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ねとらぼについて
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■ History
・ ２００８年４⽉、ITmedia NEWSのコーナーとして

記事掲載を開始
・ ２０１１年４⽉、専属の編集部を組織し
「気になる・人に話したくなるネットの旬ネタをお届け」

するニュースサイトとして独⽴。
・ その後もジャンルを増やしつつ、成⻑を続け

2017年4月、1億PVを突破︕
・ 「@itm_nlab」がTwitterで「2017 もっとも使われ

たアカウント」に

月間PV 1.64億PV
月間UB 1,770万UB
Twitter総フォロワー数 14万フォロワー
FBページ総いいね数 7.2万いいね
月間新着記事数 1,048本

2018年6月実績



■ 集計日：２０１８/２/５

■ 場所：Ｆａｃｅｂｏｏｋ

■ サンプル数：２９０万人

※詳細は設定エリア参照

※灰色はＦＢ平均値

Ａｕｄｉｅｎｃｅ①
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■ ポイント①
男女比は半々

男性

女性

49％ 51％

■ ポイント②
FB平均を上回る
最終学歴と役職者
※次ページグラフより

“ちゃんとした人”が
読んでいる



Ａｕｄｉｅｎｃｅ②
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ねとらぼがネットで支持されている理由
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ネットの話題を読者と同じ視点で楽しむ
ネットユーザーの間で本当に盛り上がっている話題を読者目線で選択･紹介しています。

ソースをしっかり調べるニュースサイトである
しっかりとした取材や編集スキルに基づいた「ニュースサイト」
「面白サイト」 、無断転載や悪質な煽り・デマ記事を出す 「まとめサイト」

funnyではなくてinteresting
「funny＝おもしろさ・おかしさ」を生み出すサイトというよりは
読者の「知りたい・興味深い＝interesting」に応えていくサイトです。

近年は特に取材に注⼒し、強い信頼を獲得
取材に⼒を⼊れており、ネットで注目された話題をさらに⼀歩踏み込んで紹介。
「漫画村」のような社会問題に鋭く切り込む硬派な記事も増え、読者の皆様から
「ねとらぼやるじゃないか」とより強い信頼を獲得するまでに至りました。



２０１８-Ｑ１

ねとらぼ

ＡＤ ＭＥＮＵ
“ ネイティブアド ”



• 制作方針

• ねとらぼネイティブアドは、編集部主導で記事構成を決めさせて頂くＰＲ記事です。

事前にお客様のプロモーション内容をお聞きして編集部より案を出し、その方向

性でお客様からご同意頂けた場合に実施、という流れとなっております。なおプロ

モーション内容をまとめた資料が無いお客様には弊社にてオリエンシートをご用

意いたしますので、そちらご記入下さい。

• 読者にいつも通り見てもらう“ねとらぼらしさ”を優先で考えるため、お客様のご

要望に沿った案が出てこないケース（例：製品の詳細に一切触れない etc…）が

あります。また、上記の方針は制作中の校正作業においても同様となりますので、

あわせてご承知おき下さい。

ねとらぼネイティブアドとは
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• 取材、インタビュー系

– 商材に関連して、読者の興味関心の強い部分を掘り下げる

– 自然な流れで商材を訴求することが可能

• ニュース形式、動画いじり

– ねとらぼの通常記事に最も近い形式

– リリース、動画などの長所をねとらぼテイストでストレートに紹介

– 訴求したい点を最も直接的に訴求できる

展開案基本パターン

8
※その他、事例が多数ございますのでお気軽にお問い合わせください

Copyright © 2018 ITmedia Inc.

【例】スーパーカブで通学する種子島の高校生 卒業式にHondaが新聞の「全面広告」で祝福
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/23/news015.html

【例】「派遣会社なんてないほうがいい」 派遣業界の闇に一石を投じる派遣会社「リツアンSTC」社長が語る本音
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/06/news007.html

【例】やっぱ声優さんってすげぇ!! プロの声優が「ルイズコピペ」を本気で読んだらどうなるの？
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1612/16/news020.html

• 企画、やってみた系

– 商材に絡めて何かを実際にやってみたり、レビューしたりする

– 「とにかくまず拡散されたい！」という場合はネタ性の強い企画も



• ２０１３年の商品リリース以降、多数ご実施頂いてます

出稿企業様
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■飲料
日本コカ・コーラ株式会社
株式会社ヤクルト本社
ダイドードリンコ株式会社
サントリービジネスエキスパート株式会社
キリンビバレッジ株式会社
常盤薬品工業株式会社
株式会社JR東日本ウォータービジネス
森永製菓株式会社
■酒類
アサヒビール株式会社
サントリースピリッツ株式会社
キリンビール株式会社
サッポロビール株式会社
■アプリ
株式会社ゼンリンデータコム
バイドゥ株式会社
株式会社ヴァル研究所
LINE株式会社
株式会社 17 Media Japan
■ゲーム
株式会社セガネットワークス
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
ASH有限会社
株式会社サムザップ
スパイシーソフト株式会社
株式会社モバイルファクトリー
ネットマーブルジャパン株式会社
アプリボット株式会社
スパイク・チュンソフト株式会社
株式会社ネクソン
株式会社セガゲームス
株式会社サイバーエージェント
株式会社ミクシィ
株式会社バンク・オブ・イノベーション
Supercell
合同会社ライアットゲームズ
株式会社タイトー
株式会社ゲームオン
エレクトロニック・アーツ株式会社
株式会社エイリム
株式会社アカツキ
株式会社フォワードワークス

