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ParOn. 新創刊！ 

2013年6月  パーゴルフオンラインは『ParOn.』に生まれ変わりました 

トーナメント情報 

選手情報や過去のトーナメント記事に加え、試合結果の速報を配信！ 
パーゴルフ41年の取材力を結集したコンテンツをオンライン上でお届けします。 

有村智恵プロや木戸愛プロなど人気女子プロのオフィシャルサイトをParOn.内にオープン。 
プロ本人によるブログや試合中の様子が楽しめるギャラリーなど、貴重なコンテンツを配信します。 

ParOn. 新コンテンツラインアップ 

プロゴルファーオフィシャルサイト 

日本全国のゴルフ場情報、予約事業を楽天GORAとParOn.内にて（今夏予定） 

ゴルフ場詳細・予約 

選手情報（使用ギア・セッティング写真・戦績） 
用品（発表会、発売スケジュール、売上ランキング） 
レッスン（初心者～クラブ別、状況別、ミス別、練習場活用法など 動画も交えて分かりやすく） 
特集・コラム（海外移住、健康、ルール、自動車・・・） 
雑誌カテゴリ（WeeklyPargolf、Gogol、新規ファッション誌、電子書籍 

その他 
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ParOn. 概要 

ユーザーの環境を問わず、最適な形でParOn.から情報を配信することが可能です。 
「いいね！数」430万以上をいただいているFacebookを始めとしたソーシャルメディアからの流入
も継続して強化していき、多くのユーザーから活用されるゴルフメディアとして成長していきます。 

PC版 

マルチデバイスに対応 マルチデバイスに対応 

スマート
フォン版 

Thanks!! 

       4,300,000 

ゴルフ場予約 
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コンテンツ 
提携 

SNS連携 

× 
（今秋予定） 
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ユーザープロフィール① 
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＜性別＞ ＜年代＞ ＜居住地＞ 

平均年齢：50.3歳 

＜ゴルフ暦＞ ＜平均スコア＞ 
＜年間のラウンド数＞ 
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ユーザープロフィール② 
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＜婚姻状況＞ ＜子供の有無＞ ＜居住形態＞ 

＜役職＞ ＜世帯年収＞ ＜職業＞ 
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カテゴリー別 広告枠一覧 

スーパーバナー 
プライム 

ディスプレイ 
ライトボックス 

TOPページ ● ● ● 

ニュース ● ● ● 

ツアー ● ● ● 

ギャラリー ● ● 

選手情報 ● ● ● 

ゴルフ場 ● ● ● 

レッスン ● ● ● 

ゴルフ用品 ● ● ● 

公式ブログ ● ● ● 

スペシャル ● ● ● 

イベント ● ● ● 

雑誌・書籍 ● ● ● 

プレゼント ● ● ● 
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広告メニュー/料金 ＜バナー・テキスト広告＞ 

メニュー 掲載面 枠数 期間 料金 仕様 レポート 

①スーパーバナー 
トップ 
中面 

2枠 
ローテーション 

2週間 
期間保証 

700,000円 

728×90、50KB以内、
GIF（GIFアニメ可）
JPEG/FLASH 
ループ3回まで 

imp数 
クリック数 
クリック率 

②プライム 
 ディスプレイ 

トップ 
中面 

2枠 
ローテーション 

2週間 
期間保証 

800,000円 

300×250、50KB以
内、GIF（GIFアニメ
可）JPEG/FLASH 
ループ3回まで 

imp数 
クリック数 
クリック率 

③ライトボックス  
トップ 
中面 

ランダム 
ローテーション 

最大6枠 

2週間 
期間保証 

400,000円 

画像：80×80、
GIF/JPEG10KB以内
（Flash不可） 
タイトル：25文字以内、
本文：45文字以内 
（改行指定不可） 

imp数 
クリック数 
クリック率 

※原則、月曜日10時掲載開始～翌々週日曜日9時59分掲載終了 
※同時掲載本数4本まで（ライトボックスは除く） 
※週1回まで差し替え可 
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広告メニュー/料金 ＜タイアップ広告 ①＞ 

雑誌作りのノウハウを生かした「読ませる」「伝わる」記事体広告風のタイアップです。
テンプレートを活用し、スマホユーザーにも伝えることを意識した展開で、デバイスを
選ばず読み手に合わせた訴求が可能です。 

