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キャンペーン内容

livedoorニュースでは、新型コロナウイルスの影響を受けられた企業様への応援を目的とした、

緊急の「特別キャンペーン」を実施いたします。

新規で広告を検討されるお客様を対象として、

「アフターコロナ特別プラン」と題した特別ご出稿プランをご用意させていただきました。

最大60%OFFの御値引や、お手頃な価格帯での新プランなど

広告をご検討されている企業様にご活用いただきやすいお得な内容となっております！

ぜひこの機会にlivedoorニュースのご活用をご検討ください！

アフターコロナのPR活動を応援させていただきます！

▶キャンペーン期間： 2020年7月31日 まで

▶キャンペーン対象： キャンペーン期間内 でライブドアニュースに新規 で広告ご出稿のお客様

▶募集企業数 ： 先着30社様限定

※お申込数が上限に達した時点で、キャンペーンは終了とさせていただきます。

※お問合せ・お申込時のご連絡の際に「アフターコロナ特別プラン」をご希望の旨お申し出ください。
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livedoorニュースってどんな媒体？

月間約6億PV。20〜40代を中心とした情報感度の高いユーザーが利用する国内トップクラスのポータルサイトです。

SNSでも500万以上のフォロワーを有し、インターネットを中心に情報を得る若年層に支持されています。

http://www.livedoor.com 月間総訪問閲覧者数(UU数) 

※2020年4月現在

特長①

特長②

特長③

・ニューストピックス面の集客力

・日本有数…Facebook、Twitterのフォロワー数

・3行ニュースのさきがけざっくり言うとのわかりやすさ

6,000万人

ページいいね！数

※2020年4月現在

47万0,000件

フォロワー数

※2020年4月現在

115万1,000件

フォロワー数

※2020年4月現在

468万8,000件



4

どんなユーザーが見ているの？

働いている20〜40代層をメインとして幅広い層に支持されています。
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AD menu
-アフターコロナ特別プラン-
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月間約6億PVの livedoorニュースで、

ニュースや特集記事として、商品・

サービスの紹介を行います。訴求内容

や目的に応じて、livedoorニュースの

読者に認知・理解を取っていくための

最適な内容をご提案いたします。

livedoorニュースで、貴社の商品・サービスをご紹介します！
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保証PV 50,000 PV保証
※ざっくり言うとページ＋ニュース記事の合計。

掲載面 livedoorニュース トピックス／livedoorニュース
※いずれもPC・スマートフォンの両面に掲載されます。

配信日

平日任意

※トピックス面での掲載日時は保証しておりません。

※枠の空き状況によっては、ご希望に沿いかねる可能性がございます。

納品日数 最短10営業日

実施可能企画
リリース記事・インタビュー記事・商品レビュー記事

イベント取材記事 など

文字数 1,500～2000文字想定

原稿規定

※デザイン変更などにより、実際の掲載イメージと異なる場合がございます。

※掲載時間、誘導枠の指定は出来ません。導線に関し、留意事項がある場合には、

ご発注時にご連絡ください。

※記事面に広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

※取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する

場合は、別途費用が発生いたします。

※アサイン費が発生する場合は別途費用が発生いたします。

コラボニュース 特別プラン

タイアップ記事で商材をご紹介する基本的なプラン。ニューストピックスなどから、5万PVを保証します。

50%OFF通常定価：¥1,500,000(税別・グロス)

ざっくり言うとページ

ニュース記事

価格：¥750,000（税別・グロス）

LINE記事 Twitter facebook
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保証PV

50,000 PV保証 /1記事
※ざっくり言うとページ＋ニュース記事の合計。

SNS100,000 リーチ以上
※Twitterインプレッション＋Facebookリーチ

掲載面
livedoorニュース トピックス／livedoorニュース
livedoorニュースTwitter／facebook

配信日

平日任意

※トピックス面での掲載日時は保証しておりません。

※枠の空き状況によっては、ご希望に沿いかねる可能性がございます。

納品日数 最短10営業日

実施可能企画
リリース記事・インタビュー記事・商品レビュー記事

イベント取材記事 など

文字数 1,500～2000文字想定

原稿規定

※デザイン変更などにより、実際の掲載イメージと異なる場合がございます。

※掲載時間、誘導枠の指定は出来ません。導線に関し、留意事項がある場合には、

ご発注時にご連絡ください。

※記事面に広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

※取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する

場合は、別途費用が発生いたします。

※アサイン費が発生する場合は別途費用が発生いたします。

コラボニュース SNSパッケージ 特別プラン

タイアップ記事の他、フォロワー150万人以上のlivedoor SNSでも拡散を図るパッケージです。

50%OFF通常定価：¥1,800,000(税別・グロス)

価格：¥900,000（税別・グロス）

▼PC・スマートフォン記事タイアップ

ざっくり言うとページ ニュース記事

SNS拡散 投稿ページ

▼SNS拡散（Twitter・facebook）

ページいいね！数

※2020年4月現在

47万0,000件

フォロワー数

※2020年4月現在

115万1,000件

LINE記事 Twitter facebook
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コラボニュース ブースト 特別プラン

PC・SPの記事タイアップのほか、友だち数300万超のLINEアカウントでも記事掲載し、10万PVを保証いたします。

60%OFF通常定価：¥2,500,000(税別・グロス)