※敬称略、順不同

■スマホ
富士通株式会社
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社
■映画
ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社
Wikia Japan株式会社
エイベックス・デジタル株式会社
松竹株式会社
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
■お菓子
日清シスコ株式会社
森永製菓株式会社
株式会社湖池屋
株式会社明治
森永製菓株式会社
株式会社ロッテアイス
江崎グリコ株式会社
マースジャパンリミテッド
株式会社ロッテ
■人材
株式会社リツアンSTC
ギノ株式会社
■観光
タイ国際航空
東海旅客鉄道株式会社
■オフィス機器
株式会社キングジム
株式会社バッファロー
■デジカメ
カシオ計算機株式会社
■ビジネスソフト
ソフトバンクBB株式会社
ソフトバンク コマース＆サービス株式会社
■医薬品
大正製薬株式会社
⽥辺三菱製薬株式会社
■化粧品
株式会社ナリス化粧品
■ヘアケア
クラシエホームプロダクツ株式会社
株式会社ビューティーエクスペリエンス
■ファッション
株式会社ホットココア

■地方自治体
北九州市
■生協
みやぎ生活協同組合
■食品
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
日本マクドナルド株式会社
日本ケロッグ合同会社
日清食品株式会社
ゼスプリ インターナショナル ジャパン株式会社
明星食品株式会社
■⾦融
株式会社セブン・カードサービス
松井証券株式会社
全国都道府県及び20指定都市
株式会社三井住友銀⾏
株式会社DMM.comラボ
株式会社じぶん銀⾏
■自動⾞
アウディジャパン株式会社
⾸都⾼速道路株式会社
日産⾃動⾞株式会社
日本⾃動⾞工業会
本⽥技研工業株式会社
■住宅機材
株式会社LIXIL
パナソニック株式会社
■施設
株式会社東京ドーム
株式会社サンヒルズ
■不動産
株式会社フィード
株式会社レオパレス21
株式会社グルーヴ・アール
■教育
株式会社ベネッセコーポレーション
コードキャンプ株式会社
■家電
ダイソン株式会社
■書籍
株式会社集英社
株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

・ 実績一覧
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/special/ls160400/ad.html

※システム変更の都合により旧広告記事は一覧から確認できなくなりました

■通信
株式会社NTTドコモ
ソネット株式会社
東日本電信電話株式会社
ワイモバイル株式会社
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
ソフトバンク株式会社
KDDI株式会社
リンクライフ株式会社
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
株式会社DMM.com
■生活用品
シック・ジャパン株式会社
インペリアル・エンタープライズ株式会社
P&G
ピップ株式会社
オカモト株式会社
アース製薬株式会社
株式会社日本オプティカル
■IT製品・サービス
株式会社サードウェーブデジノス
トレンドマイクロ株式会社
エプソン販売株式会社
株式会社ネットワールド
株式会社マウスコンピューター
■WEBサービス
株式会社ウェッジ
株式会社ウェブスパイア
伊藤忠商事株式会社
株式会社ぐるなび
ヤフー株式会社
■電子書籍
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社
株式会社パピレス
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
■動画サービス
Hulu Japan LLC
株式会社ドコモ・アニメストア
スカパーJSAT株式会社
Netflix株式会社
■倉庫
寺⽥倉庫株式会社
■ギャンブル
BOATRACE振興会



