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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『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850万人、メルマガ配信数約14.1万件、登録会員数約38万
人、掲載レビュー数約30万件、紹介作品数約5.8万冊と、日本最大級の絵本
専門サイトです。専門サイトです。

絵本や絵本関連商品・サービスのプロモー
ションができる、国内唯一の専門サイト
絵本の情報を求めて利⽤者が集まる絵本ナビは、これ以上ない⾼い効果の⾒絵本の情報を求めて利⽤者が集まる絵本ナビは、これ以上ない⾼い効果の⾒
込めるインターネット媒体です。
広告から購⼊に結びつく直接的効果だけでなく、「絵本ナビで⾒て書店で
買った」「絵本ナビで⾒て図書館で借りた」「絵本ナビで⾒てママ友達の話
題になった」という波及効果を⾒込めます。
これは、絵本ナビが単なるネット書店ではなく、メディアとして利⽤され
ているからです。
これは、絵本ナビが単なるネット書店ではなく、メディアとして利⽤され
ているからです。

育児サイトと同様のユーザー層
⇒ 育児関連商品・サービスの訴求が効果的⇒ 育児関連商品・サービスの訴求が効果的
絵本ナビユーザーの大部分は子育て中のママ達です。
子育てにおいて、絵本は必ず関わるアイテムです。育児コミュニティサイ
トとほぼユーザー層が重なりますので、育児雑誌や育児サイトへ広告を出稿
されているクライアント様には適した広告媒体であるといえます。

絞り込まれたターゲットと明確な訪問動機
サイトの存在意義が明確であるため、利⽤者はほぼ全員が『子どもに絵本を
選ぶための情報を得るためにサイトを訪問』されています。大部分は子育て
中の⺟親であり、また大切なお子さんの教育に⾼い関⼼を持たれています。
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サイトデータ
年間ユニークユーザー数 8,500,000人年間ユニークユーザー数

月間ユニークユーザー数

8,500,000人

1,105,000人月間ユニークユーザー数

月間訪問数

メルマガ配信部数

1,737,000人

141,000部メルマガ配信部数

登録会員数

141,000部

381,000人

月間ページビュー数

協⼒出版社数

6,329,000PV

110社以上協⼒出版社数

掲載作品数

110社以上

58,000作品

掲載感想数(レビュー) 309,000件

2015年8月末 集計データ
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2015年8月末 集計データ
集計ツール：Google Analytics



絵本ナビのアドバンテージ
検索エンジンからのアクセス検索エンジンからのアクセス

インターネットで絵本のことを調べたいと思ったら、まずどうするでしょうか？
大半の方が、Yahoo!やGoogleといった検索エンジンを利⽤するのではないでしょうか。
絵本ナビは、「絵本」キーワードでGoogle第1位表示、Yahoo!第1位表示（2015.09.01現在）。
主要な絵本タイトルでの検索でも１位または上位に表示され、
絵本について知りたい方がまずアクセスするサイトとなっています。
主要な絵本タイトルでの検索でも１位または上位に表示され、
絵本について知りたい方がまずアクセスするサイトとなっています。

蓄積型のコンテンツ
育児コミュニティサイトとの大きな違いは、絵本ナビのコンテンツが『蓄積型』である点です。
作品に寄せられた投稿、収集した情報、画像、解説など、ほぼすべてのコンテンツが絵本作品ごとに
ストックされていきます。絵本の寿命は⻑く、たとえば「ぐりとぐら」は初版発⾏から50年以上を経過して
作品に寄せられた投稿、収集した情報、画像、解説など、ほぼすべてのコンテンツが絵本作品ごとに
ストックされていきます。絵本の寿命は⻑く、たとえば「ぐりとぐら」は初版発⾏から50年以上を経過して
なお子ども達に愛されています。つまり、絵本ナビのコンテンツは5年後、10年後も全く価値を失うことがありません。
これは、絵本ナビのサイトの価値が増大し続けることを意味します。

