
静岡から情報発信！ 
ネットとリアルが融合するコミュニティサイト 

eしずおか株式会社 
eしずおかブログ課 

〒420-0853 静岡市葵区追手町3-11 静岡信用日生ビル2Ｆ 
TEL.054-275-2666  FAX.054-275-3331 

2012年 10-12月版 

広告出稿のご案内 

※本紙に掲載の料金及び各種データは、2012年10月1日現在のものです。 
なお、断りなくサービスや料金を改訂する場合がございますのでご了承ください。 

1 http://www.eshizuoka.jp/ 



 page  

は、静岡中部エリアで屈指のアクセス数を誇ります 

メディアデータ 

「eしずおかブログ」は、静岡県静岡市を中心とした、県中部地域のブログポータルサイトとして2007年1月に開設しました。 
以来、地元密着型の消費者発信メディアとして媒体価値を高めています。 
特徴は、圧倒的な地元の方の集客力・発信力。毎月約54万人の訪問者数を誇る「eしずおかブログ」は、 
静岡県中部エリアでのネットマーケティングに欠かせないメディアなのです。 

 開設ブログ数 9,001ブログ 

 全体ページビュー数 ※1 約803万PV／月 

 月間訪問者数    ※2 約54.1万人／月 

 1日の記事投稿数 平均約600記事／日 

（※1）ページビュー数とは、閲覧者がブログやポータルページを見た全ページ数 
（※2）訪問者数とは、「eしずおかブログ」に訪れた閲覧者のうち重複を除いた数 

（2012年5月自社調べ） 
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閲覧者属性 

24% 

17% 

19% 

21% 

2% 

静岡市葵区 
静岡市駿河区 
静岡市清水区 
焼津市・藤枝市・島田市 
上記以外の静岡県中部 
静岡県西部 
静岡県東部 
その他 

閲覧者の80%以上が 
静岡県中部の方 

メディア特性 
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トップページにバナーを掲載 

「eしずおかブログ」トップページのファーストビューにおいて、大きなビジュアルで印象深いバナーを掲載することができます。 
 ★こんなときにおすすめ・・・ブランドイメージ広告（認知度アップ）、キャンペーンページへの誘導 

掲載枞名 
ピクセルサイズ 
（ヨコ×タテ） 

掲載最大数 想定表示回数 
掲載料金 
（1週間） 

ポイント 

1 A1バナー 468×60 
2枞 

（ローテーション） 
11,000回／週 40,000円 

上部中央表示で 
視認性抜群 

2 A2バナー 181×86 3枞（固定） 21,500回／週 30,000円 
トップページで 

最も安価 

3 プライムディスプレイ 300×250 
3枞 

（ローテーション） 
7,200回／週 40,000円 

大ビジュアルで 
強いインパクト 

トップページ 掲載イメージ 

A2 
（181×86） 

A1 （468×60） 

プライムディスプレイ 
（300×250） 
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掲載場所 トップページ 

掲載形式 掲載期間保証タイプ 

掲載期間 最少1週間～ ※ 

掲載料金 

※トップページデザインは変更になる場合がございます。 

※掲載期間保証タイプです。表示回数やクリック数を保証するものではあり
ませんことをご承知おきください。 
※掲載開始日および終了日は弊社営業日にて設定ください。 

※消費税は別途頂戴いたします 

インプレッション効果 
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8,800以上の「個別ブログ」にバナーを掲載 

「eしずおかブログ」で開設されているほぼすべての個別ブログ（約9,000）、ブログ管理画面、トップページにバナーを掲載できま
す。安価なコストで、圧倒的な露出量を確保することができます。 
 ★こんなときにおすすめ・・・とにかく露出を多くしたい！ キャンペーンの告知、キャンペーンページへの誘導 

トップページ掲載イメージ 

個別ブログ 
バナー

（160×200） 

160 
× 
200 

個別ブログ 掲載イメージ 
掲載場所 個別ブログ＋管理画面＋トップページ 

掲載形式 掲載期間保証タイプ 

掲載期間 最少1週間～ ※ 

管理画面 掲載イメージ 

 
 