 ■タイアップ広告 ＜テンプレートパッケージ＞ 

料金  150万円～ 

誘導枠 
・ライトボックス 

・メルマガ 

ページ数 
 2ページ 

 ※3ページ以上の場合は1ページつき15万円 

掲載期間  ４週間 

レポート 
・タイアップページ誘導数 

・指定ページへの誘導数 

備考 

※使用画像3点/Pまで 

※著名人起用の場合、出演料等は別途 

※指定ページへの誘導リンクは5箇所まで 

▼トップ・中面 

▼メールマガジン 

タイトル 

記事 

1P 

■テンプレートパッケージ 
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タイアップ 
ページ 

誘導 
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広告メニュー/料金 ＜タイアップ広告 ②＞ 

1ページのタイアップページ＋誘導枠の手軽にできるタイアップメニューです。 
サムネイルテキストから導線を図り、ニーズに柔軟に対応しながら、 
プロモーション効果の高いタイアップページを作成、商品への理解や興味を高めます。 

 ■タイアップ広告 ＜ライトタイアップ＞ 

料金  100万円～ 

誘導枠 ・ライトボックス 

ページ数  1ページ 

掲載期間  ４週間 

レポート 
・タイアップページ誘導数 

・指定ページへの誘導数 

備考 
※著名人起用の場合、出演料等は別途 

※指定ページへの誘導リンクは3箇所まで 

■ライトタイアップ 

▼タイアップページ 
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▼トップ・中面 

タイトル 

記事 

1P 

タイアップページ 

誘導 
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広告メニュー/料金 ＜タイアップ広告 ③＞ 

オリエン・取材をベースに完全カスタマイズでページを作成するメニューです。 
ブランディングなど、見た目での訴求を図りたい場合などにご活用ください。 

 ■タイアップ広告 ＜カスタマイズパッケージ＞ 

料金  200万円～ 

誘導枠 
・ライトボックス 

・メルマガ 

ページ数 
 2ページ 

 ※3ページ以上の場合はご相談ください 

掲載期間  ４週間 

レポート 
・タイアップページ誘導数 

・指定ページへの誘導数 

備考 
※著名人起用の場合、出演料等は別途 

※指定ページへの誘導リンクは5箇所まで 

■カスタマイズパッケージ 
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▼トップ・中面 

▼メールマガジン 

タイトル 

記事 

1P タイアップ 
ページ 

 
2ページ 

誘導 
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広告メニュー/料金 ＜タイアップ広告 ④＞ 

雑誌で実施したタイアップ広告をWeb用にアレンジしParOn.に掲載します。 
コンテンツをマルチユースすることで読者・ユーザーに合った環境での露出が可能です。 

 ■誌面連動タイアップ広告パッケージ 

料金 
 540万円～ 
 ※雑誌広告は掲載実績料金に応じます。 

誘導枠 
・ライトボックス 

・メルマガ 

ページ数  2ページ 

掲載期間  ４週間 

レポート 
・タイアップページ誘導数 

・指定ページへの誘導数 

備考 

※使用画像3点/Pまで 

※著名人起用の場合、出演料等は別途 

※指定ページへの誘導リンクは5箇所まで 

■誌面連動タイアップ広告パッケージ 

▼週刊パーゴルフ 

WEB用に組み換え 

▼Go！gol. 

タイアップ 
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タイアップ 

▼トップ・中面 

▼メールマガジン 

タイトル 

記事 タイアップ 
ページ 

誘導 

誘導 
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お問い合わせ・お申込について 

各種お問い合わせ、掲載のお申込みにつきましては、下記メールフォーマットの記入例に
従ってご記入ください。 

件名：【掲載可否/空き枠】広告メニュー名/○○株式会社/掲載期間 

▼掲載可否/空き枠/仮押え 

件名：【申込】広告メニュー名/○○株式会社/掲載期間 

▼申込み 

 
■基本情報 
広告主：○○株式会社（正式名称） 
広告主業種：○○○○ 
広告内容：○○告知 
 
■掲載内容 
メニュー名： 
掲載期間：yyyy/mm/dd(水)-yyyy/mm/dd(火) 
リンク先URL：http://www.pargolf.co.jp 

備考： 

 
広告主：○○株式会社（正式名称） 
広告内容：○○告知 
リンク先URL：http://www.pargolf.co.jp 
広告メニュー：○○○○○ 
掲載期間：yyyy/mm/dd(水)-yyyy/mm/dd(火) 
申込金額：○○○円 
備考： 

 
 
 