マスコミでの紹介の話題性
ここ数年、絵本への注目度は大幅に増しています。ここ数年、絵本への注目度は大幅に増しています。
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web媒体などで頻繁に絵本関連特集が組まれ、かなり⾼い頻度で絵本ナビが
紹介されています。また、絵本ナビ事務局⻑⾦柿秀幸の「⽗親の子育て」関連のメディア露出により、
絵本ナビの認知度が⾼まっています。

物販機能（オンラインショップ、定期購読）との相乗効果物販機能（オンラインショップ、定期購読）との相乗効果
商品プロモーションの場合、広告掲載による認知効果だけでなく、販売を組み合わせるなど、
さらに効果的なプロモーションを⾏うことができます。また、サイトユーザーは情報収集だけでなく、
サイトで紹介された商品を購⼊することに慣れており、情報⇒⾏動につながっています。

提供情報への高い信頼性提供情報への高い信頼性
絵本ナビの絵本ガイドブック「幸せの絵本」シリーズ（ソフトバンククリエイティブ）がベストセラーに。
絵本ナビ事務局⻑⾦柿秀幸は、2006-2007ブックスタート絵本選考委員に選出され、雑誌等で絵本紹介記事や
コラムの執筆を⾏うなど、業界内外で⾼い評価を得ています。
これらインターネット以外での評価が、サイト提供情報の信頼性を⾼めています。
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コンテンツ紹介
絵本紹介ページ マイページ絵本紹介ページ
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。

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。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、

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」、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。

新着レビュー

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
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
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新着レビュー

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。 ちょっとためしよみ

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。

ちょっとためしよみ

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。

ちょっとためしよみ

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。

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。

ちょっとためしよみ
絵本の⾒開き中⾝を、めくるように
数場面⾒ることができます。
（Flash使⽤）

ちょっとためしよみ
絵本の⾒開き中⾝を、めくるように
数場面⾒ることができます。
（Flash使⽤）

ちょっとためしよみ
絵本の⾒開き中⾝を、めくるように
数場面⾒ることができます。
（Flash使⽤）

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。

全ページためしよみ
（メンバー限定）
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）

全ページためしよみ
（メンバー限定）
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

物販（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

プレミアムサービス
【月額275円＋税】で10個のサービスが
利⽤できる有料会員制のサービスです。
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ユーザープロファイル
20代後半〜40代のママがよく⾒てくれています！20代後半〜40代のママがよく⾒てくれています！
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。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。

※ 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
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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



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）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、⼾建て）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。

子どもの教育に関心の高い、子どもの教育に関心の高い、
しっかりもののママ像

子どものために絵本を選びに来ている

持家率、自家⽤⾞
所有率が⾼い。

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。

お習い事に使う費は、
月平均13,000円くらい

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）

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。
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広告メニュー レビューコンテスト

絵本ナビサイト上で、対象作品のレビューを大募集する企画です。
ユーザー参加型イベントとして盛り上げ、作品の認知度を大幅に向上させます。

レビューサイトの特性を活かした「ユーザー参加型ブランディングプラン」です。＜キャンペーンによる集中的な露出＞と＜半永久的なレビューサイトの特性を活かした「ユーザー参加型ブランディングプラン」です。＜キャンペーンによる集中的な露出＞と＜半永久的な
作品評価の確⽴＞という短期と⻑期両方の効果が得られる、絵本・児童書作品にとって理想的な企画です。

ユーザー参加イベントとして大量露出

サイト

期間限定イベントとしてサイト・メルマガにて大量の
告知を実施。多くのママたちが⾒に来ます。

読者の想いが込められた良質レビューを獲得 サイト
（特設ページ）

レビューコンテスト

【賞品例】
★全員に絵本ナビボーナスポイント

質が⾼いレビューが多数投稿され作品の評判が
⾼まります。
帯や自社媒体での利⽤も可能です

読者の想いが込められた良質レビューを獲得

賞品欲しい！

参加したい！
この機会に投稿！

応援したい！

帯や自社媒体での利⽤も可能です

絵本ナビでの実売が⾒込めるだけでなく、
話題作として他書店での取扱いにも波及効果が

実売効果と波及効果

読んでみたい！

迷ってたけど買う！

友達に教える！
ブログに書く！

応援したい！
おもしろい！

絵本ナビでの実売が⾒込めるだけでなく、
話題作として他書店での取扱いにも波及効果が
⾒込めます。

読者の想いが込められた良質レビューを獲得

9

友達に教える！

⽴ち読みする！改めて読む！注目！
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コンテスト終了後も絵本ナビにレビューが掲載され
続け、毎年新しい読者を獲得し続けます。



