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A スーパーバナー

ハイシーズン（3 - 10 月）1ヶ月　350,000 円
通常シーズン（11 - 2 月）1ヶ月　280,000 円

ファイル形式：jpg、gif　※アニメーション不可
サイズ：左右 728× 天地 90 ピクセル 
容量：200KB 以内
枠数：限定 1 枠

サイト内最上部に表示され、1枠限定のため最も
インプレッションが高い広告です。

B レクタングルバナー

ハイシーズン（3 - 10 月）1ヶ月　180,000 円
通常シーズン（11 - 2 月）1ヶ月　130,000 円

ファイル形式：jpg、gif　※アニメーション可、無限ループ不可
サイズ：左右 300× 天地 250 ピクセル
容量：150KB 以内
枠数：ハイシーズン 14 枠
　　　通常シーズン 10 枠のローテーション

ほとんどのページで右カラムの最上部に表示さ
れます（PC版）。高いクリック率が期待できます。

C スカイスクレイパーバナー

ハイシーズン（3 - 10 月）1ヶ月　230,000 円
通常シーズン（11 - 2 月）1ヶ月　180,000 円

ファイル形式：jpg、gif　※アニメーション不可
サイズ：左右 300× 天地 500 ピクセル
容量：250KB 以内
枠数：レクタングルバナーの枠数に含まれます

レクタングルバナーの２倍の面積で表示されます。
強いインパクトを与えることができます。

※このほかガジェット広告、リッチメディアを活用した広告展開もご相談可能です。条件など詳細についてはお問い合わせください。

PCホーム画面イメージ

A スーパーバナー　728×90px

Bレクタングルバナー
300×250px

Cスカイスクレイパーバナー
300×500px

スマートフォン

レクタングルバナーイメージ 

SOLD OUT

「ヤマケイオンライン」の登録会員のうち「メルマガ受信」を許諾した会員（*）を対象にしたメールマガジンを、毎月第 2、第 4 木曜日に
配信しています。このメールマガジン中に、テキスト表現とリンクで掲載するメールマガジン広告は、反響も高く、人気の広告手法です。

(*) 2019年11月14日配信、206,156 人

※枠数上限のうち、2枠は、2020 年度（2020年4月1日～ 2021年3月31日）にタイアップ広告をお申し込みいただいているクライアント様の優先枠となります。
　優先枠は配信日から逆算して 14 日前までにお申し込みください。13日前以降は、優先枠の扱いではなくなります。　

40,000 円 / 1 回 広告サイズ：15行×40字のテキスト表現　※見出しは別途、1行35字以内で
枠数：ハイシーズン（3 -10月）1 配信日あたり 5枠、通常シーズン（11- 2 月）1 配信日あたり 4枠

メールマガジン広告AD
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サンプリングAD
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「ヤマケイオンライン」の会員を対象にサンプリングを行い、貴社の商品を熱心な登山者にお試しいただけます。AD03「オリジナル
タイアップ」と併せて商品訴求と一緒に行なったり、AD04「アンケート」と併せてデータ収集と一緒に行なったりすると効果的です。
会員プロフィールの属性ごとにさらにセグメントしてサンプリングをすることもできます。

※商品の発送費は別途申し受けます

サンプリング実施基本料金　400,000 円 ～ 想定配布数：100 人程度へのサンプリングを実施した場合

従業員・アルバイト募集枠AD
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※掲載契約期間中の文言の修正、
　公開・非公開は何度でも変更可

山、自然、登山が好きなユーザーが集まる「ヤマケイオンライン」で、効率的な人材探しが可能です。
山小屋、登山・アウトドア専門店、登山用具メーカー、旅行社、クライミングジムなど、登山業界内各社様に活用いただいています。

掲載料　1 枠につき

1 年間　50,000 円　　6ヶ月間　30,000 円 　3ヶ月間　20,000 円  

アンケートAD
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「ヤマケイオンライン」の会員を対象にアンケート調査を承ります。会員属性である＂熱心
な登山者＂を対象とした質のいいデータを得られます。マーケティングデータの収集を目
的としたアンケートや、質問することで理解促進を促します。アンケート型の聞くプロモ
ーションなど、目的、設問数に応じてご提案・お見積りいたします。
会員プロフィールの属性ごとにセグメントしてアンケートをすることもできます。

設問数：10 問の場合（ユーザー属性データ［性別、年代、登山歴、登山頻度］を除く）
想定回答数：700 人以上

アンケート調査基本料金　400,000 円 ～

＊広告タイアップ、広告企画に掲載した場合は、掲載期間中、右カラム（PC 版）に誘導枠が設置されるほか、会員向けメールマガジン、SNS アカウント（Twitter、Facebook）を使った誘導を各 1 回ずつ行います。
＊広告タイアップ記事内には、「協力＝◯◯」「提供＝◯◯」「Sponsored by ◯◯」など、タイアップ記事であることを明示する表示を、タイトル画像周りに記します。予めご了承ください。
＊広告料金には別途消費税を申し受けます。

株式会社山と溪谷社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング
Yamakei Online 部　TEL03-6744-1905　yamakei-online@yamakei.co.jp
広告部　TEL03-6744-1907　koukoku-yk@yamakei.co.jp