160 
× 
200 

※「eしずおかブログ」の個別ブログにバナーを掲載しますが、ブログに
よって表示箇所は異なります（レイアウトはブログ利用者の任意） 
※「広告非表示サービス」を契約中のブログには表示されません。 
※掲載期間保証タイプです。表示回数やクリック数を保証するものではあり
ませんことをご承知おきください。 
※掲載開始日および終了日は弊社営業日にて設定ください。 

ピクセルサイズ 
（ヨコ×タテ） 

160×200 

掲載最大数 5枞（ローテーション） 

想定表示回数 約90,500imp／週 

掲載料金 
（1週間） 

40,000円 

掲載料金 
（２週間） 

80,000円 

バナー製作費 20,000円～ 

ポイント 

 

圧倒的多数の露出量。 
ブログ閲覧者、ブログ執筆者、トップページ
閲覧者にまんべんなく届きます 

掲載料金 

※消費税は別途頂戴いたします 

インプレッション効果 
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「eしずおかブログ」は、特に静岡中部地域を核にしたブログポータルサイト。ブログをテーマごとに分類しています。 
 ★≪ジャンル≫や≪地域≫のカテゴリ分けによって、閲覧者の属性を区分することができる！ 
 ★企業や店舗様のターゲットに応じて、ブロガーおよびサイト閲覧者の興味・居住エリアに合わせたＰＲができる！ 

 は地域ポータル。興味に応じたカテゴリ分類が特徴です 

■グルメ 

■ファッション 

■美容室・ビューティー 

■ペット 

■住まい・丌動産 

■習い事・スクール 

■健康・医療・介護 

■子育て 

■暮らし・生活 

■趣味・エンタメ 

■スポーツ 

■旅行 

■ビジネス 

■公共機関・NPO・学校 

■日記 

 

■静岡市内 

└  呉服町・紺屋町・七間町 

└  伝馬町・鷹匠 

└  葵区 

└  駿河区 

└  清水区、由比、蒲原 

■焼津・藤枝・島田 

■榛原郡・牧之原・御前崎 

■富士・富士宮 

■沼津・三島・裾野・御殿場・駿東郡 

■熱海・伊東・伊豆・伊豆の国・下田・賀茂郡・函南 

■浜松 

■掛川・菊川・袋井・磐田・森・湖西 

■県外 

└  関東方面 

└  中部方面 

└  その他県外 

ジャンル分類 地域分類 

メディア特性 
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で最も見られているカテゴリは「グルメ」「静岡市」です 

「eしずおかブログ」のカテゴリ分類ページにおいて、特に人気を集めているカテゴリがあります。 
ジャンル別ページでは、「グルメ」「ファッション」「ペット」。閲覧者の興味ジャンルを示しています。 
地域別ページでは、「静岡市」「焼津・藤枝・島田」「榛原郡・牧之原・御前崎」。 
地域密着のポータルサイトとして、閲覧者の、静岡市中部エリアの記事への興味の高さが表れています。 
 
