
【お申込・お問合せ先】 

ぴあ(株) 

遊び開発局 

プロデュースグループ 

Tel：03-5774-5257 

『ぴあ こどもと遊ぼう』 
雨の日特集 特別プランについて 

w w w . p i a - k i d s . j p



◆「雨のおでかけ」特集について 
こどもと遊ぼうWEBを閲覧しているユーザーの特徴の1つとして、 
検索流入から閲覧しているユーザーが多い点がポイントとして挙げられます。 
この特性を生かした効果的な広告展開として、「こどもと遊ぼうWEB」内でPV数、UU数が多いキーワードなおかつ、 
時期的にもぴったりな「梅雨」に向けた期間限定企画をご提案致します。 

☆参考①：「雨の日」特集ページへの流入数 ☆参考②：月別1.0mm以上雨が降った日数（出典：気象庁） 
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単位：月別／mm 

☆参考③：検索ワード上位5件 

1. 雨の日 遊び 
2. 雨の日のお出かけ 
3. 雨の日 子供 遊び 
4. 雨の日 お出かけ 
5. 雨 遊び 

・上記に該当するキーワードで検索をかけると、「こどもと遊ぼう 
WEB」が1番目～2番目に表示されます。（yahoo Google niftyな 
ど） 
※2013年5月現在の情報となります。 1 

・梅雨の時期は、3,4月のPV数、訪問者数の 
約1.5倍の数値が想定される 

・SEO効果により、雨の日のキーワードをダイレクトに検索して訪問 
・雨の日が比較的多かった月（13年3,4月）はPV数・UU数が高い



◆「雨のおでかけ」特集 特別メニュー 

＜特集トップページ＞ 

② 

① 

＜特集詳細ページ＞ 

③ 

＜バナーイメージ＞ 

出稿いただいた企業のロゴや、 
企業名が入ります。 

画像や、紹介文を入れることが 
可能です。 

0.5円 180,000円 640×200 

② 

640×400 

4 

2 

1 

枠
数 

画像サイズ 
左右×天地 

想定imp 
掲載 
期間 

料金 
imp 
単価 

① 640×184 250,000 4週間 250,000円 0.8円 

200,000 4週間 

200,000円 0.5円 

③ 145×109 400,000 4週間 150,000円 0.4円 

※バナーは、サイトTOPページでも掲載致します。 

【料金表】 雨のおでかけ特集 期間限定特別メニュー 

※1ヶ月以上の掲載を希望（半年間や年間など）の場合は、別途ご相談くださいませ。 
※上記メニューは6月末までの期間限定プランとなります。予めご了承ください。 
※バナー制作をご希望の場合は、別途制作費がかかります。 

【入稿仕様】 

◆締切日 ： 掲載開始日の5 5営業日前 営業日前（土日祝日を除く） 

◆更新日時： 平日任意 10：00AM 
◆入稿形式： gif、jpg（200KB以内）・Flash（200KB以内）／リンク先URL 

※アニメーション、ループ可。 
Flashの仕様は、P8の別紙をご参照ください。 2



◆こどもと遊ぼう 【PCサイト】紹介 

●ユーザープロフィール 

※2012年前期アンケート調査より 

サイト全体 

約1,520,000PV／月 
TOPページ 約11万PV／月 

UU数 約30万人 

サイト全体 

約1,520,000PV／月 
TOPページ 約11万PV／月 

UU数 約30万人 

イベント・レジャー・映画などのおでかけ情報を中心に、子育てファミリーの生活に即し 
た、身近な「遊び」の情報を大幅に増強。ファミリー向けの遊び情報サイトとしては最大 
級の情報量を揃えました。子どもの年齢別にぴったりの情報を探せる唯一のサイトで 
す！ 

★ファミリー向けの遊び情報サイトで最大級の情報量！ 
⇒従来の「おでかけスポット情報」約2,000件に加え、「チケットぴあ」のファミリー向け興行イベント情報 
（すぐにチケット購入可能）、国内5,000以上の団体から配信されるイベント情報、「ぴあ映画生活」の 

ファミリー向けの作品情報掲載を追加！ 

★会員機能の追加 
⇒ユーザー登録で、子どもの情報（生年月日）を登録することが必須。登録後は子どもの遊び体験の記録 
（写真・テキスト）、年齢に合った遊び情報の出しわけ、「行きたい」ボタンを押し、「マイカレンダー」で反映 
できる等が可能に。ファミリーにターゲティングを特化した会員を集め、動的な展開やプロモーションが 

可能に！ 

★スマートフォンサイトもオープン！ 
⇒豊富なファミリー向けコンテンツをおでかけ先でも素早く探せる機能やインターフェースを、スマートフォ 
ンに最適化！自宅で、外出先でと家族のレジャーをサポートします。 