お問い合わせ



特典1 半年間アーカイブ保証

特典2 店頭POPデータご提供

タイアップ広告AD 03

オリジナルタイアップ、モニター＆レポート企画、「YAMAYA」内タイアップには下記の特典がございます。

YAMAKEI ONLINE
MONITOR REPOET

パッド類を刷新し○○や○○が向上。
圧倒的に背負いやすくなった

○○の商品レビューをチェック！

店頭POPイメージ

dummy

※ 本デザインは、店頭 POP
の仮イメージです。実際はデ
ータでのご提供になります。

店頭での購入の後押しのため、「ヤマケイオンライン」ロゴ、紹介見出し、タイアップ記
事のQRコードがセットになった店頭POPのデータをセットでご提供いたします。商品
特徴やタイアップ内容に応じて3パターンのフォーマットの中からご選択いただけます。

▪掲載終了後、半年間はヤマケイオンライン内でアーカイブを保証します。
▪クライアント様のメディアやECサイトからのリンクなどにご活用いただけます。

タイアップ広告AD
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写真やイラストなど、視覚に訴える表現をふんだんに使い、ご要望に
応じたデザインで商品を訴求します。じっくり読みこんでもらい商品理
解を深めたい、多くの人にブランドを認知してもらいたいなど、目的
に合わせてコンテンツを仕上げます。誘導は、右カラム、会員向け
メールマガジン、ヤマケイオンラインの SNS のアカウントから。雑誌
広告と連動した、誌面からのリフロー掲載などにも対応しています。

オリジナルタイアップ

素材はご提供ください。撮り下ろしの取材、ロケ取材、著名人やモデルを利用
しての取材などの場合には、別途制作費を申し受けます。

ボリューム ： 
写真・テキスト組み合わせでの静的HTML制作。天地約4000ピクセル程度

製作日数 ：
 打合せから掲載スタートまで、30～45日。急ぎ対応の場合はご相談ください.。

【  制作目安  】
*1

*2

OPT ION  1

OPT ION  2

OPT ION  3

OPT ION  4

追加誘導 ヤマケイオンラインのアカウントを利用したSNS広告（Facebook＋Instagram）

追加誘導 コーナーバナー設置（サイト内の複数のコーナー内に）

P V 保証 15,000PV / 1ヶ月

アンケート ユーザー属性データ（性別、年代、登山歴）＋ご希望の設問8問

SNS広告出稿額＋30％

100,000円～ / コーナー1箇所、1ヶ月間

300,000円～

200,000円～

好評！

製作費　　　　　400,000 円 (*1) ～
掲載費［1ヶ月］　250,000 円 (*2) ～

パタゴニア様 ゴールドウイン様
商品を購入するステップで、使用感や口コミは強力な後押しとなる
情報です。本企画は、商品に適した登山シーンでテストした時のリ
アルな声を届けられます。また、モニター募集時に行う5問のア
ンケートはマーケティングデータとして営業活動や商品開発にご活
用いただけます。

モニター＆レポート企画

ユーザー属性（性別、年代、登山歴、登山頻度）に加え、
ご希望の5問のアンケートで、市場調査ができます。

商品ターゲットに合致したモニターを選出でき、
使用してほしいシーンでモニターしてもらえます。

商品PR、ラインナップページが、3ヶ月間、
サイト上に掲載されます。

＊掲載枠は毎月3枠あります（毎月1日、11日、21日スタート）。
＊モニター募集期間中は、1カテゴリーにつき、1枠に限定させていただきます。

PO INT  1

PO INT  2

PO INT  3

OPT ION  1 プロモニター 150,000円(*1)～通常5名のユーザーモニターのうち、1名を山岳ライターやガイドなど山の有識
者に変更します。プロ目線と、ユーザー目線のレビューが1度に実施できます。
*1  起用する有識者によって料金が変わる可能性があります。

基本料金　650,000 円 ～

レポートページカリマージャパン様
PRページ

モニターのリアル
な

レポートは説得力
あり！

コラムコーナー「YAMAYA」内タイアップ
「YAMAYA」は信頼できる “山の先輩” から、山をもっと楽しむためのアドバイスがも
らえるコラムコーナーです。基礎知識、道具、たしなみ、ガイドなど6ジャンルあり、
毎日更新しています。読者の興味をそそる切り口で、先輩の意見として発信し、商品
紹介に落としていきます。写真とテキストをシンプルに並べるフォーマットデザインで、
スピーディーな制作が可能です。

▽展開例

ザック ショップ店員が用途の異なるザックを比較・紹介することで、使い方の理解を促しながら特徴をひきたてて訴求

ウェア サポートアスリートやアンバサダーの言葉で、ウェアの細部やコーディネートも交えたオススメの着こなしを紹介

サポーター アスレチックトレーナーによる、登山者に多くみられる痛みの種類の解説と、その対策としての商品紹介

食品 運動生理学の専門家に、山での栄養補給を切り口に、商品の理想的な摂り方を紹介してもらう

素材はご提供ください。撮り下ろしの取材、ロケ取材、著名人やモデルを利用しての取材などの場合
には、別途制作費を申し受けます。

ボリューム ： 
「YAMAYA」のフォーマットデザインで、天地4000ピクセル程度、文字量3000字、写真5～6点を想定

製作日数 ：
 打合せから掲載スタートまで30日程度

【  制作目安  】
*1

*2

基本料金　400,000 円 (*1,*2) ～

サムソナイト・ジャパン finetrack様