レビューコンテスト 特設ページ例

レビューコンテスト特設ページ（ http://www.ehonnavi.net/review_event.asp ）レビューコンテスト特設ページ（ http://www.ehonnavi.net/review_event.asp ）

TOP
コンテスト 告知枠

コンテスト
⼀覧ページ

（全コンテストの
バナーを⼀覧掲載）

メルマガ

作品紹介ページ

メルマガ
（バナー掲載）

通常価格メニュー名 掲載開始⽇ 通常料⾦ パートナー出版社様価格 備考

レビューコンテスト お打ち合わせから ¥500,000（税別） ¥300,000（税別） 制作費・掲載費・

10

レビューコンテスト お打ち合わせから
4週間後 ¥500,000（税別） ¥300,000（税別） 制作費・掲載費・

絵本ナビ賞ポイント付与含む
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広告メニュー 特集企画（取材あり）

作家様や編集者様に詳しくお話を伺い記事にする、インタビュー企画です。
その作品や作家様の魅⼒をより深くお伝えし、ファン獲得や購買につなげていきます。

弊社編集部員、ライターが直接お伺いし、その作品の魅⼒や製作過程など、絵本を読むだけでは⾒えてこない

特集企画

弊社編集部員、ライターが直接お伺いし、その作品の魅⼒や製作過程など、絵本を読むだけでは⾒えてこない
その作品の更なる魅⼒を、3ページ構成の記事にします。コンテンツは永久的に残りますので、いつまでもご活⽤いただけます。

作品の魅⼒を深くお伝えできる
特集企画

期間限定イベントとしてサイト・メルマガにて大量の
告知を実施。多くのママたちが⾒に来ます。

読者の想いが込められた良質レビューを獲得

作品の魅⼒を深くお伝えできる

サイト
（インタビュー

絵本ナビメルマガ
でのご紹介

読者の想いが込められた良質レビューを獲得

質が⾼いレビューが多数投稿され作品の評判が⾼まり
ます。帯や自社媒体での利⽤も可能です。

サイト
（インタビュー
特設ページ）

参考になる！こんな魅⼒が

実売効果と波及効果

絵本ナビでの実売が⾒込めるだけでなく、話題作とし
て他書店での取扱いにも波及効果を⾒込めます。 読んでみたい！

参考になる！こんな魅⼒が
あったなんて！

もっとよみたい！
もっと好きになった！て他書店での取扱いにも波及効果を⾒込めます。

インタビューページは半永久的に掲載

TOPページからの導線掲載終了後も絵本ナビに
ページが掲載され続け、新しい読者を獲得し続けます。

知らなかった！

迷ってたけど買う！ 友達に教える！

もっと好きになった！

11

TOPページからの導線掲載終了後も絵本ナビに
ページが掲載され続け、新しい読者を獲得し続けます。 改めて読む！ ファンになった！
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特集企画 特設ページ例
インタビュー特集ページ

インタビュー
⼀覧ページ

インタビュー特集ページ

ピックアップコーナー
告知枠

⼀覧ページ
（全企画の

バナーを⼀覧掲載）

絵本ナビメルマガ

作品紹介ページ

絵本ナビメルマガ
でのご紹介

メニュー名 掲載開始日 通常料⾦ パートナー出版社様価格 備考

特集企画 （取材あり） 取材から約4週間後 ￥300,000（税別） ￥210,000（税別） 取材費・制作費・掲載費含む

12
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特集企画 （取材あり） 取材から約4週間後 ￥300,000（税別） ￥210,000（税別） 取材費・制作費・掲載費含む