＜PCサイトトップページ＞ 

◆職業 ◆こどもの年齢 

★家族のおでかけ最前線！レジャー＆エンタメ情報を徹底ナビ ★家族のおでかけ最前線！レジャー＆エンタメ情報を徹底ナビ 

◆世帯所得 
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◆こどもと遊ぼう 【スマートフォンサイト】 

＜SP版トップページ＞ 

サイト全体 

約800,000PV／月 
TOPページ 約7万PV／月 

UU数 約11万人 

サイト全体 

約800,000PV／月 
TOPページ 約7万PV／月 

UU数 約11万人 

●ユーザープロフィール 

○世帯所得 

豊富なファミリー向けコンテンツを、外出先で素早く探せる機能やインターフェースを 
スマートフォンに最適化！おでかけ先でもすぐに検索できるため便利です。 

スマフォ利用者の急増とともに、PV・認知度も急伸中。 

★ファミリー向けの遊び情報サイトで最大級の情報量！ 
⇒ GPSを使った近くのスポットやイベント、映画情報の検索も可能です。おでかけ先で、移動しながら、 
と使い勝手は抜群。 

★クチコミなど会員メニューも共有 
⇒会員登録をすると、スマートフォンでもお近くのファミリー向けスポットの評価、体験報告(口コミ)を、 
書き込めるようになっています。写真投稿もできます！ 

○職業 

★おでかけ先でも大活躍！スマフォサイトも ★おでかけ先でも大活躍！スマフォサイトもPV PV拡大中！ 拡大中！ 

※2012年前期アンケート調査より 

○こどもの年齢 

いつでもどこでも 
おでかけ情報の 

検索・共有が可能！ 

いつでもどこでも 
おでかけ情報の 

検索・共有が可能！ 
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◆こどもと遊ぼう 【PCサイト】広告商品通常メニュー 
＜PCサイトトップページ＞ 

＜PCサイトトップページ以外＞ 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

枠
数 

メニュー名 掲載面 
画像サイズ 
左右×天地 

保証imp 
掲載 
期間 

料金 
imp 
単価 

① レクタングル 

TOP、特集、 
ニュース 

エンタメ情報、 
プレゼント、クーポ 

ン 
Myページ他 

300×250 

120,000 2週間 108,000円 0.9円 

240,000 4週間 192,000円 0.8円 

② スーパーバナー 

特集、ニュース 
エンタメ情報、 

プレゼント、クーポ 
ン 

Myページ他 

728×90 

100,000 2週間 70,000円 0.7円 

200,000 4週間 100,000円 0.5円 

③ 
セカンドレクタングル 

TOP、特集、 
ニュース 

エンタメ情報、 
プレゼント、クーポ 

ン 
Myページ他 

300×250 

240,000 2週間 120,000円 0.5円 

480,000 4週間 192,000円 0.4円 

【入稿仕様】 

◆締切日 ： 掲載開始日の5 5営業日前 営業日前（土日祝日を除く） ※ Flash …7 7営業日前 営業日前 

◆更新日時： 平日任意 10：00AM 

◆入稿形式： gif、jpg（200KB以内）・Flash（200KB以内）／リンク先URL 

※アニメーション、ループ可。 Flashの仕様は、P8の別紙をご参照ください。 

【料金表】 PC版メニュー 
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◆こどもと遊ぼう 【PCサイト】 タイアップページ商品メニュー 

こどもと遊ぼうPCサイト内誘導枠 

【Ａ】 

【Ｂ】 

【Ａ】300×75px 

【Ｂ】640×184px（サービス枠） 

バナーデザインは弊社にて制作。 

【A】はサイト内全ページにて表示。（表示順 
位は申し込み先着順となります。一部非表 
示ページあり） 

【Ｂ】はローテーション枠、同時掲載バナーの 
数は常時変動トップページのみ 

★メニュー②については期間中１回のみバ 
ナー上記誘導枠のデザイン差し替え可能 

※形式：jpg。Flash、アニメーション、ループ不可 

貴社タイアップページ 
ご指定のリンク先へ誘導 

ページサイズ：  A4サイズ １＋1/2P程度 
申込・オリエン締め切り： 掲載開始40日前迄 
掲載開始： 毎営業日10:00〜 

フリーフォームにて 
貴社の訴求内容に 
マッチしたページを 

弊社で制作 

●ページの更新は１回まで無料。但しデザインが必要な 

場合は別途料金必要 
●撮影実施の場合は＋10万円〜 

●特別なシステムが伴うものは別途料金発生。 
●こどもと遊ぼう“体験隊”を使用したモデル撮影やモニ 

ター実施も可能。 
詳細はお問い合わせください。 

実施例）⇒ 
撮影あり、 

ページ内表示切り替付加 

詳細はこちら▶ 

貴社ホームペー 
ジやキャンペーン 

ページなど 

オプション 

「こどもと遊ぼう」サイト内でのキャンペーンプレ 
ゼントやクーポンの掲載も可能です（クーポン 
はレジャー・ショッピング・フード施設のみ）。既 
存のフォーマット使用の場合は無料から、また、 
オリジナルフォームを作る場合は別途料金費 
が必要となります。 

