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Our Mission 

絵本ナビは、お客様に「幸せな時間」をお届けします。 

絵本ナビは、情報、商品、サービスの提供だけではなく、 

これらを通じてご家庭で「幸せな時間」を過ごして頂くために 

日々努力を重ねます。 

 

貴社の提供する商品やサービスが、お客様に「幸せな時間」を 

お届けするものなら、きっと絵本ナビがお役に立てることでしょう。 
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絵本ナビとは？ 

『絵本』カテゴリ 日本最大級サイト 

 出版社110社以上の協力を得て運営されている唯一の公認サイトです。 

年間訪問数は約900万人、メルマガ配信数約14.5万件、登録会員数約41万
人、掲載レビュー数約32万件、紹介作品数約6万冊と、日本最大級の絵本専
門サイトです。 

 

競合を持たない唯一無二なサイト 
 子育てにおいて、「絵本」は必ず関わるアイテムです。サイトの存在意義が

明確であるため、育児に対し高い関心を持ったユーザーが多く集まっていま
す。また、地域に限らず、全国の子育て層へリーチ可能です。

 
 

常に新規ユーザーが循環しているサイト 
 ～ 代のママを中心に、初めて絵本探しをする方が常に入れ替わってい

るため、長期的なご出稿が効果的です。

 

検索エンジンからのアクセス 
 
  「絵本」キーワードで 第 位表示、 第 位表示

（ 現
  在）。主要な絵本タイトルでも上位に表示されますので、ママ／パパに限ら
  ず誕生日、季節の贈り物、想いを伝えるプレゼントなどのプレゼント利用も

  大変多いです。
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サイトデータ 

年間ユニークユーザー数 
 

月間ユニークユーザー数 
 

メルマガ配信部数 
 
登録会員数 
 
月間ページビュー数 
 
協力出版社数 
 
掲載作品数 
 
掲載感想数(レビュー) 

 
 

9,000,000人 
 
1,102,000人 
 
146,000通 

 
409,000人  
 
6,777,000PV 

 
110社以上 

 
60,800作品 

 
322,800件 

2016年1月末   集計データ 
集計ツール：Google Analytics 
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コンテンツ紹介 

絵本紹介ページ 
 最も詳しい絵本紹介。 

表紙画像、書誌データ、出版社から 
の内容紹介、中面画像、ためしよみ、 
あらすじ、みどころ、関連作品、 
みんなの声、関連商品情報など。 

 そのまま購入可能です。 

評価ランキング 
 ユーザー評価をもとに算出した、 

独自のランキング。 
書店の売上ランキングとは違った、 
生の声の集計データとして好評です。 

 

ユーザーレビュー 
 ユーザーから投稿される絵本の評

価・感想を最新の掲載分から画像付
きで一覧表示。 

 ほぼ毎日更新され、常に最新の情報
を参照することができます。 

新刊紹介 
 最近数ヶ月の間に刊行された絵本の

紹介。 

年齢別おすすめ 
 対象年齢別のおすすめ作品を掲載。

大人向け絵本のページも。 

マイページ（メンバー限定） 

 メンバープロフィールやブログを登録、
気になる本を入れておくマイ絵本棚、お
気に入りの作者や出版社、メンバーを登
録しておく機能など、サイトへの参加が
楽しくなる機能が満載。  

テーマページ 
 テーマ別に絵本をピックアップ。 

   季節テーマの絵本「行事をたのし
む絵本」から、「のりものの絵本」、
「だいすきおかあさん絵本」、「贈
り物の絵本」など。 

スペシャルコンテンツ 
 絵本ナビ編集部が独自の視点でお届

けするスペシャルコンテンツ。絵本
作品が200％楽しくなるメニューが
盛りだくさんです。 

全ページためしよみ機能 
 （メンバー限定） 

 数ページ／全ページ。1回だけ絵本の中
身を試し読みできます。（Flash使用） 
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その他サービス紹介 

EC 
 絵本だけでなく、絵本キャラクターグッ

ズ、雑貨、知育玩具、キッズ家具などを
取り揃えています。 

絵本クラブ 
 （絵本の定期本サービス） 
 年齢別に厳選した良書絵本を毎月

宅配するサービスです。 

プレミアムサービス 
   【月額275円＋税】で1２個のサービスが 
   利用できる有料会員制のサービスです。 
    

5 
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※ 登録者年代・子どもの年齢については2014/05/01～2015/04/30の1年間に登録されたユーザーの誕生月を基に2015/05/01時点での年齢、年代を算出 
※ 立場については2012/04/19～2015/05/01時点でのデータより算出 

ユーザープロファイル 

20代後半～40代のママ、ユーザーの９割が女性です！ 

未就学児をお持ちの方がメインユーザー 

小学生をお持ちの方のご利用も増えています。 

全国の方々からご利用頂いています。利用者の地域比率は日本の人口比率とほぼ同じです。 
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絵本ナビユーザーの特徴 

 
絵本ナビメンバーの特徴（アンケート結果より） 

メンバーの現在の就業率は約40％。（専業主婦または無職が、約50%） 

メンバーの持家率（マンション、戸建て）が約60%。 

メンバーの自家用車所有率が約81%。 

メンバーの世帯年収は、600～800万円が約18％で、ボリュームゾーン。 
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自分もちゃんと教育を
受けている 

（短大、大学卒の方が多い） 

持家率、自家用車
所有率が高い。 

アンケートなどを実施する
と、しっかりと答えてくれ

るまじめなママ達。 

子どもの教育に関心の高い、 
しっかりもののママ像 

お習い事に使う費は、
月平均13,000円くらい 

子どものために絵本を選びに来ている 
子どもの教育に関心が高いママ。 
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一般クライアント様 実績例 （出版社様以外） 

8 その他多数・・・ 



広告主様 ニーズ別メニュー紹介 
 

～御社サイトへ送客～ 

9 
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御社サイトへ送客 

御社キャンペーンサイトや商品ブランドサイトへ、御社のターゲットユーザーを送客します。 

 

 

I. 純広メニュー 
 PC・スマホページ向けバナー掲載、メルマガ配信メニューをご紹介いたします。 

 

II.クリック保証型パッケージ 
 絵本ナビ・まなびナビ・できるナビの純広メニューを使って御社サイト送客数（クリック数）を保証

いたします。 

 
III. 絵本ナビ同梱サービス 

 絵本ナビでの絵本・グッズ販売、定期絵本お届けサービス「絵本クラブ」にクライアント様チラシを
同梱するサービスです。 
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御社WEBサイ
ト 

絵本ナビユーザー 

対象クライアント： KPIが自社サイトのPV数・キャンペーン応募数などの企業様 
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広告メニュー サイドレクタングル 