 ★ブロガーおよびサイト閲覧者の興味や居住エリアに合わせたＰＲが可能です！ 

グルメ 

14% 

ファッション 

14% 

ペット 

13% 

美容室・ビュー

ティー10% 
健康・医療・介護 

8% 

住まい・不動産 

7% 

子育て 

6% 習い事・スクール 

6% 

趣味・エンタメ 

5% 

暮らし・生活 

5% 

ビジネス 

3% 

日記 

3% 

スポーツ 

2% 

旅行 

2% 

公共機関・NPO 

学校 2% 

静岡市をはじめ、中部
エリアのページがよく

見られています 

静岡市 

30% 

焼津・藤枝・ 

島田 

18% 

榛原郡・牧之

原・御前崎 

18% 

東部エリア 

21% 

西部エリア 

12% 

伊豆エリア 

1% 

ジャンル別ページのＰＶ数比率です。 
どのジャンルがどれだけ見られたかを示すグラフです。 

エリア別ページのＰＶ数比率です。 
どのエリアがどれだけ見られたかを示すグラフです。 

グルメ、ファッション、
ペット、ビューティーの
ページがよく見られてい
ます 

ジャンルページ別閲覧数 地域ページ別閲覧数 →地域別広告は、P8 →ジャンル別広告は、P7 

メディア特性 
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カテゴリトップ 

バナー 

300×250 ピクセル 

複数月割引 

掲載期間 割引率 

複数ジャンル割引 

掲載ジャンル 割引率 

2～3ヶ月 10% 2ジャンル 10% 

4ヶ月以上 20% 3ジャンル以上 20% 

カテゴリを絞ったバナー掲載【ジャンル別】 

2012年7月現在、eしずおかのブログ数は8,800以上。eしずおかでは、このブログをジャンル別に整理しています。 
特定のジャンルにしぼってバナーを掲載できるので、そのジャンルへの興味・関心が高い閲覧者に対し、効率の良いＰＲが可能です。 
★こんなときにおすすめ・・・訴求ジャンルが明確、そのジャンルに興味のある人にピンポイントでPRしたい 

プライムディスプレイ 
（300×250） 

 

掲載イメージ 

カテゴリ名 想定表示回数／月 掲載料金／月 

 ■グルメ 3,100 20,000 

 ■ファッション 3,200 20,000  

 ■美容室・ビューティー 2,500 10,000  

 ■ペット 3,200 20,000  

 ■住まい・不動産 1,500 10,000  

 ■習い事・スクール  1,300 10,000  

 ■健康・医療・介護 1,400 10,000  

 ■子育て 1,600 10,000  

 ■暮らし・生活 800 10,000  

 ■趣味・エンタメ 1,100 10,000  

 ■スポーツ 500 4,000 

 ■旅行 450 4,000 

 ■ビジネス 800 4,000  

 ■公共機関・NPO・学校 450 4,000  

 ■日記 850 4,000 

お得な複数回割引を 
ご用意しています 

インプレッション効果 
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カテゴリトップ 

バナー 

300×250 ピクセル 

複数月割引 

掲載期間 割引率 

複数地域割引 

掲載地域 割引率 

2～3ヶ月 10% 2地域 10% 

4ヶ月以上 20% 3地域以上 20% 

カテゴリを絞ったバナー掲載【地域別】 

2012年7月現在、eしずおかのブログ数は8,800以上。eしずおかでは、このブログを地域別に整理しています。 
特定の地域にしぼってバナーを掲載できるので、その地域への興味・関心が高い閲覧者に対し、効率の良いＰＲが可能です。 
★こんなときにおすすめ・・・商圏や訴求エリアが明確なとき、そのエリアに興味のある人にピンポイントでPRしたい 

プライムディスプレイ 
（300×250） 

 

掲載イメージ 

お得な複数回割引を 
ご用意しています 

カテゴリ名 想定表示回数／月 掲載料金／月 

■静岡市内 600 4,000  

└  呉服町・紺屋町・七間町 750 10,000  

└  伝馬町・鷹匠 750 10,000  

└  葵区 350 4,000  

└  駿河区 1,000 10,000  

└  清水区、由比、蒲原 3,200 20,000  

■焼津・藤枝・島田 5,000 20,000  

■榛原郡・牧之原・御前崎 4,700 20,000  

■富士・富士宮 1,400 10,000  

■沼津・三島・裾野・御殿場・駿東郡 1,300 10,000  

■熱海・伊東・伊豆・伊豆の国・下田・賀茂
郡・函南 

300 4,000  

■浜松 70 4,000  

■掛川・菊川・袋井・磐田・森・湖西 200 4,000 

インプレッション効果 

8 http://www.eshizuoka.jp/ 



ログインページに全画面バナーを掲載 

「eしずおかブログ」のログイン画面全面に、大型バナーを掲載します。ブロガーさんが記事を書くときに必ず表示される画面なので、    
 情報発信力のあるブロガーさんに向けて、インパクトの大きなＰＲができる枞です。 
 ★こんなときにおすすめ・・・インパクト重視！ 多くの内容を盛り込みたい！ ブロガーさんに確実にＰＲしたい！ 