• ねとらぼネイティブアドのベースとなるプランです

レギュラープラン
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名称 ねとらぼ レギュラープラン

想定ＰＶ数 ３,０００ ～ ３０,０００ＰＶ（１週間）

上限社数 ４社/週

特別誘導枠 ＰＣレイアウトの右カラム上部

特別誘導枠
掲載期間

２日目 ＡＭ１０時頃～７日目（約６日間）
※初日は通常記事同様ＴＯＰインデックス面を流れ落ちます

特別誘導枠
想定ｉｍｐ数

ＰＣ：４００万～６００万ｉｍｐ

記事公開時間 月曜～木曜 ＡＭ１０時頃 ※祝祭日及び祝祭日前日を除く

ＰＲ表記 あり（ページ内および誘導枠に配置）

クレジット表記 あり（企業名／有効期限 ※公開７日後）

有効期間後 アーカイブされます

他社フィード なし

掲載料金 ￥１,０００,０００（税別/ＧＲＯＳＳ）

報告内容 終了後：総ＰＶ数（日別あり）、ＳＮＳ反応数（日別なし）
※ねとらぼアプリには配信されませんのでレポートには含まれません

誘導枠×1

• ネイティブアド（１本）の制作と、ねとら

ぼＰＣレイアウトからの固定誘導（１つ）

で実施するプランです。

• 公開日はインデックス面をタイムライン

的に流れ、翌日から右カラム上部の誘

導枠に約６日間表示されます。

• 出稿主様による外部出稿誘導可

※Ｐ.１８に確認事項がごさいます。必ずお目通し下さい。
Copyright © 2018 ITmedia Inc.



• レギュラープランに誘導枠を２種類追加しました

プレミアムプラン
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名称 ねとらぼ プレミアムプラン

想定ＰＶ数 ５,０００ ～ ５０,０００ＰＶ（１週間）

上限社数 １社/週

特別誘導枠 ①ＰＣレイアウトの右カラム上部
②ＰＣレイアウトＴＯＰ面新着記事２本目と３本目の間
③スマホレイアウトページ下にポップアップで表示

特別誘導枠
掲載期間

①２日目 ＡＭ１０時頃～７日目（約６日間）
②２日目 ＡＭ１０時頃～７日目（約６日間）
③２日目以降に３日間表示（タイミングは当社指定）
※初日は通常記事同様ＴＯＰインデックス面を流れ落ちます

特別誘導枠
想定ｉｍｐ数

ＰＣ：４００万～６００万ｉｍｐ
スマホ：不明（フリークエンシーコントロールのため）

記事公開時間 月曜～木曜 ＡＭ１０時頃 ※祝祭日及び祝祭日前日を除く

ＰＲ表記 あり（ページ内および誘導枠に配置）

クレジット表記 あり（企業名／有効期限 ※公開７日後）

有効期間後 アーカイブされます

他社フィード なし

掲載料金 ￥１,５００,０００（税別/ＧＲＯＳＳ）

報告内容 終了後：総ＰＶ数（日別あり）、ＳＮＳ反応数（日別なし）
※ねとらぼアプリには配信されませんのでレポートには含まれません

• ネイティブアドそのものの制作進行体制は

レギュラープランと同様です。

• ＰＣは、右カラムの他にＴＯＰページからの

特別誘導を約６日間追加

• スマホは、ページ下に表示頻度をコント

ロールしたポップアップ型誘導枠を３日間

追加

• 出稿主様による外部出稿誘導可

誘導枠

×1
誘導枠×２

※Ｐ.１８に確認事項がごさいます。必ずお目通し下さい。
Copyright © 2018 ITmedia Inc.



各プラン誘導枠

12

レギュラープラン

Copyright © 2018 ITmedia Inc.

プレミアムプラン

特別誘導枠① 特別誘導枠①

特別誘導枠② スマホ特別誘導枠
※ポップアップ



• ネイティブアド閲覧数（当社計測基準）を保証します

ＰＶ保証プラン
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名称 ねとらぼ ＰＶ保証プラン

保証ＰＶ数
掲載料金

２万ＰＶ保証 → ￥２,０００,０００（税別/ＧＲＯＳＳ）
３万ＰＶ保証 → ￥３,０００,０００（税別/ＧＲＯＳＳ）
４万ＰＶ保証 → ￥４,０００,０００（税別/ＧＲＯＳＳ）

上限社数 ４社/週

誘導枠 弊社判断にて実施
※誘導枠に関する報告は一切ございません

※初日は通常記事同様ＴＯＰインデックス面を流れ落ちます

掲載期間 最短１週間 ～ 保証ＰＶ達成時まで
※早期達成の場合でも１週間は有効期限とします

記事公開時間 月曜～金曜 ＡＭ１０時頃 ※土/日/祝祭日は不可

ＰＲ表記 あり（ページ内および誘導枠に配置）

クレジット表記 あり（企業名／有効期限）
※公開時は７日後で設定し、それ以降での保証ＰＶ達成時は書き換えます

有効期限後 コンテンツはアーカイブされます

他社フィード なし

報告内容 終了後：総ＰＶ数（日別あり）、ＳＮＳ反応数（日別なし）
※ねとらぼアプリには配信されませんのでレポートには含まれません

• ネイティブアドそのものの制作進行体

制はレギュラープランと同様ですが、保

証ＰＶを達成するための誘導枠の選定

は、弊社に一任いただく特殊なプラン

です。

• 出稿主様による外部出稿からの誘導

は当社によるＰＶ数集計の都合上、不

可となります。

※Ｐ.１８に確認事項がごさいます。必ずお目通し下さい。
Copyright © 2018 ITmedia Inc.