※決定優先となりますので、必ず事前に空き枠をご確認ください。 
（仮押え期間は1週間とさせていただきます） 
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お問い合わせ  ad-sales@pargolf.co.jp  
            申込  order@pargolf.co.jp 
            入稿  creative@pargolf.co.jp 
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入稿スケジュール 

お問い合わせ  ad-sales@pargolf.co.jp  
            申込  order@pargolf.co.jp 
            入稿  creative@pargolf.co.jp 

掲載開始日の 
10営業日前まで 掲載開始日 

掲載開始日の 
5営業日前まで 

掲載 
申込 
入稿 

レポート 
掲載終了の 

5営業日後以降 

メール広告 
申込 
入稿 

レポート 
掲載日の 

7～10営業日後 
掲載 

掲載 
申込 
入稿 

レポート 掲載終了の 
5営業日後以降 

▼バナー広告・メール広告 

バナー広告
（FLASH） 

バナー広告 

▼タイアップ広告 

掲載開始日の 
15営業日前まで 掲載開始日 

掲載開始日の 
10営業日前まで 

掲載 
撮影 
取材 

レポート 
掲載終了の 

7~10営業日後以降 タイアップ広告 
申込 

オリエン 
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広告掲載可否基準 

【禁止事項】 
 
  法令に違反し、または、違反する恐れのあるもの 
  人権を侵害するもの、他人を差別するもの 
  許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主によるもの 
  詐欺的なもの、誤認を生じさせる誇大な表現のあるもの、又は虚偽であるもの 
  医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生省が承認する範囲を逸脱するもの 
  暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定または美化するもの、又は犯罪行為を誘発する恐れのあるもの 
  写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの（露出度が高い、わいせつ性が高い、児童ポルノ等） 
  醜悪、残虐、猟奇的等で嫌悪感又は不快感を与える恐れのあるもの 
  他人の氏名、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用している恐れのあるもの 
  名誉毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、信用毀損、不当な業務妨害となる恐れのあるもの 
  宗教団体の勧誘又は布教活動に係るもの 
  社会秩序を乱す恐れのあるもの 
  ユーザーに不快感を与える恐れがあると認められるもの 
  NO.1の表記の広告クリエイティブのもの ※ただし確証が広告クリエイティブ内にある場合は可その他 
  ユーザーを混乱させる恐れのあるもの（ギミック広告、複数ポップアップ、ポップアンダー等） 
  弊社サービスと競合に当たると判断したもの 
  その他、弊社サイトへの掲載に不適切と判断されるもの 
 
 
【広告クリエイティブ審査に関して】 
 
 上記の掲載基準について満たしている広告主及びプロモーションを告知する場合も、複雑なクリエイティブ（例：オンマウスアクション・リン

ク以外のクリックアクション等）を掲載する場合は、クリエイティブの事前確認をお願いいたします 
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クリエイティブの共通仕様 

【バナー原稿】 

■ループ回数 ：3回（3回転）まで（アニメ可） 

■ファイル形式 ：gif（アニメーションgif可）、JPEG、Flash 

■枠線、背景色 ：本来の広告サイズがわかるよう、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 

  つけてください 

 ※弊社がコンテンツとの境界が不明瞭およびParOn.のコンテンツと誤認すると判断した場合には、修正していただくことになりますので、予めご了承ください 

 ※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ください 

 

【テキスト原稿】  

■英数字の表記は半角 

■「￥」の表記は全角  ex. ¥１,０００（誤） ⇒ ￥1,000（正） 

■全角、半角文字、記号、全角と半角のスペースは1文字カウントとなります 

■半角カナ、機種依存文字、半角記号「¥<>“‘/」等のテキストは使用しないでください 

■改行の指定は不可となります 

■メールマガジンについては上記に加え「～∥￠￡－￢」のテキストも使用しないでください 

■数字・価格には桁区切りのカンマをつけてください 

 

【注意事項】  

■広告主表記の注意点 

バナー広告内に広告主の会社ロゴ、ブランドロゴ、商品ロゴのいずれかを必ず明記してください 

※責任の所在が不明瞭である広告は掲載不可になります 

※ライトボックス、アンダーボックスは対象外となります 

※視認可能な大きさで、常時表示もしくはアニメーション終了後の静止画面に必ず明記ください 

※バナーのキャッチコピー内への記載は、広告主表記とは認められません 

※商品写真などでの代替使用は不可となります 

※ブランド名、商品名等は、商標登録された名称をご使用ください。商標登録がない場合は必ず会社名も明記してください 

■同時掲載について 

・同時掲載可能本数：ひとつの掲載枠に対し最大4本まで（差し替え分含む）掲載が可能です（ただし、ライトボックス、アンダーボックス除く） 

・リンク先：ひとつのクリエイティブに対し1箇所 

■差し替えについて：週に1回まで可 
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Flashクリエイティブについて 