掲載イメージ 

掲載場所 ログイン画面 

掲載形式 掲載期間保証タイプ 

掲載期間 最少1週間～ 

※「ログインボックス」（ID入力用のグレーのボックス）の位置・サイズ・
色は変更することができません。 
※掲載期間保証タイプです。表示回数やクリック数を保証するものではあり
ませんことをご承知おきください。 
※掲載開始日および終了日は弊社営業日にて設定ください。 

ピクセルサイズ 
（ヨコ×タテ） 

912×513 

想定表示回数 約17,000imp／週 

掲載料金 
（1週間） 

60,000円 

掲載料金 
（２週間） 

120,000円 

ポイント 

 

発信意欲のあるブロガーさんが必ず見る画
面で、大きな画面を使って、伝えたい内容を
ビジュアル的にＰＲできます。 

掲載料金 

※消費税は別途頂戴いたします 

ログインバナー 
（912×513） 

ブロガー向けＰＲ 
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「個別ブログ」にテキストリンクを掲載 

「eしずおかブログ」で開設されているほぼすべての個別ブログ（約8,900）テキストリンクを掲載できます。 
 安価なコストで、多くの露出量を確保できるのが特徴です。 
 ★こんなときにおすすめ・・・キャンペーンの告知、キャンペーンページへの誘導 

個別ブログ 掲載イメージ 
掲載場所 個別ブログ 

掲載形式 掲載期間保証タイプ 

掲載期間 最少1週間～ 

※「広告非表示サービス」を契約中のブログには表示されません。 
※掲載期間保証タイプです。表示回数やクリック数を保証するものではあり
ませんことをご承知おきください。 
※掲載開始日および終了日は弊社営業日にて設定ください。 

文字数条件 最大50文字 

想定表示回数 約410,000回／週 

掲載料金 
（1週間） 

20,000円 

掲載料金 
（２週間） 

40,000円 

ポイント 

 

ブログ閲覧者、管理者、ともに目にする広告
です。ページ上部にあり、視認性がいいこと
が特徴です。 

掲載料金 

※消費税は別途頂戴いたします 

インプレッション効果 
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定期メールマガジンにテキスト広告を掲載 

「eしずおかブログ」会員に向けて定期配信しているメールマガジンにテキスト広告を掲載できます。 
  約8,000人の会員に情報を直接届けることができ、認知度のアップが見込めます。 
いただいた原稿をメルマガ用に編集し、eしずおか事務局が見出しを加えて配信します。 

配信イメージ 

※機種依存文字及び半角カタカナはご利用いただけません。 
※メール受信者の設定環境によっては、文字化けや表示崩れ等が 
 起こる可能性があります。 
※上記料金には、原稿のリライト（お客様が作成された元原稿の編集提案）
料金を含みます。 

テキストサイズ 35文字×5行 以内 

配信メール数 約8,000通（2012年10月現在） 

配信回数／曜日 1回 ／原則として月曜 

掲載料金 10,000円 

掲載料金 

※消費税は別途頂戴いたします 

ブロガー向けＰＲ 
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見出し 

本文 

http://www.eshizuoka.jp/ 



・バナーのサイズや位置、体験内容やページの仕様により金額は変動いたします。 

 個別でお見積りいたします。 
・ブロガーの書く記事の内容を保証するものではありません。 

ファンページで商品ＰＲ。イベントの様子を報
告。参加ブロガーさんのブログ記事を一覧 

イベントに参加した感想、商品の使用感をブログで
アップ。閲覧者から口コミが広がる 

!! 