ネイティブアド切り口別パッケージ
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編集部体験パッケージ マンガ・イラストパッケージ

想定PV数
3,000～30,000PV

特別誘導枠
PCレイアウトの右カラム上部

タイムライン
公開日は編集記事と同じインデックス面を
タイムライン的に流れます

￥１,３００,０００～（税別/ＧＲＯＳＳ）

想定PV数
3,000～30,000PV

特別誘導枠
PCレイアウトの右カラム上部

タイムライン
公開日は編集記事と同じインデックス面を
タイムライン的に流れます

￥１,３００,０００～（税別/ＧＲＯＳＳ）

編集部が製品やサービス・職場の体験をします。 マンガやイラストで製品・サービスの訴求をします。
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参考：ネイティブアド結果ＰＶ分布
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• 総実績数：１７４件（２０１３年～２０１８年５月末）、掲載有効期限迄のＰＶ



通常スケジュール レポートフォーマット

進行およびレポート
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作成日 2017/3/16

アイティメディア株式会社
 〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-12
紀尾井町ビル13F

掲載媒体 ねとらぼ
掲載開始日 2017/3/7
集計対象期間 上記より 2017/3/13 迄

企画タイトル

URL
合計PV数 0 （PV）

Facebook 0 （いいね︕）

2017/3/7 0 PV

2017/3/8 0 PV

2017/3/9 0 PV

2017/3/10 0 PV

2017/3/11 0 PV

2017/3/12 0 PV

2017/3/13 0 PV

合計 0 PV

1/1 P

 ・株式会社○○○ 様

○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○。○○○○○○
○○○︕

日別PV詳細

下記にて掲載のご報告とさせて頂きます

ねとらぼタイアップ企画掲載レポート

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1xxx/xx/news0xx.html

作成日 2017/3/16

アイティメディア株式会社
 〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-12
紀尾井町ビル13F

掲載媒体 ねとらぼ
掲載開始日 2017/3/7
集計対象期間 上記より 2017/3/13 迄

企画タイトル

URL
合計PV数 0 （PV）

Facebook 0 （いいね︕）

2017/3/7 0 PV

2017/3/8 0 PV

2017/3/9 0 PV

2017/3/10 0 PV

2017/3/11 0 PV

2017/3/12 0 PV

2017/3/13 0 PV

合計 0 PV

1/1 P

 ・株式会社○○○ 様

○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○。○○○○○○
○○○︕

日別PV詳細

下記にて掲載のご報告とさせて頂きます

ねとらぼタイアップ企画掲載レポート

http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1xxx/xx/news0xx.html



• ねとらぼのページレイアウトは読者利便性向上のために、各種パーツの配置や機能について最適化

テストや変更が随時行われており、ネイティブアド掲載中も構成が変化する可能性があります。

• ページ内および誘導枠のＰＲ表記と記事下のクレジット表記（企業名や有効期限）は必須です。

• ネイティブアドは通常の編集記事と異なりますのでパートナーサイト（ポータル等）には転載されません。

• 通常記事と共通のページレイアウトを適用しますので、ネットワーク広告が表示されます。

• お申し込みは掲載開始日の１５営業日前までとなります（校正１回・誤字脱字チェック１回）。

• 掲載料金は記事および誘導枠（当社制作、出稿主による指定不可）の制作費用を含みます。

• 遠方取材やモデル、著名人の起用が必要な場合、追加費用やスケジュール調整が発生します。

• 掲載レポートは記事ＰＶ数（日別、ＰＣ＆スマホ合計値）ならびに終了時点における公式ツールで取得

可能なＳＮＳ反応数（※Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｇｏｏｇｌｅ＋はＡＰＩ廃止のため不可）となります。誘導枠の数値、途

中経過、キャプチャ画面の提供は行っておりません。レポート提出は終了から約３営業日後となります。

• 外部ＷＥＢサービス（ＹｏｕＴｕｂｅ等）のページ内への埋め込みは全てに対応しているわけではございま

せんので必須の場合は事前にご確認ください。

• 出稿主様が発行する第三者計測タグのネイティブアドページ内への埋め込みは可能ですが、動作保

証は行っておりません。動作確認の際、正常に稼働しなかった場合は埋め込みは行えませんのでご了

承ください。なお有効期限終了後、計測タグは削除します。

• 外部サイトから当ネイティブアドへの誘導をお客様自身で運用頂く事は可能ですが、通常記事と読者

を誤認させていないか確認するため誘導原稿の当社事前チェックが必須です。

必ずご確認下さい
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アイティメディア株式会社

東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビルディング 12/13Ｆ

メディア事業本部 ねとらぼ局 プロモーション部

三ツ谷・福山

mail：sales@ml.itmedia.co.jp

tel：03-6893-2294