トップページ、絵本紹介ページをはじめ主要ページでランダム表示されます。 

スペース名 掲載期間 料金（税別） 想定インプレッション 

トップページ他 
主要ページ 

4週間 160,000 250,000  

表示方法 原稿規定 掲載開始日 

ローテーション 

原稿サイズ： 
 画像  300×250ピクセル（左右×天地） 
 アンダーテキスト 全角20文字以内 
 
容量：80KB以内 
ファイル形式： 
 GIF（アニメ可、ループ不可）、JPG、 
 FLASH（ループ不可） 
ALTテキスト対応（全角20文字以内） 
 
※FLASH入稿の場合、事前にご連絡ください。 

原則毎週    
木曜日 

※ 12週間以上、または3枠以上のお申込の場合、特別割引を適用致します。 

  詳細は別途お問合せください。 

※ 料金には別途消費税が加算されます。 

300×250pix 

アンダーテキスト 
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広告メニュー 年齢別セグメントページ 

年齢別の各ページにランダムで掲載されます。ピンポイントでリーズナブルなＰＲが可能です。 

スペース名 掲載期間 料金（税別） 
想定インプ
レッション 

年齢別セグメント 
ページサイド 

レクタングル枠 
4週間 30,000～ 50,000  

1,500～
9,000 

年齢別セグメント・サイドレクタングル 

表示方法 原稿規定 掲載開始日 

ローテーション 

原稿サイズ： 
 画像  300×250ピクセル（左右×天地） 
 アンダーテキスト 全角20文字以内 
 
容量：80KB以内 
ファイル形式： 
 GIF（アニメ可、ループ不可）、JPG、 
 FLASH（ループ不可） 
ALTテキスト対応（全角20文字以内） 
 
※FLASH入稿の場合、事前にご連絡ください。 

原則毎週    
木曜日 

※ 12週間以上、または3枠以上のお申込の場合、特別割引を適用致します。 

      詳細は別途お問合せください。 

※ 料金には別途消費税が加算されます。 
300×250pix 

アンダーテキスト 
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【スマホ版】広告メニューヘッダーバナー  

トップページ、絵本紹介ページをはじめ主要ページでランダム表示されます。 

スペース名 料金（税別） 保証インプレッション 想定掲載期間 

トップページ他 
主要ページ 

150,000 150,000  2週間～ 

表示方法 原稿規定 掲載開始日 

ローテーション 

原稿サイズ： 
 画像  320×50ピクセル（左右×天地） 
容量：20KB以内 
ファイル形式： 
 GIF（アニメ可、ループ不可）、JPG 
 ※FLASHは対応しておりません。 
ALTテキスト対応（全角20文字以内） 

原則毎週木曜日 

※ 最低150,000impよりお受けいたします。 

※ 掲載期間のご相談は可能です。 

※ 12週間以上の場合、特別割引を適用致します。詳細は別途お問合せください。 

※ 料金には別途消費税が加算されます。 

13 
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【スマホ版】広告メニュー レクタングル  

トップページ、絵本紹介ページをはじめ主要ページでランダム表示されます。 

スペース名 料金（税別） 保証インプレッション 想定掲載期間 

トップページ他 
主要ページ 

160,000 250,000  4週間～ 

表示方法 原稿規定 掲載開始日 

ローテーション 

原稿サイズ： 
 画像  300×250ピクセル（左右×天地） 
容量：60KB以内 
ファイル形式： 
 GIF（アニメ可、ループ不可）、JPG 
 ※FLASHは対応しておりません。 
ALTテキスト対応（全角20文字以内） 

原則毎週木曜日 

 

※ 掲載期間のご相談は可能です。 

※ 12週間以上の場合、特別割引を適用致します。詳細は別途お問合せください。 

※ 料金には別途消費税が加算されます。 

14 

300ｘ250pix 
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広告メニュー メール広告：＠絵本ナビ メルマガヘッダ 

ヘッダ[Type2] 

468×120pix 

  ＠絵本ナビ 今日から役立つ絵本選びのヒント 

 
＠絵本ナビメルマガは、絵本ナビ編集部が発行する画像の入ったHTMLメールマガジンです。 
おすすめ絵本紹介、新刊紹介、レビューピックアップ、絵本クイズなど、美しい絵本画像だけで
なく、「読まれるメルマガ」をコンセプトにコンテンツをそろえています。 
画像入りのHTML広告により、高い費用対効果を実現します。 
 

読者数 約146,000人（2016年 3月現在） 

配信日 毎週木曜日（編集の都合により前後することがあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ メルマガヘッダは、サイズ違いでType1とType2が選べます。Type1は468×60pix、Type2は
468×120pixとなります。  

※ 料金には別途消費税が加算されます。 

ヘッダ[Type1] 

468×60pix 

または ＠絵本ナビ・メルマガヘッダ 

スペース名 配信日 料金（税別） 配信数 枠数 

＠絵本ナビ・メルマガヘッダ 原則毎週木曜日 80,000 146,000通 1枠 

種別 原稿規定 

Type1 

バナー 468×60ピクセル（左右×天地） 
JPG、GIF（アニメ不可）、FLASH不可、ALTテキスト対応なし 
アンダーテキスト 全角40文字以内×4行 
容量：15KB以内 

Type2 

バナー 468×120ピクセル（左右×天地） 
JPG、GIF（アニメ不可）、FLASH不可、ALTテキスト対応なし 
アンダーテキスト 全角40文字以内 
容量：40KB以内 
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広告メニュー メール広告：PR号（件名付き全面広告） 

＠絵本ナビメルマガ読者に向け、メールマガジンを発行するメニューです。 
  

 

※HTMLまたは、テキストにて配信可能です。 詳細は、P.51の入稿規定をご確認ください。 

※料金には別途消費税が加算されます。 

PR号（件名付き全面広告） 

スペース名 配信日 料金（税別） 配信数 

PR号（件名付き全面広告） 
随時 

（原則毎週木曜日以外） 
150,000 146,000通 

 

コンテンツエリア 

セグメント例 配信日 配信数 

北海道・東北地方 随時（原則毎週木曜日以外） 約7,400通 

北陸・甲信越 随時（原則毎週木曜日以外） 約4,600通 

関東地方 随時（原則毎週木曜日以外） 約39,500通 

東海地方 随時（原則毎週木曜日以外） 約10,200通 

近畿地方 随時（原則毎週木曜日以外） 約17,300通 

中国地方 随時（原則毎週木曜日以外） 約4,600通 

四国地方 随時（原則毎週木曜日以外） 約2,100通 

九州地方・沖縄 随時（原則毎週木曜日以外） 約7,300通 

地方別でセグメント配信ができるオプションです。 

ご要望に応じて、都道府県の組み合わせも可能ですので、ご相談くださいませ。  

 

PR号（件名付き全面広告）地方別セグメント 
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クリック保証型パッケージ 