特集企画 （取材なし） 素材を頂いて 約2週間後 ￥200,000（税別） ￥140,000（税別） 製作費・掲載費含む



広告メニュー 「絵本マンスリープレゼント！」

�絵本ナビTOPページ、主要ページにプレゼントページの固定導線をご⽤意いたしますので、該当ページへの導線は常に確保されています。

ユーザー様へのプレゼントをご⽤意いただき、プレゼント専⽤ページにて書籍の紹介を⾏っていただくメニューで
す。紹介と合わせ、ご⽤意頂いたプレゼントの数だけ、作品のレビューを募集する事も出来ます。

絵本ナビTOPページ、主要ページにプレゼントページの固定導線をご⽤意いたしますので、該当ページへの導線は常に確保されています。
�メルマガは、毎月１回プレゼント号を配信（月の中旬）し、現在開催中のプレゼント情報をお知らせします。
（※複数の企画が同時に開催される場合もございます）

�オプションとして、応募者にアンケートを実施いただくことも可能です。個人情報の取得については、別途ご相談の上決定いたします。

トップページ メルマガプレゼント号 月１回配信トップページ メルマガプレゼント号 月１回配信

マンスリー！プレゼント
各主要ページ

レビュー

コンテンツエリア

ご提供のプレゼント内容

絵本プロモーションエリア

レビュー

コンテンツエリア

PR導線

絵本プロモーションエリア

応募ボタン
PR導線

※応募期間・掲載期間は4週間です。
※制作費は含みません。※プレゼントは御社でご⽤意ください。

PR導線

メニュー名 掲載開始⽇ 通常価格 パートナー出版社様価格 備考

13

メニュー名 掲載開始⽇ 通常価格 パートナー出版社様価格 備考

絵本マンスリープレゼント お打ち合わせから
2週間後 ¥150,000（税別） ¥105,000（税別） 掲載費・賞品発送作業含む

Copyright (C) 2015 EhonNavi Corporation All Rights Reserved. 
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絵本ナビ事務局⻑
カナガキの絵本ひとくちコラム
絵本ナビ事務局⻑カナガキがゆるーいコラムを執筆いたします。

コラムページ

SNSによる拡散SNSによる拡散

絵本ナビ事務局⻑カナガキがゆるーいコラムを執筆いたします。

トップページ
コラム⼀覧ページ

コラム⼀覧ページ
（全コラムのバナー掲載）

SNSによる拡散SNSによる拡散

ピックアップコーナー
告知枠

作品紹介ページ

メルマガ

作品紹介ページ

絵本ナビメルマガ
でのご紹介

メニュー名 掲載開始日 通常料⾦ パートナー出版社様価格 備考

14
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メニュー名 掲載開始日 通常料⾦ パートナー出版社様価格 備考

ひとくちコラム ご依頼頂いてから
2〜3週間 ￥150,000（税別） ￥105,000（税別） 製作費・掲載費含む



広告メニュー メール広告：PR号（書籍紹介）
＠絵本ナビメルマガ読者に向け、貴社の発⾏する書籍をPR号を使ってご紹介させていただく、
主に出版社様向けのメニューです。絵本ナビで掲載している表紙画像、書誌データを抜粋して
メールマガジンを作成します。

PR号（書籍紹介）PR号（書籍紹介）

スペース名 配信⽇ 通常価格 パートナー出版社様価
格 配信数 枠数

PR号（書籍紹介）
随時

（原則毎週 ¥80,000（税別） ¥5６,000（税別） 141,000通 1⽇

※ 1配信で紹介する書籍原則1作品までとなります。
※ 料⾦には別途消費税が加算されます。

PR号（書籍紹介）
随時

（原則毎週
木曜⽇以外）

¥80,000（税別） ¥5６,000（税別） 141,000通 1⽇
2枠

表紙・書誌データ

原稿規定

件名：全角40文字以内
例）「◆＠絵本ナビPR号 ○○○○○○○○○○○○○○○○ （YYYY/MM/DD）」例）「◆＠絵本ナビPR号 ○○○○○○○○○○○○○○○○ （YYYY/MM/DD）」

のうち、○○部分をご⼊稿ください。

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、導⼊文、書誌データなどは原則規定となります。件名を制作してください。内容紹介
中面画像などあれば

