可能。

¥8570.07%

900,000

0.2%

¥600,000

エンタメジャンルトップ、エンタメ、ホビー

¥100,000

動画メニュー_ヘッダーバナー（320×180）

ホビー＆エンタメ

テクノロジー

ライフジャンルトップ、ワーク＆ライフ、乗りもの

―

　　　　　　号外：任意で配信日が設定可能。

ホームローテーション

ビジネス

テクノロジー

ライフ

テクノロジー

ホビー＆エンタメ

¥0.8 ―

パソコン、スマホとデジタル家電

デジタルジャンルトップ、ライフジャンルトップ、エンタメジャン
ルトップパソコン、スマホとデジタル家電、ワーク＆ライフ、乗
りもの、エンタメ、ホビー

企業IT

―¥1,333

テクノロジー

エンタメ、ホビー

レクタングルB・L・R（300×250）
300×600 300×250

¥0.5 0.06% ¥0.4¥833

ビジネスジャンルトップ、企業IT

テクノロジー

ビジネス

各メニューにおける掲載ジャンル・チャンネル一覧

レクタングルA

デジタルジャンルトップ、パソコン、スマホとデジタル家電

ライフ

全チャンネル

パソコン、スマホとデジタル家電

ランオブマイナビニュース

企業IT

ワーク＆ライフ、乗りもの

Copyright (C) Mynavi Corporation All rights reserved.