純広メニュー（レクタングル・メルマガ）を使ってご指定ページへのクリック数を保証したパッケージです。 

配信先は下記を想定しております。 

 絵本ナビレクタングルバナー（年齢別レクタングル含む） 

 メルマガPR号配信 

 絵本ナビメルマガヘッダ 

 【非売品】絵本ナビその他導線 

 【非売品】まなびナビ、できるナビレクタングルバナー 

 【非売品】できるナビメルマガインフォメーション 

上記の配信枠のボリューム、タイミングは弊社にお任せいただきます。 

その他 

  ご希望クリック数、出稿期間はお申し込み時にご相談くださいませ。※2,500クリックから承ります。 

  出稿期間終了後、配信箇所とクリック数をレポートいたします。 

  クリエイティブは広告主様よりご入稿いただきます。 

1クリック＝100円(税抜/ネット) ご希望のクリック数を保証します。 

クリック保証型パッケージ（掲載期間は相談の上決定） 

1クリック＝100円（ネット）ご希望クリック数をお申し付けくださいませ。 

2,500クリック～ ￥250,000（ネット/税別）～ 
※バナー、メルマガ制作をする場合は、別途費用を頂戴します。 
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絵本ナビ同梱サービス :チラシ配布メニュー  

 同時期に、同業他社様／5社様以上の同梱はお受けしておりませんので、お客様に読んで頂ける率が高いです。 

 絵本ナビ内でのWEBプロモーションを絡めるとより効果的です。 

 チラシに割引クーポンなどをお付けいただくことで、効果測定としてもご利用いただけます。 

絵本ナビでショッピングをしている方へ、ダイレクトにチラシをお送りすることができるサービスです。 
定期絵本お届けサービス「絵本クラブ」会員へもお送りすることができますので、確実にお子様がいるご家庭へ商
品情報をお届け致します。 

 

メニュー名     期 間 料金（税別） 備 考 

同梱サービス 
ご発注部数を 
配布次第終了 

1件＝20円～ 
※紙の大きさ、作業量により、 

決定いたします。 

最低ロットは5,000部から承ります。 

￥100,000（ネット/税別）～  
※一ヶ月の想定配布数：8,000部 

約3,600件 
毎月15日に配布 
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広告主様 ニーズ別メニュー紹介 
 

～ブランディング～  

19 
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ブランディング 

御社商材・キャンペーンなどを、より深く理解促進・ブランディングに貢献するメニューです。 

 

 

I.タイアップ 
 1社独占のタイアップページを制作し、御社商材をしっかりとお伝えする取材記事や企画コンテンツを展開するメニューです。 

 絵本ナビスタッフ／先輩ママユーザーの視点で伝えることで広告らしさを払しょくすることができます。 

 絵本ナビを御社のメッセージ発信場としてご利用くださいませ。御社商材に関連したユーザー興味の高いテーマを持たせて、商材の良さを伝え
ます。 

 

II.絵本ナビスタイル  
 絵本に特化した商品でなく、絵本ナビ編集部が絵本ナビファンへライフスタイルをご提案するコンテンツです。 

 連載型のコンテンツページですので、中長期的に絵本ナビユーザーへ情報発信したい広告主様におススメのメニューです。 

 記事はアーカイブされ、半永久的に掲載いただく事ができます。 

御社独占 
タイアップページ 
絵本ナビスタイル 

 

御社WEBサイト 

対象クライアント： 絵本ナビからメッセージを発信したい企業様 
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オーダーページ「フルプラン」は、クライアント様の商品・サービスについて、絵本ナビユーザーにわかりやすく訴求する、 
   タイアップ記事広告です。ご希望に合わせたデザイン・レイアウトで制作できます。 

オーダーページへの誘導は、サイドレクタングル、メールマガジンPR号の組み合わせで行います。 

 ご予算に応じて露出を増減することができますので、ご相談ください。 

メルマガPR号 

タイアップ記事広告【フルプラン】（4週間）※掲載期間は延長可能 

￥1,100,000（税別）～ ※デザイン費・ページ制作費含む ※導線により変動します 

クライアント様 
フルオーダーページ 

 

コンテンツエリア 

オーダーページ：【フルプラン】タイアップ記事 
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トップページ 
絵本ナビ内各ページ 

サイド 
レクタングル 

スマホ 
導線 



広告主様商材について、絵本ナビユーザーが興味を持つ読み物コンテンツを企画いたします。絵本ナビママ・パパユーザーによるモニ
ター取材記事などを絡めることで、絵本ナビからのおススメとして広告らしさを払拭した記事展開が可能です。 
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弊社実積 

honto for ニンテンドー3DS 
 
認知・利用促進プロモーション 
 
児童書をニンテンドー3DSで読めるアプリについて、 
絵本ナビユーザーに、認知・利用促進プロモーションを実施。 
ゲーム機という、母親にとってはネガティブに感じる 
デバイスをいかに払拭できるかがテーマ 
 
 
 

第1回テーマ 
保有率の高いニンテンドーで「読書のきっかけづくり」とい
うテーマで開発者インタビュー形式で実施 
 

第2回テーマ 
まだ利用したことのない親子にインタビュー、実際使ってみ
て、どのように態度変容したか 
 

第3回テーマ 
ユーザーの利用シーン紹介 

第4回テーマ 
バージョンアップされた機能について紹介 

 
商材： 
 
目的： 
 
概要： 
 
 
 
 

 
内容： 
    

クライアント： 大日本印刷様 

オーダーページ：【フルプラン】タイアップ記事実績 
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「絵本ナビスタイル」は、絵本ナビ編集部が、絵本ナビファンへ発信するライフスタイルご提案型コンテンツです。 

企業側からの一方的な広告メッセージではなく、絵本ナビユーザーにとって有益で、且つ、企業様のサービスをしっかりと理解
いただけるような記事を掲載いたします。 

3ヶ月～（毎月1回）の連載記事を前提としておりますので、中長期的なプロモーションが可能です。 

記事は半永久的にアーカイブされます。 

企業様の商品・サービスについての情報やコンテンツをご提供くださいませ。 

絵本ナビスタイル記事 3ヶ月～（毎月1回）  

※1記事導線：4週間掲載 

￥750,000（税別/ネット）～  

絵本ナビトップページ（PC、スマホ） 

導線 

絵本ナビスタイル記事  
3ヶ月（毎月1回）～ 

 

御社専用 

絵本ナビスタイル記事 

絵本ナビスタイル 

Copyright (C) 2016 EhonNavi Corporation EhonNavi All Rights Reserved.  

