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西日本新聞meとは

西日本新聞meは、福岡・九州で生活する方々に関係のあるニュースや情報を届ける

デジタルサービスです。300名を超える新聞記者が読者に寄り添い日々発信しています。

西日本新聞me Web 西日本新聞me アプリ

月間約1,000万PV 約46万ダウンロード
※2022年6月時点
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月別PV デバイス別
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※Google Analyticsで計測（2020/10/01 – 2021/09/30）
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バナー広告 福岡IPターゲティングバナー

AD

メニュー名：スマホ記事直下 福岡IPターゲティング

概要：西日本新聞me Webを福岡県からスマホで

読んでいる方への広告配信

サイズ：300×250pix

保証形態：インプレッション保証

表示方法：ローテーション

配信期間：1週間～

表示回数：250,000imp

料金：500,000円

福岡県からアクセスされた方々のスマートフォンに限定して広告を配信

web
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おすすめ
広告メニュー
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タイアップ広告 コンテンツPRO

西日本新聞meの中に記事体広告を掲載

メニュー名：コンテンツPRO

概要：記事体広告を西日本新聞meにて掲載

記事体広告は西日本新聞社が制作

料金：300,000円から ※詳細はお問合せください

web
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おすすめ
広告メニュー
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メール広告 西日本新聞インフォメール

■西日本新聞me有料会員インフォメール

概要：西日本新聞meの有料会員、西日本新聞朝刊購読者へ

向けたメール配信

配信対象：西日本新聞meプレミアム、ベーシックコース会員、

西日本新聞朝刊購読者

配信数：約29,000通

配信日：任意の平日

金額：350,000円

■西日本新聞パスポート会員インフォメール

概要：西日本新聞社のサービス利用者へのメール配信

配信対象：西日本新聞me会員、ファンファン福岡会員、

くれると会員、西スポプラス会員

配信数：約44,000通

配信日：任意の平日

金額：400,000円

有料会員や新聞読者、各種サービス利用者へのメール配信
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ヘッダー（固定）

フッター（固定）

本文

全角38文字×100行

メールタイトル
全角48文字以内

おすすめ
広告メニュー

西日本新聞me メディアガイド 2022年度版



アプリ広告 アプリの一面広告

メニュー名：西日本新聞meアプリ 今日の広告

概要：西日本新聞meアプリのニュース トップ面に

掲載する1日1枠限りのプレミアム枠

（上から4番目と5番目の記事の間に掲載）

対象：西日本新聞meアプリ利用者

リーチ数：15,000～25,000名想定

掲載時間：任意の日程の朝5:00から翌日5:00の24時間

金額：100,000円

西日本新聞meのアプリをご利用の方への広告

広 告

福岡市〇〇にて

特別セミナー開催

本日受付開始

〇〇株式会社

※イメージ

アプリ
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広告

おすすめ
広告メニュー
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③

⑤

⑥

④

Web 広告メニュー

PCトップページ PC記事ページ
web
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スマホ記事ページ

②

①

⑤

⑥

糸島へ移住しませんか？海まで
徒歩10分南向き庭付き800万円

※イメージ
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広告料金表

【備考】

※各メニューの在庫状況やimp保証型商品の消化想定に関しては個別にお問い合わせください。

※原稿の入稿締め切りは、3営業日前の17時までとなります。

※掲載期間の同一広告枠内であれば、同時に３素材まで掲載できます。複数原稿は入稿日までに同時入稿してください。

メニュー名 デバイス 掲載面 保証形態 入稿素材 掲載料金（消費税別） 保証imp・期間

①スマホ記事タイトル上 スマホ 記事ページ imp保証
・画像（320x50px）

・遷移先URL
¥200,000 500,000imp

②スマホ記事直下 スマホ 記事ページ imp保証
・画像（300x250px）

・遷移先URL
¥500,000 250,000imp

③PCトップ上段 PC トップページ imp保証
・画像（300x250px）

・遷移先URL ¥100,000 200,000imp

④PCサイド上段 PC 記事ページ imp保証
・画像（300x250px）

・遷移先URL ¥500,000 1,000,000imp

⑤[PR]枠上段 PC・スマホ PC・スマホ全ページ 期間保証
画像（140x140px）、テキ
スト38文字以下、遷移先

URL
¥300,000 30日間

⑥[PR]枠下段 PC PC全ページ 期間保証
画像（140x140px）、テキ
スト38文字以下、遷移先

URL
¥100,000 30日間
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免責事項

• 広告の責任は広告主にあります。また、掲載した広告によって当社が不利な状況になった場合など、その
責任のすべては広告主に負担していただきます。

• 当サイトはニュースサイトという特性上、集中アクセスが発生し接続しにくい状況となる場合があります。
集中アクセスによる接続不良は、掲載中広告の賠償および補填措置の対象外とさせていただきます。

• 掲載期間保証型商品は、常時露出を確約するものではございません。システム更新時や不慮のアクシデン
ト等により表示されない時間が出てくる可能性があります。その時の非露出時間が総掲載予定時間の2％
以内の場合は、賠償および補填措置の対象外とさせていただきます。

• インプレッション保証型商品は、お申し込み掲載期間の間で保証インプレッションを消化していきます。
ニュースサイトの特性上、ページビューは日によりかなりの差がありますので、消化状況は日によって上
下します。

• 広告掲載期間中に広告のリンク先のサーバーがダウンしている可能性があると弊社が判断した場合、緊急
措置として掲載を一定期間ストップさせていただく可能性があります（リンク先ページ内容が掲載基準に
抵触するものに無断で差し変わっていた場合や、企業の不祥事・商品の緊急回収等で弊社が掲載をストッ
プした方が良いと判断した場合も同様）。
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お問合せ、お申込みについて

【宛先】：ad-media@ml.nishinippon-np.jp
【件名】：【申込】広告主名
【本文】

■広告主名：
■広告代理店名：
■案件名：
■媒体名：
■メニュー名：
■掲載期間：
■掲載量：
■申込金額：
■備考：

以下のフォーマットにてメールでお申込みください。

ad-media@ml.nishinippon-np.jp
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広告に関するお問合せ

西日本新聞社メディア戦略局

広告のお申込み
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