■「GetURL」の設定 

※最上位レイヤーに「ムービークリップ」シンボルではなく「ボタン」シンボルで透明ボタンを設置し、下記スクリプトを埋め込んでください 

（ここにリンク先を設定いたしますと、弊社でクリックカウントが取れなくなりますので、無修正のままでお願いいたします） 

 

 

 

 

 

■入稿ファイルについて 

・flaファイル   ： 設定確認用。FLASH5以上CS3以下のバージョンのもの 

・swfファイル  ： 設定用。Flash Player9以下のバージョンのもの 

・代替gifファイル  ： Flashに対応していないブラウザへの表示用。容量は該当枠の詳細を参照 

・HTMLファイル  ： 動作確認用 

※各ファイル名は英数字をご使用ください 

 

■Flashバナーの基本仕様 

・ファイルサイズ  ： 1フレーム目30KB以内を目安、総容量は該当枠の詳細を参照。 

・アニメーション  ： 可。オンマウスの秒数制限はなし（単純ループ不可）。stopアクションを使用しムービーを停止させてください 

・ActionScript   ： バージョンは2.0。Flash内で外部参照のデータを呼び込むプログラムは禁止。（例：「LoadMovie」「LoadVariable」） 

・フォント   ： 使用する文字は必ず全て分解して「塗り」に変換（アウトライン化）してください 

・背景色   ： 背景色はレイヤーに指定してください。ムービーの背景色はデフォルト「白」でご入稿ください 

・フレームレート（FPS）  ： 30フレーム/秒以下（推奨）、又はFlashの再生速度（Frame Per Second） 12～18FPS 

＜禁止事項について＞ 

ループ・音声 ： 不可 

 

■Flashバナーの表示について注意事項 

・ユーザーの表示環境ブラウザ  ： Microsoft Internet Explorer 6.0以上 

・プラグイン   ： Flash Player 9以下。JavascriptがONになっていること 

※ユーザーの設定によっては、上記の条件を満たしていても広告が正しく掲載されない可能性があることをご了承ください 

on (release) { 
if ((clickTag.substr(0, 5) == "http:") 
or (clickTag.substr(0, 6) == "https:")) 
{ getURL (clickTag, "_blank"); } 
} 
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広告掲載基準 

1. 株式会社Pargolf & Company（以下、当社と言います）は停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネッ
トインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など、当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約
に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみな
される範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。この場合に限り、当
社が配信を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとします。 
 

2. 広告掲載初日及び広告内容の変更の掲載開始時間から12時間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責され
るものとします。 
 

3. タイアップ広告、および当社委託制作広告に於いて、掲載5営業日前までに掲載内容が校了しない場合、掲載開始日を延期させていただく場
合がございます。また、本延期に伴う掲載終了日の延長は無いものとします。 
 

4. 広告主は広告出稿に際し、当社の広告掲載基準に合意の上、当社使用に基づき広告掲載を実施するものとします。 
 

5. 本件広告または本件広告にリンクされたコンテンツに関する苦情等はすべて広告主の責任と負担で解決するものとします。本件広告または本
件広告にリンクされたコンテンツに起因して当社が損害その他の費用を負担した場合には、広告主は当該損害及び費用を当社に全額保証する
ものとします。 
 

6. 広告の配信中において、当該広告からのリンク自体が無効であったりリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告の配信を停
止することができるものとし、この場合、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。 
 

7. 当社は、広告主がユーザーまたは第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。 
 

8. 当社は、ユーザーが広告主を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性など、いかなる保証も行わないものとしま
す。 
 

9. 当社は、ユーザーが使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。 
 
   平成25年6月1日制定 

 
 ※広告掲載お申込みの際は、広告掲載基準も合わせご参照ください。 
 ※キャンセルポリシー（広告掲載申込み解除、掲載中止に伴う違約金） 
 ・広告掲載申込み後、広告主、申込者の都合で広告掲載を中止する場合、申込み金額全額の料率で違約金をいただきます 
 ・また広告主、申込者は、申込み金額全額を支払って、広告掲載を中止することができるものとします 
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