スマホ 
導線 
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広告主様 ニーズ別メニュー紹介 
 

～資料配布/商品サンプリング/個人情報収集～ 

24 
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資料配布・商材サンプリング・個人情報収集 

25 

御社サービスお申し込み促進、商材資料やサンプルを絵本ナビユーザーに届けます。 

 

 

I.絵本プレゼントパッケージ 
 御社サービス/キャンペーンに申し込んだユーザーから抽選で絵本をプレゼント、 

 外れた方にも応募者すべてに、資料やサンプルを送付します。 

 御社オリジナルノベルティ（絵本ノート）を制作することも可能です。 

 

 事例：小学館集英社プロダクション様「ドラキッズ」 
   ミキハウス様「キッズパル」/新学社「ポピっこ」/ 
   保険見直し本舗様/大地を守る会様/クリクラ様 他多数 

   

II.マンスリープレゼント 
 マンスリープレゼントコーナーにて、商材プロモーション+プレゼントで、商品認知・理解を促進します。 

御社商材 

対象クライアント：学習系・保険系など、紙のパンフレットが加入コンバージョンとして有効な企業様 
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絵本ナビ内 
 
御社専用 
タイアップ 
ページ 
（PC、スマホ） 

  メインプレゼント 
当選者 

外れた応募者全員 

ノベルティ 
プレゼント 

メインプレゼント+御社パンフレット等 

+ 

+ 
ノベルティ+御社パンフレット等 

プレゼント配送時に御社パンフレット
を同梱し発送 

スキーム概要 

①絵本ナビ内の御社独占のタイアップページにてプレゼントキャンペーンを展開。 

②プレゼント応募フォームにて、個人情報の入力と同時にプレゼントに応募していただく。（フォーム設置場所は別途ご相談） 

③プレゼントはメインプレゼントに外れても、全員に送付するプレゼントを用意します。 

④すべての応募者にプレゼントと御社パンフレットを同梱し発送いたします。 

⑤商品調達（絵本・図鑑に限る）・発送は絵本ナビが担当いたします。 

① 

絵本ナビユーザー 

② 

③ 

④・⑤ 

プレゼント応募 

応募フォーム 

資料請求をコンバージョンとしている企業様向けのメニューです。 

絵本ナビ内でプレゼントキャンペーンを実施し、プレゼント応募者の個人情報を収集し、プレゼント送付時に御社のパンフレッ
トを同梱するスキームです。 

プレゼントは、メインのプレゼントと抽選に外れた方にももれなく差し上げる全員プレゼントとします。 

タイアップ 資料請求プレゼントパッケージ（4週間）※掲載期間は延長可能 

￥1,100,000（税別/ネット）～  

絵本プレゼントパッケージ 

26 
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広告主様 ニーズ別メニュー紹介 
 

～オリジナル絵本の制作支援～ 

27 
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絵本制作のご支援 

様々な絵本作家・出版社とやり取りをしている絵本ナビだからこそのネットワークを活かし、企業様の大切なメッセ
ージを絵本というかたちで残す、企業マーケティング支援のお手伝いをいたします。 

※デジタル絵本制作もできますので、ご希望でしたら別途ご相談くださいませ。 

 
 

Ⅰ．オリジナル絵本制作 
  プロの編集者・絵本作家をアサインし、御社オリジナルの絵本を制作いたします 

  制作した絵本は、キャンペーンや来場者プレゼント、CSR活動等、様々なシーンでご活用いただけます 

  絵本ジャンルで確立している「絵本ナビのブランド」をご利用いただけます 

 

Ⅱ．絵本制作を利用したプロモーション 
  絵本の物語を一般公募するコンテストの実施、絵本で使用するイラストを描くワークショップなど・・ 絵本制作を通じた様々な企画を考案
いたします  

  絵本ナビWEBページを利用して、御社オリジナル絵本ができるまでのプロセスをご紹介することも可能です 

  完成した絵本を、絵本ナビにて販売することはもちろん、プレゼントキャンペーンとしてタイアップ展開も可能です 

 

対象クライアント：絵本ジャンルで確立している絵本ナビブランドをご利用されたい企業様 
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制作事例 【プロの絵本作家を起用したハードカバー】 

 企画・編集・作家アサイン・ストーリー作成・原画作成・印刷 一式：                     

 ￥3,000,000（税別）～  

  ※ 部数：1,000部 / 製本：B5上製本・ハードカバー 

  ※ 制作期間 ： 6ヶ月間 

  ※ 絵本ナビWEB出稿費用を含みません （Web出稿費用は次ページにてご紹介しております。） 

● サントリーフーズ様 「みずは どうやってうまれるの？」 
 

    絵本ナビでサントリー様のウォーターサーバーを申し込むと、オリジナル絵本がもらえるキ
ャンペーンとして制作致しました。水の大切さを子ども達に感じてもらいたい。というサント
リー様の想いを伝える内容になっています。 

    

こちらで試し読みができます↓ 
http://www.ehonnavi.net/brows/actibo
ok_no105986/_SWF_Window.html 

「みずは どうやって うまれるの？」 

「くらべてみよう！海のなかまたちの1日」 

制作事例 【来場者プレゼント用 販促物として制作した紙冊子】 

絵本ナビでは、企業様の思いや、メッセージを分かりやすく消費者の皆様へお伝えするツールとして、企業様向けオリジナル絵本
の制作支援をしています。 絵本の出版社様 ・ 一流の絵本作家様 ・ 編集者様との強固なネットワークを活かし、上質な絵本制
作をするだけでなく、絵本ナビWEBメディアを活用し、絵本完成までのプロセスをプロモーションの一環として企画・認知促進
のお手伝いをさせて頂きます。 

●  イオンエンターテイメント様 「くらべてみよう！海のなかまたちの1日」 
 

 

    イオンシネマで公開された映画「マジックドルフィン」で配る来場者プレゼントとして企画・制作し

たワークブック絵本です。 映画の内容と連動して、イルカと人間の一日を比較しており、物語ではなく
、学び要素を多く加えることで、映画を見終わった後に親御さんと一緒に楽しめるコミュニケーションツ

ールとなることを目的としております。    

 企画・編集・イラストレーターアサイン・原稿作成・原画作成・印刷  

 一式： ￥2,000,000（税別）～  

  ※ 部数：2万部 / 製本：A５簡易版・紙冊子 

  ※ 製作期間： 4ヶ月間 

  ※ 絵本ナビWEB出稿費用を含みません （Web出稿費用は次ページにてご紹介しております。） 

オリジナル絵本制作  

http://www.ehonnavi.net/feat/sl_ehon/
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絵本ナビで、御社オリジナル絵本制作を通じたWEBプロモーションを、パッケージにしてご紹介させて頂きます。 

絵本完成までの現場取材、制作プロモーション、WEBキャンペーン展開まで、すべてを絵本ナビを通じて行うことができ、
出版社とのネットワークを利用し、一般流通させることも可能でございます。 