価格：¥1,000,000（税別・グロス）

▼PC・スマートフォン記事タイアップ

ざっくり言うとページ ニュース記事

▼LINEアカウントメディア DIGEST Spot

ダイジェストページ 記事ページ

保証PV
100,000 PV保証
※ざっくり言うとページ＋ニュース記事+LINEアカウントメディアDIGEST Spotの
合算値です。
※PV比率の指定はできません。

掲載面
livedoorニュース トピックス／livedoorニュース
LINEアカウントメディア面 ※1日／1枠

配信日

平日任意

※トピックス面での掲載日時は保証しておりません。

※枠の空き状況によっては、ご希望に沿いかねる可能性がございます。

納品日数 最短10営業日

実施可能企画
リリース記事・インタビュー記事・商品レビュー記事

イベント取材記事 など

文字数 1,500～2000文字想定

原稿規定

※デザイン変更などにより、実際の掲載イメージと異なる場合がございます。

※掲載時間、誘導枠の指定は出来ません。導線に関し、留意事項がある場合には、

ご発注時にご連絡ください。

※記事面に広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

※取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する

場合は、別途費用が発生いたします。

※アサイン費が発生する場合は別途費用が発生いたします。

LINE記事 Twitter facebook
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コラボニュース ライトプラン

「早く記事を出したい！」「費用は抑えたいけど、記事のクオリティにはこだわりたい！」そんなニーズにお答えし、新プラン登場！

保証PV 20,000 PV保証
※ざっくり言うとページ＋ニュース記事の合計。

掲載面 livedoorニュース トピックス／livedoorニュース
※いずれもPC・スマートフォンの両面に掲載されます。

配信日

平日任意

※トピックス面での掲載日時は保証しておりません。

※枠の空き状況によっては、ご希望に沿いかねる可能性がございます。

納品日数 最短5営業日

実施可能企画 リリース記事、商品レビュー記事など

文字数 800～1,000文字想定

原稿規定

※デザイン変更などにより、実際の掲載イメージと異なる場合がございます。

※掲載時間、誘導枠の指定は出来ません。導線に関し、留意事項がある場合には、

ご発注時にご連絡ください。

※記事面に広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

※取材、撮影、アサインが発生する場合は別途費用が発生いたします。

コラボニュース（通常タイアップメニュー）との違い

・プレスリリースや提供素材を元に最短5営業日掲載可能！

・急ぎで出したい内容やトライアルでの出稿にもおすすめ！

NEW期間限定！お手頃な価格で新登場！

価格：¥500,000（税別・グロス）
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▼PC・スマートフォン記事タイアップ

ざっくり言うとページ ニュース記事

▼掲載スケジュールイメージ

LINE記事 Twitter facebook
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livedoorトップページ ざっくり言うとページ 記事詳細ページ クライアント様 サイト

livedoorニュース・ト

ピックスから、最適な形

でタイアップ記事に誘導

をかけます。

3行でニュースが分かる

「ざっくり言うと」で、

ライトユーザー・潜在層

に認知を図ります。

livedoorニュース独自の切り口で、商材を魅力的にご紹介。

クライアント様 サイトへ遷移を図ります。

記事誘導イメージについて （コラボニュース）

※PCの遷移も同様です
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注意事項・備考

※記載の「納期目安」はあくまで目安となります。詳細スケジュールは別途弊社担当営業までお問い合わせください。

※トピックスの文言及び、位置の指定は出来かねますのでご了承ください。

※広告主様、商材によっては掲載をご遠慮させていただく場合がございます。

※iPhone/iPod touchの標準ブラウザではFlashを再生することが出来ませんので、広告のリンク先にはFlashを使用しないページを推奨しております。

※記事内のテキストリンクは記事内1本、記事末2本の最大3本までといたします。

※画像及びテキストの表示位置に関してはlivedoorの規定にて行います。

※デザイン変更等により、実際の掲載イメージが異なる場合がございます。

※記事面に広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

※トピックス掲載文言に、他の広告クリエイティブが重なる場合がございますが、保証PVへは影響いたしませんので、ご了承ください。

※レポーティング項目は掲載期間中のPV数、記事内リンクCL数となります。

掲載キャプチャはトピックス掲載のみとなります。

※掲載面ごとのレポートは行いませんのでご了承ください。

※同ページの広告枠において他のリッチ系広告が掲載される場合がございます。

※タレント・著名人のアサイン、動画撮影・制作等は別途費用が発生いたします。

※取材・撮影において、LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する場合は、別途費用が発生いたします。



広告出稿のご依頼、ご不明な点は
弊社営業担当までお問い合わせください。

是非livedoorニュース企画広告をご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

事前に以下の内容をご確認の上、お申し込みの程、宜しくお願い申し上げます。

•LINE 法人向けサービス「livedoor NEWS」記事広告商品取引約款

https://lin.ee/iO66bA5/lnam

https://news.livedoor.com/

LINE株式会社 ポータルカンパニー セールス企画チーム

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 23F

お問い合わせ先 dl_ld_sales@linecorp.com

[ お申し込みに際して ]

https://lin.ee/iO66bA5/lnam

