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媒体紹介

週刊パーゴルフを継承した充実のコラム！
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Webオリジナルコラムも充実週刊パーゴルフでは読むことのできない
WEBオリジナルコラムも満載！ゴルフファン垂涎の読み応えある
コラムの数々は、ユーザーの再来訪を促します。

プレーだけではないプロゴルファーやサポートスタッフ素の表情も！

現役アスリートやスポーツ解説者をアサインしたオリジナル企画
アスリートやスポーツ解説者をアサインし、企画性に富んだ
タイアップも随時ご提案可能。

■パーゴルフ＋PLUSとは
雑誌・週刊パーゴルフのニュースに特化した
様々なゴルフの“現場”からの情報に試合速報ではない
背景をプラスし読みごたえのあるゴルフコラムが満載！



媒体紹介

「週刊パーゴルフ」のWebサイトがリニューアル！

最新のニュース配信だけではなく、よりジャーナリスティックに選手・ツアーに切り込み、
ユーザーとダイレクトな接点を持ちながら、

ゴルファーと共にコンテンツを作り上げていく【ゴルフ情報専門サイト】です

 月間PV数
【PC】 約 1,000,000 PV
【SP】 約 800,000 PV

 月間UU数
【PC】 約 160,000 UU
【SP】 約 150,000 UU

 会員数 約 59,000 人
（うちメルマガ受信会員：約40,000人）

 Facebookファン数
約 4,000,000 人

サイトデータ
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性別

男性ユーザーが圧倒的に多い 関東・近畿在住が半数以上を占める
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平均スコア4
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平均スコアは80～100未満が約70% ゴルフ歴10年以上のベテランゴルファーが半数以上を占める
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メニュー名 ①スーパーバナー ②レクタングル ③クラッシックバナー

掲載ページ TOPページ / 中面ページ TOPページ / 中面ページ TOPページ / 中面ページ

タイプ バナー（画像） バナー（画像） バナー（画像）

サイズ 728x90 300x250 300x100

表示方法 ローテーション ローテーション ローテーション

保証タイプ 期間保証 期間保証 期間保証

掲載期間 1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月

想定imp数 ５０万 imp ５０万 imp ５０万 imp

料金 ２５万円 ３０万円 ２０万円

メニュー名 ④レクタングルビデオバナー

掲載ページ TOPページ / 中面ページ

タイプ バナー（動画）

サイズ 300x250

表示方法 ローテーション

ファイル形式 MP4推奨（avi、mov、wmv、tlv）

動画尺 ３０秒まで（30秒超過応相談）

保証タイプ 期間保証

掲載期間 1ヶ月

想定imp数 ２５万 imp

料金 ６０万円

【PC】ベーシックバナー

レクタングル枠では
動画素材の掲載も可能

※掲載期間のカスタマイズについては、営業担当までお問い合わせください

※掲載期間のカスタマイズについては、営業担当までお問い合わせください
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【PC】ビルボードバナー

ユーザーの目を惹きやすく、ブランド認知度の向上に適した、インパクトのある
大型ディスプレイ広告です。

動画エリア

バナーエリア

入稿規定

【バナーエリア】
・ファイル形式：JPEG、GIF、PNG
・サイズ：幅526 x 高さ250px
・容量：50KB以内（50KB超過要相談）
・リンク先URL：１つ

【動画エリア】
・動画ファイル形式：mp4推奨（avi, mov, wmv, flv）
・動画尺：30秒以内（30秒超過要相談）
・リンク先URL：1つ

メニュー名 ビルボードバナー

掲載ページ TOPページ / 中面ページ

タイプ 画像＋動画広告

サイズ 970x250

表示方法 ローテーション

保証タイプ 期間保証

掲載期間 1ヶ月

想定View数 100,000 View

料金 30万円

ページにアクセスすると コン
テンツが下がり、ビルボードバ
ナーが出現。動画エリアでは自
動的に動画が再⽣されます。

※画像エリアと動画エリアのリンク先はそれぞれ別のリンク先が設定できま
す。
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【PC】インリード広告

ユーザーエクスペリエンスを阻害せずに、⾼いブランディング効果、
エンゲージメント効果が期待できる動画広告です。

メニュー名 インリード広告

掲載ページ ツアー記事ページ

タイプ 動画広告

サイズ 640x360

表示方法 ローテーション

保証タイプ 期間保証

掲載期間 1ヶ月

想定View数 25万View

料金 60万円

動画掲載位置までページを
スクロールダウンすると、
広告スペースが出現し動画
広告が再⽣されます。

※動画はイメージ

動画終了後は自動的に動画
スペースが消えます。

入稿規定

・動画ファイル形式：mp4推奨（avi, mov, wmv, flv）
・動画尺：30秒以内（30秒超過要相談）
・動画アスペクト比：16:9
・リンク先URL：1つ
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広告主
サイト