  ● サントリーフーズ様  

   サントリー×絵本ナビ コラボ企画ということで、サントリー様の考える 

  「水の大切さ」をテーマに、絵本制作を通じた様々なWEBプロモーション 

   を実施。 
 

  ▼絵本WEBプロモーション 掲載内容 
  ● オリジナル絵本プレゼントキャンペーン（作家サイン入り） 

  ┗  ウォーターサーバーお申し込み促進 

  ● 絵本制作日記 

  ┗  サントリー様絵本が出来るまでのプロセスを制作日記として連載記事展開 

  ● モニター記事掲載 

  ┗  ウォーターサーバーを実際に使っているご家庭のインタビュー記事 

  ● 年間契約キャンペーン 

  ┗ ウォーターサーバー年間契約のおく客様にダブル得点として絵本ナビセレクトプレゼント 

絵本制作WEBプロモーション 費用（例）：      

￥3,000,000（税別）～ 
   ▼ 費用詳細  

   ・ 絵本ナビタイアップ キャンペーン展開 

   ・ 絵本制作日記 掲載費 

   ・ 現場取材/作家インタビュー費用 
 

  ※  ６ヶ月間 2回更新 （制作日記はアーカイブされ、半永久的に掲載継続いたします。）  

    ※ 絵本制作費用は、含みません （前ページ参照）   

サントリー様工場見
学で見つけた生き物
たち。 
実際に絵本に登場し
ています！ 

弊社実績 

絵本制作発足の想いや 
サントリー様の商品メリットを 
伝える内容になっています。 

▼絵本ナビタイアップ キャンペーン ▼ 絵本制作日記 

絵本制作を利用したプロモーション【絵本制作WEBプロモーション】  
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絵本ナビでは、絵本完成までのプロセスを御社マーケティングの一環として、前面プロデュースさせて頂くことが可能です。 

絵本のストーリーを一般公募でコンテストにしたり、絵本作家さんを絡めたお絵かきワークショップを開催するなど、WEBだけ
でなくリアルな場でも一般の方を巻き込んだ絵本制作企画をプロデュース致します。 

弊社実績 

 ● ＪＲ東日本盛岡支店様  
 

        ＪＲ釜石線のＳＬ復活のプロモーションとして、絵本制作を実施。
その制作プロセスを絵本ナビにて前面プロデュースいたし、絵本制作
日記として、  絵本ナビでご紹介いたしました。 

 

  ▼絵本制作プロセス （※絵本ナビ制作日記にも掲載されています。） 

    1. 絵本のストーリーコンテスト アイディア募集 

    2. 応募作品審査／対象者発表 授賞式レポート 

    3. 絵本のイラストを地元の子ども達と、絵本作家さんが描くワークショップ開催 

    4. 絵本作家石川聖岳さんのアトリエ訪問、絵本制作の裏側を取材 

    5. 原画完成！テスト印刷で色チェックの様子を取材 

    6. 絵本完成 記念イベントレポート 

絵本制作プロデュース 費用（例）：      

￥5,000,000（税別）～ 
 

   ▼ 費用詳細  

   ・ コンテスト全体プランニング 

   ・ 作品受付/審査 

    ・  ワークショップ企画／実施 

    ・ 絵本ナビ内、Webプロモーション費用 

    ・ 現場取材/インタビュー費用 
 

  ※  プランニング期間：  ６ヶ月間 （制作日記はアーカイブされ、半永久的に掲載継続いたします。）  

    ※ 絵本の制作費用は、含みません。   

大賞を取った応募作品。 
小学2年生女の子の 
原作アイディア。 

盛岡で行われた 
おえかきワークショッ
プ 

絵本制作を利用したプロモーション 【プランニング】  



Copyright (C) 2016 EhonNavi Corporation EhonNavi All Rights Reserved.  
32 

絵本制作 

絵本のおはなしを 
みんなで考えよう！ 

絵本コンテスト 

読んだ感想を拡散 

レビュー 
コンテスト 

全ページ 
ためしよみ 

デジタル絵本化 

ワーク 
ショップ 

みんなでおえかき 

読んだ感想を拡散 

共作 

読み聞かせ 
イベント 

体験 

絵本を中心に様々なプロモーションを展開 

タイアップ 
企画ご担当者様 
インタビュー 
記事を掲載 

ミニ絵本 
プレゼント 

販促 

購入していただいた方に 
“もれなく”プレゼント！ 

絵本ナビ内で 
プロモーション 

企業様 
えほん 

絵本販売 

書店流通・絵本
ナビ内で販売 

寄付 

幼稚園・保育園に 

拡散 

収益 

CSR／ブランディング 

絵本制作を利用したプロモーション 【販促絵本のご活用例】  
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広告主様 ニーズ別メニュー紹介 
 

～リアルイベント支援～ 

33 
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リアルイベント支援 

御社開催のイベントへ「絵本のよみきかせスタッフ」として参加させて頂くほかに、御社商品の宣伝場として、 

有名絵本作家のワークショップやトークライブによる、話題性高いイベントの企画をいたします。 

 
 
 

Ⅰ．イベント企画  
 経験豊富な絵本ナビスタッフ・アニメの声優さんなど、ご希望のプランに合わせた絵本よみきかせ実施をご提案いたします 

 御社商品に関連した絵本のよみきかせ後に、商品のご案内をすることで違和感なく商品に興味を持っていただく流れを作ります 

 絵本作家さんのトークライブ企画では、ママユーザー以外にも書店などで幅広い層にアプローチすることが可能です 

 

Ⅱ．リアルイベントとWEB連動企画  
 絵本ナビで、イベント告知・イベント後の取材記事を掲載することで、全国の絵本好きの方へ広めることが出来ます 

 イベントで配布したクーポン・チラシを利用し、絵本ナビでアクション頂くことで商品販売や効果測定にご利用いただけます 

 

全国のユーザー
へブランディン

グ 

対象クライアント例： 店舗をお持ちのメーカー様、絵本作家コラボの商材をお持ちの企業様、ママ向けイベント実施企業様 

御社イベント 

絵本ナビユーザー 

イベント告知 

御社タイアップページ 
イベントレポート 
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絵本ナビでは、絵本を通じた「学び・楽しさ」を企業様のプロモーションへ繋げる活動をしております。 

御社が伝えたいメッセージに関連したテーマで、「食育/浴育/木育/旅育/金育など…」プロの絵本作家さんと子ども達
が一緒に楽しく学べ、素晴らしい体験になるような企画をご提案いたします。 

実施例 【絵本よみきかせ】 

 ままもこもテレビ様 主催 「えほんさんがいく」イベント 
 

アカチャンホンポ ららぽーとTOKYO-BAY店にて、絵本ナビスタッフがえほんさんとして、よみ
きかせを実施しました。参加者の年齢に合わせた絵本のよみきかせを通じ、アカチャンホンポ様
商品の販売促進に貢献いたしました。 

 読み聞かせスタッフのアサイン費用：                             

 ￥ 200,000（税別）～  
   ※ クライアント主催のイベントに、読み聞かせスタッフとして参加した場合の費用です 
   ※ 絵本ナビWEB出稿費用を含みません 
   ※ 絵本のセレクト費用を含む 