※ヘッダーとフッター、導⼊文、書誌データなどは原則規定となります。件名を制作してください。
※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（P15）、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。
※1配信あたり、3件までのクリックカウント⽤リンクが設定可能です。広告掲載レポートでは、クリックカウント⽤リンクのク
リック数をレポート致します。1配信内に、3件以上のリンクがある場合は、クリックカウント⽤のリンクをご指定ください。

中面画像などあれば

15Copyright (C) 2015 EhonNavi Corporation All Rights Reserved. 
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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。

PR号（件名付き全面広告）

パートナー出版社様スペース名 配信⽇ 通常価格 パートナー出版社様
価格 配信数 枠数

PR号
随時

（原則毎週木曜⽇以外）
¥150,000
（税別）

¥105,000
（税別）

141,000通 1⽇1枠

※ ⼊稿は、原則P16の仕様に合わせたHTMLにてご⼊稿ください。別途HTMLの作成も承りますので、
詳細はご相談ください。

※ 料⾦には別途消費税が加算されます。

コンテンツエリア PR号（件名付き全面広告）地方別セグメントコンテンツエリア

セグメント例 配信⽇ 配信数

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

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 約10,200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

Copyright (C) 2015 EhonNavi Corporation EhonNavi All Rights Reserved. 
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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



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 通常価格 パートナー
出版社様価格

想定インプ
レッション出版社様価格 レッション

トップページ他
主要ページ 4週間 ¥160,000

（税別）
¥112,000

（税別） 250,000 

※ 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

表示方法 原稿規定 掲載開始⽇

300×250pix

アンダーテキスト

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： 原則毎週

木曜⽇ローテーション 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
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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。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・サイドレクタングル

スペース名 掲載期間 料⾦（税別） 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

300×250pix

※ 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。

※ 各年齢ページごとの料⾦、想定インプレッションは次ページをご参照ください。
※ 料⾦には別途消費税が加算されます。

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： 原則毎週

木曜⽇
ローテー
ション 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

18

※ ⽴場別、地域別メニューにつきましては、お問い合わせくださいませ。
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Web広告価格表（セグメントページ・サイドレクタングル）

メニュー名 スペース名 掲載期間 通常価格 パートナー
出版社様価格

想定インプレッ
ション 表示方法

年齢別「0歳」ページ ¥50,000
（税別）

¥35,000 
（税別） 9,000（税別）

年齢別「1歳」ページ ¥50,000
（税別）

¥35,000 
（税別） 8,000

年齢別「2歳」ページ ¥50,000
（税別）

¥35,000 
（税別） 9,000

¥50,000 ¥35,000 年齢別「3歳」ページ ¥50,000 
（税別）

¥35,000 
（税別） 9,000

年齢別「4歳」ページ ¥50,000 
（税別）

¥35,000 
（税別） 7,000

年齢別「5歳」ページ ¥40,000 
（税別）

¥28,000 
（税別） 5,000

セグメントページ
サイドレクタングル枠 4週間 ローテーション

年齢別「5歳」ページ （税別） （税別） 5,000

年齢別「6歳」ページ ¥40,000 
（税別）

¥28,000 
（税別） 3,500

年齢別「7歳」ページ ¥40,000
（税別）

¥28,000 
（税別） 4,500

年齢別「8歳」ページ ¥40,000 
（税別）

¥28,000 
（税別） 2,500

年齢別「9歳」ページ ¥30,000 
（税別）

¥21,000 
（税別） 2,500

年齢別「10歳」ページ ¥30,000 
（税別）

¥21,000 
（税別） 2,000年齢別「10歳」ページ ¥30,000 

（税別）
¥21,000 

（税別） 2,000

年齢別「11歳」ページ ¥30,000 
（税別）

¥21,000 
（税別） 1,500

年齢別「12歳以上」ページ ¥30,000 
（税別）

¥21,000 
（税別） 1,500

19

年齢別「大人」ページ ¥30,000 
（税別）

¥21,000 
（税別） 4,000
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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 通常価格 パートナー
出版社様価格