口コミ 

口コミ 

 eしずおかブロガーリレーションズ企画 ブロガー活用 

「eしずおか」ブロガーさんの「クチコミ」力（影響力）を活用した、戦略的なＰＲマーケティングです。ブロガーさんをモニターとしてイベントに招待しサ
ンプリングを行ったり、貴社商品をお渡しして体験してもらったりして、ブログで記事を書いていただきます。 

ブログによるクチコミ効果が生まれるだけでなく、そこから派生するSNSでの情報拡散も見込めます。 

実施イメージ（例） 
丸井静岡店様にて

イベント開催 

テーマや商品に合ったブ
ロガーさんを、商品のお
ひろめ会や試用体験会に
招待。また、商品サンプ
ルを発送など。 

クライアント様・イベント開催 ファンページ開設 

参加者は、企画に興味があり 

発信力のあるブロガーさん 

ブロガーさんの各ブログ 

 eしずおかよりレポートご提出 

!! 

口コミ発生！ 

イベント参加者の感想やファンページのアク
セス結果をレポートとしてご提出します。 
 
・参加者へのアンケート 
・ページビュー数 
（閲覧ページ数） 
・訪問者数 
・バナーのクリック数  ほか 

ブロガー手配費（10名）   150,000円 

イベント企画・運営費   150,000円～ 

トップページに専用バナー掲載、 
専用ページ制作・レポート作成費 

  200,000円～ 

合計   500,000円～ 

掲載料金 
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長期掲載割引 

掲載期間 割引率 

３ヵ月以上６ヶ月未満 １０％ 

６ヵ月以上 ２０％ 

※ご注意ください 
・PVの増減や空き枞状況により、枞の数は変動する場合がございます。 
 状況は、随時お問い合わせください。 
・災害等大きなニュースが掲載される場合、掲載位置が変動する場合がございます。 
・掲出開始日時および終了日時は、弊社営業日の正午とさせていただきます。 
・掲出するバナーおよびテキストは、掲載開始日の3営業日前までにご入稿ください。 

お申込みにあたって 
・お申し込みの前に、必ず空き枞状況をご確認ください。 
・サービスのご提供には事前に事業内容等の審査を行わせていただきます。内容によっては広告掲載をお断りすることもございますのでご了承ください。 
・記載の内容は、2012年10月時点での情報です。 

  
想定表示回数

（週） 
掲載場所 掲載枞数  

掲載料金 
（1週間）  

制作費 形式 掲載サイズ（ピクセル） 

A1バナー 11,000回 トップページ 2枞ローテーション 40,000円 20,000円～ GIF/JPG/SWF 横468ｘ縦60 

A2バナー 21,500回 トップページ 3枞固定 30,000円 20,000円～ GIF/JPG/SWF 横181ｘ縦86 

プライムディスプレイ 7,200回 トップページ 3枞ローテーション 40,000円 120,000円～ GIF/JPG/SWF 横300ｘ縦250 

個別ブログバナー 90,500回 
個別ブログ+トップ
ページ+管理画面 

5枞ローテーション 40,000円 20,000円～ GIF/JPG/SWF 横160ｘ縦200  

ジャンルカテゴリ別バナー 120,000円～ GIF/JPG/SWF 横300ｘ縦250 

地域カテゴリ別バナー 120,000円～ GIF/JPG/SWF 横300ｘ縦250 

ログインページバナー 17,000回 ログインページ 1枞限定 60,000円 120,000円～ GIF/JPG/SWF 横912ｘ縦513 

個別ブログテキストリンク 410,000回 個別ブログ 1枞限定 20,000円 - ＴＸＴ 最大50文字 

 商品一覧 

 メールマガジン広告 

掲載料金（1回） 配信メール数  配信曜日  テキスト量 形式 

10,000円 約8,000通 月曜日0 35文字×5行 TXT 

 リレーションズ企画 

料金（1式） 参加ブロガー数 

500,000円～ 10名 

※7ページをご覧ください 

※8ページをご覧ください 
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