 雪印メグミルク様 「３びきのくま お料理教室」イベント 
 

雪印メグミルク商品を使って、「３びきのくま」の絵本に出てくるスープを実際に作ってみようという
店頭キャンペーンを企画いたしました。 

        絵本のよみきかせを行った後に、実際にお料理を作ってみるという「食育」を絡めたイベントです。 

     

企画実績例 【絵本×お料理教室】 

※画像はイメージです 

 イベント企画・実施・絵本セレクト・使用許諾確認 ：                     

 ￥１,000,000（税別）～  

  ※ イベント実施費用感については、概算見積もりとなります。まずは、ご相談ください。 

イベント企画    
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◆ イオンモール内、イオンシネマの映画館スクリーンを使ったよみきかせイベント 

◆ よみきかせ絵本／クイズ遊び／CM上映など、スポンサー企業様オリジナルの内容にカ
スタマイズ可能 

◆ イオンシネマで、商品サンプリング・アンケート実施を行うことでイオンモール来場者
へのアプローチが可能 

◆ 過去最大規模の絵本よみきかせ活動として、話題性もあり。（年間20,000人規模） 

※金額感はあくまで目安となります。実施人数／内容によって大きく異なりますので、まずはご相談ください 

 イオンエンターテイメント様コラボ企画： 映画館の大きなスクリーンを使った、企業オリジナルのよみきかせイベント 

全国のイオンシネマ  

1会場あたり１００名～１５０名 

スポンサー企業オリジナルの 
プログラムの実施可能 

 

CM上映 

関連絵本のよみ聞かせ 

サンプリング 

アンケート調査実施 

ポスター・チラシへの情報掲載 

ラジオ 
公開収録も可能 

 会場費・企画・運営・読み手アサイン・進行管理・イオンモール内集客  

 一式： ￥900,000（税別）～  

※ 1回から実施可能 

※ 全国イオンシネマから、ご希望の会場数で実施可能（同日同刻） 

※ 絵本ナビWEB出稿費用を含みません 

イベント企画 【シネマdeおはなしえほん】    
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絵本を絡めたリアルイベント・ワークショップのプラン・実施も行っています。 

ママ向けやお子さん向けの「はみがきの講習会」と虫歯に関する絵本の読み聞かせを組み合わせたイベントや、絵本作家と一緒に
作画のワークショップを行うなど、教育要素を入れつつお子さんの思い出に残るようなイベントをご提案いたします。 

 ●株式会社 FlipSilverlining  

   福原 将得さん 

  宇宙という題材を通して、 

  「学ぶことの楽しさと喜びを伝えていく」をテーマに、 

    年齢に合わせた様々な天文学イベントを開催してい
ます。 

 

 
 

  

子ども向けワークショップのプロ 東大出身の天文皇子。 
３Dメガネで、どこでも 

立体宇宙空間を作り出します。 

絵本作家さんのワークショップ 
絵本ナビ 
ネットワーク 

 ●NPO法人 CANVAS 

  数多くの大手企業子ども向けワークショップを企画・運営頂いております。 

  毎年主催しているワークショップコレクションは、 

   10万人の来場者を誇るビックイベントに成長いたしました。 

 
 
 

  

絵本ナビ 
ファミリー 

 ●石井 聖岳さん 

  SLえほん制作日記でもおなじみの作家さん。 

  絵本ナビのネットワークを活かして、 

  有名絵本作家さんによる、ワークショップイベント 

  を企画することも可能です。 

   

 

  

イベント企画 【ワークショップ】  
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御社イベント実施時に、絵本ナビで集客/事後レポート/プレゼントキャンペーン等でご掲載いただくことで、イベント会場だけで
なく全国の絵本好きママユーザーにアプローチを広めることが可能です。 

また絵本ナビでは、絵本作家さん×クライアントコラボ商品企画を立て、その宣伝の場として書店を利用した絵本作家さんのトー
クイベントを実施し、絵本ナビ放送した実績もございます。 

実施例 【 絵本作家 五味太郎×絵本ナビ代表 金柿 対談 「やっぱり絵本はおもしろい！トークライブ」 】 

概要： 
  ● 絵本作家・五味太郎先生と絵本ナビ金柿代表との対談トークライブを企画 

  ● 五味太郎先生のイラストを使った商品を販売している企業様に協賛を募り、

イベント終了後、 その様子を動画と実施レポートにて絵本ナビに掲載。 

 

 

協賛企業メリット： 
  ● トークライブ会場にて・・・ 

   ┗  クライアント商品の紹介 

   ┗  五味太郎先生による、クライアント商品のプレゼント抽選会 ・ サイン会を実施 

   ┗  商品チラシ・クーポンを配布 

 

  ● 絵本ナビタイアップWEB掲載にて・・・ 

   ┗ トークライブページへの広告掲載 

   ┗ 絵本ナビユーザーへのメルマガ配信 

   ┗ 五味太郎先生の各絵本販売ページへのバナー掲載 

リアルイベントとWEB連動企画  
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広告主様 ニーズ別メニュー紹介 
 

～他メディアとのコラボ企画～ 

40 
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他メディアとのコラボ企画 

「絵本」というジャンルに特化している絵本ナビは、競合するメディアがございません。そのため、雑誌や新聞、
他のWEBメディアと協力し、一度の取材でより多くの方へ御社企画の拡散が可能です。  

 
 
 

Ⅰ．雑誌社様とのコラボ企画  
 雑誌社様と協力をして御社商品／サービスの取材をし、それぞれの媒体でご紹介いたします 

 絵本×お料理、絵本×乗り物など・・・御社イベントの企画⇒イベント告知⇒事後レポートすべてを請け負わせていただくことも可
能です 

 

Ⅱ．ユーザー参加型コンテスト企画  
 絵本ナビとは違ったユーザー層を抱える他メディアや、御社サイト、絵本ナビとが協力することで、相互送客施策が可能です 

 制作ページをポスター展開などでご利用いただくことで、WEBだけでなく店頭などでも大いにコンテストを盛り上げていただけます 

 