メニュー名 ①SP TOPバナー ②SP ミドルバナー ③SPボトムレクタングル ④SPミドルビデオバナー

掲載ページ TOPページ / 中面ページ TOPページ / 中面ページ TOPページ / 中面ページ TOPページ / 中面ページ

タイプ バナー（画像） バナー（画像） バナー（動画） バナー（動画）

サイズ 320x100 320x100 300x250 300x250

表示方法 ローテーション ローテーション ローテーション ローテーション

保証タイプ 期間保証 期間保証 期間保証 期間保証

掲載期間 1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月

想定imp数 7０万 imp 7０万 imp 7０万 imp 7０万 imp

料金 ４５万円 ５０万円 ４０万円 １００万円

動画プレイヤー

動画

【スマートフォン】ベーシックバナー

LP

掲載位置

①TOPバナー

③ボトム
レクタングル

②ミドルバナー

バナー

バナーエリア

GIFアニメーション
エリア

バナーエリアをタップす
るとLPへ遷移します。ア
ニメーションエリアを
タップするとプレイヤー
が立ち上がり動画が視聴
できます。

広告主
サイト

LP

※掲載期間のカスタマイズについては、営業担当までお問い合わせください
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【PC＋SP】記事タイアップ①

編集記事と同様の記事タイアップページを作成。商品（サービス）の魅力を
記事と写真によって表現することで、より⾼い訴求効果が期待できます。

50 万円
（※取材費は別途）

実施料金

①パーゴルフプラス PCレコメンド枠
②パーゴルフプラス SPレコメンド枠

保証PV数

5,000 PV保証

掲載期間

編集記事ページと同様のページを2～3ページ
作成します。

記事タイアップページ（※イメージ）

PC PC SP

4週間

誘導枠

タイアップページ

SP

記事タイアップページ（※イメージ）

記事レコメンド枠
から記事タイアッ
プページへ誘導

記事レコメンド枠から

記事タイアップページへ誘導

 掲載開始日は原則として、取材後「10営業日以降」と
なります。

 記事タイアップページには＜PR＞表記が入ります
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【PC＋SP】記事タイアップ②（外部送客）

タイアップ記事をALBA.Net＋他媒体の記事レコメンド枠に出稿することで、
幅広いユーザーへの拡散が可能です。

記事タイアップページ
（※イメージ）

記事レコメンド枠から

記事タイアップページへ誘導

おすすめコンテンツ枠から

記事タイアップページへ誘導

記事レコメンド枠から

記事タイアップページへ誘導

PC PC

SP SP

150 万円（※取材費は別途）

実施料金

①＜PC＞パーゴルフプラスレコメンド枠
②＜SP＞パーゴルフプラスレコメンド枠
③＜PC＞Yahoo！ニュース おすすめコンテンツ枠
④＜SP>Yahoo！ニュース おすすめコンテンツ枠

保証PV数

15,000 PV保証

掲載期間

編集記事ページと同様のページを2～3ページ
作成します。

4週間

誘導枠

タイアップページ

記事タイアップページ
（※イメージ）

PC

SP

おすすめコンテンツ枠から

記事タイアップページへ誘導  掲載開始日は原則として、取材後「10営業日以降」と
なります。

 記事タイアップページには＜PR＞表記が入ります
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広告掲載規定

【入稿の規定】

■入稿の締め切り日について
・広告掲載開始の5営業日前の18時までとなっております。

■原稿差し替えについて
・月2回まで

■原稿同時掲載本数
・4本まで

■ループ回数 ：3回（3回転）まで（アニメーションGIF可）

■ファイル形式 ：gif（アニメーションGIF可）、JPEG、PNG

 枠線、背景色 ：
本来の広告サイズがわかるようにブラウザ上で視認可能な背景色を付けるか、１ピクセル以上のブラウザ上で視認可能な色で枠線（罫線）を

つけて下さい。※バナー外周以外で枠線を設置すること(枠線外にクリックできる領域があることが認識できない、しにくい)は禁止します。

■数字・価格には桁区切りのカンマをつけて下さい。

【バナークリエイティブの仕様・規定】
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