保証インプレッ
ション 想定掲載期間

※ 最低150,000impよりお受けいたします。

320×50pix

出版社様価格 ション

トップページ他
主要ページ

¥150,000
（税別）

¥105,000
（税別） 150,000 2週間〜

※ 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。

表示方法 原稿規定 掲載開始⽇

原稿サイズ：

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

ALTテキスト対応（全角20文字以内）

20
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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 通常価格 パートナー
出版社様価格

保証インプレッ
ション 想定掲載期間出版社様価格 ション

トップページ他
主要ページ

¥160,000
（税別）

¥112,000
（税別） 250,000 2週間〜

※ 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。

300ｘ250pix

表示方法 原稿規定 掲載開始⽇

原稿サイズ：

300ｘ250pix

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

ALTテキスト対応（全角20文字以内）
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広告メニュー オーダーページ：【フルプラン】タイアップ記事

�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。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

サイド

クライアント様
フルオーダーページ

絵本ナビトップページ、
絵本ナビ各ページ

サイド
レクタングル

コンテンツエリア

タイアップ記事広告【フルプラン】（4週間）※掲載期間は延⻑可能

￥1,100,000（税別）〜
Copyright (C) 2015 EhonNavi Corporation EhonNavi All Rights Reserved. 22

タイアップ記事広告【フルプラン】（4週間）※掲載期間は延⻑可能

￥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



広告メニュー 同梱サービス

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。

� 同時期に、同業他社様／３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。

絵本ナビユーザー
・ 配布対象者： 絵本ナビ内でのお買い物ユーザー
・ 月間注文数： 約5,000〜6,000件
・ 配布⽇時： 注文時

+
・ 配布⽇時： 注文時

絵本ナビ商品 + 御社チラシ

※地域、年齢等セグメントができません。
※絵本ナビショッピング＆絵本クラブの発送時に、重複がある場合がございます。

・ 配布対象者： 定期購読サービス絵本クラブ会員
・ 会員数:  約3,000件
・ 配布⽇時： 毎月15⽇に配布

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 1件＝20円〜
※紙の大きさ、作業量により、

最低ロットは5,000部から承ります。
￥100,000（ネット/税別）〜

23

同梱サービス ご発注部数を
配布次第終了 ※紙の大きさ、作業量により、

決定いたします。
￥100,000（ネット/税別）〜

※⼀ヶ月の想定配布数：8,000部
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絵本ナビ 広告枠 ご購入フロー
広告主様 ＜ご注意＞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

＜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

お⾒積もり

空き枠確認
空き枠回答

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

正式掲載申込

申込受領確認

ご⼊稿

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。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

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。

掲載開始

掲載開始通知

掲載終了通知

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

掲載終了

掲載レポート
※掲載終了後1週間以降

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。ご⼊⾦（お⽀払）

ご請求

掲載レポート
※掲載終了後1週間以降
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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。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。
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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

・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PC ・サイドレクタングル
・年齢別 レクタングル ・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。

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

・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、SP ・スマホ レクタングル ・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

・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

・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SP ・スマホ ヘッダーバナー ・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

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 ・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Mail ・@絵本ナビ・メルマガヘッダ ≪ヘッダ[Type2]≫

画像サイズ：40KB以内／468ｘ120 ピクセル

・ALTテキストなし
事前にご連絡ください

・容量：20KB以内

・同梱ご希望のフライヤー、パンフレットなど ・⽇販倉庫へ直接⼊稿
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。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。）
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。

代替テキスト 定型イメージ

●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。

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
�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。

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。 発⾏：株式会社絵本ナビ

■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●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。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。� 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
� 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� 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。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。� 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に関するお問い合わせ広告・プロモーションメニューに関するお問い合わせ

法人営業担当
Email sales@ehonnavi.net

掲載可否確認・空枠照会・制作・⼊稿手続き等に掲載可否確認・空枠照会・制作・⼊稿手続き等に
関するお問い合わせ

広告担当
Email ad@ehonnavi.netEmail ad@ehonnavi.net

Tel  03-5790-8820
Fax 03-5790-8899 

〒151-0065 東京都渋谷区大山町45-18
代々木上原ウエストビル
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