御社商品購入 

対象クライアント例： 御社独自のサービスや、キャンペーンをママユーザーだけでなく、より多くの方へ広めたい企業様 

キャンペーン
／コンテスト

応募 

各媒体が協力して拡散 

御社キャンペーン
／コンテスト 

新聞購読者 

絵本ナビユーザー 

雑誌読者 

みんなが知っている企画 
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絵本ごはんでおなじみ 

  パパ料理研究家・滝村雅晴さん 

  株式会社ビストロパパ 代表取締役 

    「パパが料理をすることで、家族が幸せになる」ための活動をする、 

  日本で唯一の「パパ料理研究家」。 

  料理教室、TV・ラジオ出演、書籍出版など、様々な場でご活躍されています。 

絵本ナビ 
ファミリー 

レタスクラブ様くらしの大学 × 絵本ナビとのコラボ企画 

◆ レタスクラブ くらしの大学にて、親子で楽しむ 「おいしい絵本の読み聞かせ講座」の講師として絵本
ナビが参加 

◆ 第一部： 絵本ナビ代表金柿による絵本のよみきかせと、そのコツを参加者に伝授。 

◆ 第二部： 絵本にちなんだお料理メニューの実演＆試食会を、お料理研究家滝村さんが実施 

◆ イベントの様子を、レタスクラブ紙面＆絵本ナビWEBサイトへレポート掲載 

× 

メニュー名 特別協賛価格 実施時間 参加人数 備考

くらしの大学 100万円（税抜き） 1時間半
15組30名

レタスクラブ会員様

◆イベント企画運営＆イベントレポート掲載

・絵本、お料理の内容を協賛企業様商品に関連させてご提案

・講座告知、講座イベントの実施、事後レポートと情報拡散までを、

　レタスクラブ＋絵本ナビにて協賛企業様のロゴ掲載

・絵本ナビ代表よみきかせ、お料理研究家アサイン

・イベント会場セッティング（KADOKAWA 市ヶ谷セミナールーム）

・イベント企画、運営

※金額感はあくまで目安となります。実施人数／内容によって大きく異なりますので、まずはご相談ください 

実施例 【 レタスクラブ様コラボ企画 よみきかせ＆お料理ワークショップ 】 

雑誌社様とのコラボ企画 
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◆ 絵本ナビ×レシピブログ様とのコラボ企画 

◆ 絵本に出てくるお料理素材を使って、絵本ナビユーザー／レシピブログユーザーがレシピを投稿 

◆ 絵本を描いた作家さん、絵本ナビが審査員として入賞者を決定 

◆ 優勝者へは、豪華賞品と絵本作家さんのサイン授賞式を開催 

◆ 授賞式コンテンツとして、ビストロパパ滝村さんのお料理デモンストレーションも実施 

メニュー名 価格 実施期間 参加人数 備考

絵本ごはん

コンテスト

約400万円

（税抜き）
2ヶ月間

　　30名
・コンテスト受賞者

・絵本作家

・ビストロパパ滝村さん

・絵本ナビスタッフ

◆WEBコンテンツ＆イベント企画運営

・WEBコンテンツ制作（レシピ投稿ページ）

・絵本作家・お料理研究家アサイン

・レシピ審査

・イベント企画

・イベント会場セッティング

・当日運営

※金額感はあくまで目安となります。実施人数／内容によって大きく異なりますので、まずはご相談ください 

実施例 【 レシピブログ様コラボ企画 絵本ごはんコンテスト 】 

ユーザー参加型コンテスト企画 
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広告掲載にあたって 
入稿規定／掲載開始までのフロー／ご注意事項 

44 
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絵本ナビ 広告枠 ご購入フロー 

広告主様 
（または代理店/メディアレップ） 

絵本ナビ 

掲載可否確認 

掲載可否回答 

お見積もり 

空き枠確認 

空き枠回答 

正式掲載申込 

申込受領確認 

ご入稿 
※掲載開始３営業日前まで 

メール広告PR号の場合、5営業日前まで 
原稿受領・最終確認 

テスト配信など 

掲載開始通知 

掲載終了通知 

掲載レポート 
※掲載終了後1週間以降 

＜ご注意＞ 
お見積もりの有効期間は、基本的に提出日より1ヶ月とさせていただきます。 

価格改定時期には、別途お申し込み期限をお伝えする場合がございます。 

広告枠は正式申込みを優先とさせていただきます。 

ご提案、お見積りの段階では枠の確保はしておりませんのでご注意ください。 

広告枠の空き状況は、随時変化します。最新の空き枠は ad@ehonnavi.net 
までお問い合わせください。 

弊社営業担当より、弊社フォーマットのお申込書を発行させていただきます。
ご担当者様にお送りいたしますので、署名・捺印のうえ、ご返信お願いいた
します。 

お申込みをいただきましたら、請求書を発行させていただきます。 

 初めてのお取引の場合、原則として入金確認後の広告掲載開始とさせていた
だいておりますのでご了承ください。 

 お見積り対象期間分の全ての広告枠について、一括のご請求となります。 
 

＜キャンセル・期間変更＞ 
広告枠のお申込み後のキャンセル料金は下記になります。 
掲載日（開始日）から起算して、 
  ・正式お申込～5営業日前まで   広告料金の50% 
  ・4営業日前～2営業日前まで    広告料金の80% 
  ・1営業日前まで                     広告料金の100% 

制作などのご依頼をいただいた場合、制作進行状況に応じて、別途キャンセ
ル料金が発生いたします。進行状況によってご確認ください。 

 

＜ご入稿期限＞ 
掲載開始日の3営業日前（メール広告PR号の場合は5営業日前）までに、広告
メニューに合わせた素材を担当者のメールアドレス宛てにご入稿ください。 

掲載開始日の前日までに、弊社指定の銀行口座へご入金ください。入金確認
後に掲載開始となります。 

ご入金が確認できない場合は掲載を開始できません。その場合でも上記キャ
ンセル料金が発生しますのでご注意ください。 

 

 

 

掲載開始 

掲載終了 

ご入金（お支払） 

ご請求 

mailto:ad@ehonnavi.net
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広告ご入稿方法（全メニュー共通） 

入稿日・入稿先 

掲載開始日（または配信日）の3営業日前（メール広告の場合は5営業日前）までに、原稿およびリンク先URLのご入稿を
お願いいたします。 

複数メニューの同時掲載の場合は、間違いを防ぐためメニューごとにメールを送信してください。 

入稿先 担当者のメールアドレスまでメール添付でご入稿ください。 
折り返し、受領確認メールを返信いたします。 

 



入稿規定一覧 

メニュー名     必要素材／サイズ 詳細／注意点 

PC 
・サイドレクタングル 
・年齢別 レクタングル 

・画像サイズ：300ｘ250 ピクセル 

・URL 

・アンダーテキスト：全角20文字以内 

・ALTテキスト：全角20文字以内 

※Altテキストとは、画像にカーソルを合わせると出てくる文字です。 

・ファイル形式：GIF（アニメ可、ループ負荷） 

・Frashの場合、計測用リンク先に変換いたしますので、 

 事前にご連絡ください 

・容量：80KB以内 

SP ・スマホ レクタングル 

・画像サイズ：300ｘ250 ピクセル 

・URL 

・ALTテキスト：全角20文字以内 

※Altテキストとは、画像にカーソルを合わせると出てくる文字です 

・ファイル形式：GIF（アニメ可、ループ負荷） 

・Frashの場合、計測用リンク先に変換いたしますので、 

 事前にご連絡ください 

・容量：60KB以内 

SP ・スマホ ヘッダーバナー 

・画像サイズ：320ｘ50 ピクセル 

・URL 

・ALTテキスト：全角20文字以内 

※Altテキストとは、画像にカーソルを合わせると出てくる文字です 

・ファイル形式：GIF（アニメ可、ループ負荷） 

・Frashの場合、計測用リンク先に変換いたしますので、 

 事前にご連絡ください 

・容量：20KB以内 

Mail ・@絵本ナビ・メルマガヘッダ 

≪ヘッダ[Type1]≫ 

画像サイズ：15KB以内／468ｘ60 ピクセル 

 