プレゼント／クーポン 

※複数のリンク先を 
ご希望の場合はご相 
談ください。 

メニュー名 掲載面 想定訪問者数 掲載期間 料金 

① タイアップ２週間 
TOP、特集、イベント情報、 

Myページ他  1000～1500  2週間 
200,000円（※別途 

制作・ディレクション費 
150,000円～） 

② タイアップ４週間 
TOP、特集、イベント情報、 

Myページ他  1800～2800  4週間 
280,000円（※別途 

制作・ディレクション費 
１80,000円～） 

さらに さらに 

★注目度抜群！ 
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◆こどもと遊ぼう 【スマートフォンサイト】 広告商品通常メニュー 

＜TOPページ＞ 

2 

2 

2 

2 

枠
数 

メニュー名 掲載面 
画像サイズ 
左右×天地 

保証imp 
掲載 
期間 

料金 
imp 
単価 

① 
フッター 

レクタングル 

TOP、ニュース 
エンタメ情報、 

プレゼント、クーポン 
Myページ他 

300×250 

100,000 2週間 200,000円 2.0円 

200,000 4週間 400,000円 2.0円 

② ヘッダーバナー 

TOP、ニュース 
エンタメ情報、 

プレゼント、クーポン 
Myページ他 

320×50 

80,000 2週間 128,000円 1.6円 

160,000 4週間 256,000円 1.6円 

【入稿仕様】 
◆締切日 ：掲載開始日の5 5営業日前 営業日前（土日祝日を除く） 

◆更新日時 ：平日任意10:00AM 

◆入稿形式 ： 

①gif、jpg、png（50KB以内）／リンク先URL ※Flash、アニメーション、ループ不可。 

②gif、jpg、png（10KB以内）／リンク先URL ※Flash、アニメーション、ループ不可。 

【料金表】 スマートフォン版メニュー 
＜その他ページ＞ 
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◆＠ぴあ Flash広告仕様 ※2011年11月改訂版 
サイズ（左右×天地） 容量 ループ 秒数 

原稿ファイル 

1 swfファイル 各メニューのレギュレーションに準ずる（最大で容量は200KB以内にしてください） 

2 flaファイル 設定確認用 

3 gifファイル （代替用） 各メニューのレギュレーションに準ずる（最大で容量は200KB以内にしてください）(jpgファイルでも可) 

4 html 必要 

備考 

入稿ファイルのバージョン 
flaファイル FLASH CS5.5 以下 

swfファイル FLASH8もしくは9 

「GetURL」の設定 

1 URL 「clickTAG」と入力（リンク先URLは別途入稿メール内で指定） 式 チェックボックスをチェック 

2 ウインドウ 「_blank」を指定 式 － 

3 変数 「送信しない」を指定 

注意 大文字小文字の差異が無いように記述してください。 

注意 
(cookie漏洩防止 
の為、右記のよう 
に記述下さい。) 

on(release) チェックボタンにチェック 

on(release){ 

if((clickTAG.substr(0,5) == "http:") or (clickTAG.substr(0,6) == "https:")){ 

getURL(clickTAG,"_blank"); 

}

} 

アクションスクリプト 
説明 アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているかの説明をしてください。再度プログラムの変更を依頼することがあります。 

禁止事項 Flash内で外部参照のデータを呼び込むプログラムは禁止（例：「LoadMovie」「LoadVariable」） 

フォント 文字はアウトライン化すること 

バックグランドカラー バックグランドカラーはレイヤーに指定すること ex：「背景色はデフォルト（白）で入稿」 

音声 デフォルトOFF 

アニメーション 無限ループ可 

フレームレートについて(FPS) 
・12～18フレーム/秒以下推奨。 
※18フレーム/秒を超えるFlashバナーを配信した場合、ユーザー環境で再生時に過度の負荷がかかる場合があります。 

リンク先URL数 
Flash-１個 （リンク先URLは別途入稿メール内で指定） 

代替Gif-1個 （リンク先URLは別途入稿メール内で指定） 

その他、禁止事項 1 タイムライン上での「GetURL」使用の禁止 

同時掲載本数 対応可能。ご相談ください。 

原稿差替 対応可能。ご相談ください。 

ALTテキスト 不可 

掲載環境（右記環境での表示を保証するものではありません） 
＊JavaScript ON 

OS Windows98以上 

ブラウザ IE5.5以上 

プラグイン FLASH8以上 

レポート レポートはFLASHと代替gifの配信数の合計になります 
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