≪ヘッダ[Type2]≫ 

画像サイズ：40KB以内／468ｘ120 ピクセル 

 

 

・ファイル形式：GIF（アニメ可、ループ負荷） 

・Frashの場合、計測用リンク先に変換いたします・ 

・ALTテキストなし 

 事前にご連絡ください 

・容量：20KB以内 

 

同梱 ・チラシ同梱 
・同梱ご希望のフライヤー、パンフレットなど 

※大きさ、折り作業の有無によって金額がかわります。 

・日販倉庫へ直接入稿 

 （郵送にて配布開始の5営業日前までに到着必須） 

・事前に内容をPDFなどで共有 
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入稿規定_メルマガPR号（件名付き全面広告） 

■HTMLメール 入稿規定 

 
原稿／画像／レイアウトをご入稿ください。弊社にてHTMLメールを作成致します。 
デザインについてはご相談ください。 

ご希望によっては別途デザイン費（5万円（NET／税別))を頂く場合がございます。 

件名：全角40文字以内 

  例）「◆＠絵本ナビPR号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ （YYYY/MM/DD）」 

     うち、○○部分をご入稿ください。  

●原稿：テキスト形式（Word、メモなどでご入稿ください。文字制限はありません。） 

●使用画像：写真、バナーなど画像（jpg、png、gif） 

 ※ご注意事項  

  レイアウトの関係でサイズの縮小等をさせて頂く可能性がございます。 

  クリッカブルマップなど、HTMLメールでは対応ができない要素がございます。 

代替テキスト：36文字×170行以内（URL含む） 

 ※ヘッダーとフッターは規定となります。 

 ※メーラーや接続環境によりHTMLが表示できないユーザーに対しては、代替テキストを表示させています。 
  代替テキストは、弊社の定型（右記）、もしくはご希望の内容にて対応しております。 

 ご希望の内容で表示させる場合には、代替テキストも同時にご入稿ください。 

こんにちは、絵本ナビ事務局です。 
このメールマガジンはＨＴＭＬ形式でお届けしています。 
メールソフトによっては、表示に必要な画像が添付されることがあります。 
画像が表示されていない場合は、お使いのメールソフトがＨＴＭＬ形式に
対応していないと思われますので、 
下記のＵＲＬにアクセスしていただけますと、 
最新号をWebでご覧いただけます。 
 
http://www.ehonnavi.net/magazine20100701.htm 
 
このメールアドレスは配信専用です。返信いただいても発行者には届きま
せん。 
配信停止はお手数ですが下記アドレスよりお願いいたします。 
http://www.ehonnavi.net/home03_15.asp 
 
発行：株式会社絵本ナビ  

代替テキスト 定型イメージ 

■テキストメール 入稿規定 
 
●件名：全角40文字以内 
●原稿：1行38文字ｘ120行くらいまで 
 ※機種依存文字（①や㈱など）や、☆★など記号は一部お客様には見ていただけない可能性がございますので、使用しないで頂けると幸いです。 
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ご注意事項 

 販売している広告について、各商品の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、お申込前に必ずご確認ください。 
 記載の想定インプレッション数、想定クリック数は過去実績数値をもとに算出したものであり、保証されるものではありませんので、予めご了承くだ

さい。 
 掲載可否および原稿につきましては、事前に弊社規定に基づき確認させていただきます。尚、広告内容・表現が本サイトに不適当だと思われる場合、

ご掲載をお断りする場合がございます。 
 広告主および広告取り扱い代理店は、広告内容について、第三者の権利を侵害していないことおよび、記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処

理が完了していることを、当社に対して保証するものとします。 
 競合・同載の調整はいたしませんので予めご了承ください。 
 仮押え・申込・入稿は、当社からの受領メールをもって、正式な受付とさせていただきます。 
 仮押え期限は、ご依頼をいただいた日を含む7営業日とさせていただきます。 
 仮押え期限を過ぎた場合は、自動的に開放させていただきます。 
 入稿審査において、当社からの変更の要請が広告主および広告取り扱い代理店に受け入れていただけなかった場合、または期日までに変更を行わない

場合、当社はお申込に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料金を申
込者である広告主および広告取り扱い代理店に対して請求することができるものとします。 

 広告の掲載中において、下記の場合当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。 
 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、またはリンク先を当社に無断で入稿時と異なるも

のに変更した場合 
 広告主と暴力団等反社会的勢力との関係が発覚したり、事件や訴訟問題への関与が発覚した場合など、第三者の権利を侵害、または第三者の

迷惑になると当社が判断した場合 
 また、ユーザー保護の観点より、ユーザーからのクレーム等が発生した場合、当社が掲載承諾した画像広告素材につきまして、画像の修正、および掲

載中止をさせていただく場合がございます。 
 第三者から弊社に対して広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主および広告取り扱い代理店の責任と負担において解決する

ものとします。ただし、当該損害が当社および媒体運営会社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 
 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・保守点検の発生など、当社および媒体運営会社の責に帰すべき事由以外の原因により、当社がお申込に基づく全てまたは一部を履行できなかった
場合、当社は当該不履行の責を問われないものとします。 

 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。 

 広告掲載レポートは、掲載終了後1週間程度でお送りいたします。複数掲載をお申し込みの場合、原則広告掲載申込書の単位でレポートを作成いたし
ます。 

 広告掲載レポートの数値につきましては、当社が使用している計測ツールによる計測数値になりますため、広告主および広告取り扱い代理店での計測
数値と相違がある場合がございますが、予めご了承ください。 

 広告掲載につきまして、掲載事例として使用させていただくことがございますが、予めご了承ください。 
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お問い合わせ先 

 本資料ほか、絵本ナビのサービスについてのお問い合わせは、 
下記窓口あてにお願いいたします。 

株式会社 絵本ナビ EhonNavi Corporation 
 
 

広告・プロモーションメニュー・掲載可否確認・空枠照会・制作・入稿手続き 
等に関するお問い合わせ 

 
 

法人営業担当 
Email ad@ehonnavi.net 

Tel    03-5909-5360  
 
 

〒163-0228 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル28階 
  

mailto:sales@ehonnavi.net

