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WEB広告媒体資料

Wedge ONLINE

“WEDGE Infinity”は、2022年5月30日より

“Wedge ONLINE”へ生まれ変わりました



日本を もっと、考える

「日本を もっと、考える」をテーマに、政治・経済から国際情勢、ビジネス情報、ライフまで、

向上心の強いリーダークラスのビジネスパーソンに役立つ情報を幅広くお届けします。

月刊「Wedge」や「ひととき」の一部の記事が読めるほか、

気鋭のジャーナリストから研究者まで、多彩な執筆陣の寄稿を読むことができます。

BBC NEWS JAPANの記事も配信しています！

サ イ ト 概 要
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読者プロフィール

性別 年収

役職
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年代

●４０代以上 → 77%

●年収1,000万円以上 → 20%

●課長以上の役職 → 41%

女性
38.1%

男性
61.9%



読者プロフィール

※インターネット全体平均に対する特徴度

関心度指標
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部門

読者の９割以上が会社員
２割以上が経営者層



広 告 メ ニ ュ ー

編集記事体裁タイアップ広告

スマホ最適化サイトにも
対応しています
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掲載料金 80万円～(税別・制作費込み)

掲載期間
(想定PV数)

1か月想定・4,000PV前後

誘導枠 TOP・中面 誘導枠

掲載分量 A4サイズ2枚程度

レポート
掲載終了後7営業日を目途に
トータルPV数などを報告

お申込期
日

掲載開始日の70日前

(注意事
項)

※掲載に際しまして、事前に掲載審査を行
います

※遠方取材、著名人出演などは、実費加
算となります

※掲載ページに「PR」表記を記載し、サイト
ロゴもPR用に変更いたします

記事本文

問合せ先
リンク

情報など

誘導

トップ・中面
から誘導



記事本文

問合せ先
リンク

情報など

広告メニュー

スマホ最適化サイトにも
対応しています
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編集記事体裁タイアップ広告

(素材ご提供)

掲載料金 50万円～(税別)

掲載期間
(想定PV数)

1か月想定・4,000PV前後

誘導枠 TOP・中面 誘導枠

掲載分量 A4サイズ2枚程度

レポート
掲載終了後7営業日を目途に
トータルPV数などを報告

お申込期
日

掲載開始日の20日前

(注意事
項)

※掲載に際しまして、事前に掲載審査を行
います

※文章・画像等各種素材をご提供ください
※掲載ページに「PR」表記を記載し、サイト
ロゴもPR用に変更いたします

誘導

トップ・中面
から誘導



記事本文

問合せ先
リンク

情報など

広告メニュー

WEB転載

スマホ最適化サイトにも
対応しています
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掲載料金 50万円～(税別)

掲載期間 1か月

誘導枠 TOP・中面 誘導枠

レポート
掲載終了後7営業日を目途に
トータルPV数などを報告

お申込期日 雑誌申込みと同時

(注意事項)

※掲載に際しまして、事前に掲載審査を行
います

※雑誌掲載は別途、媒体費・制作費等を
加算いたします

※掲載ページに「PR」表記を記載し、サイト
ロゴもPR用に変更いたします 誘導

トップ・中
面から誘
導



広 告 メ ニ ュ ー
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①
レクタングルバナー
〈PC〉ページ内2か所でローテーション配信
〈SP〉ページ内1か所(ミドルバナー)

②

GIFテキスト
〈PC＆SP〉
・ページ内1～2か所でローテーション配信
・TOPページ：2か所
・記事ページ：1か所

①

①

②

②

①

①

②

【TOPページ】 【記事ページ】

純広告(掲載面・位置・料金)

スマホ最適化サイト
にも対応しています

※原稿規定はP10をご参照ください



原稿規定
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①レクタングルバナー ②GIFテキスト

料金(税別) 500,000円 250,000円

想定インプレッション数 500,000imp 1,000,000imp

掲出期間 1か月 1か月

原稿サイズ/文字数
W300×H250px
W300×H600px(PCのみ)

【画像】W600×H400px
【文字数】全角24文字以内

ファイル形式
JPEG/GIF
※GIFアニメーション可

【画像】GIF/JPEG
※GIFアニメーション不可

最大容量 90KB以内 90KB以内

ループ 可 不可

ALTテキスト 不可 不可

アンダーテキスト 不可 不可

備考

・上下の2か所排他制御
・ランダムローテーション
・300×600の配信をご希望の場合は、SP用の
300×250もご用意ください

・上下の2か所排他制御
・ランダムローテーション

【入稿時のご注意点】

※掲載開始日の5営業日前までにご入稿をお願いします。

※バナー原稿に、サイトコンテンツと識別可能な背景色または1ピクセル以上の枠線をつけてください。



広 告 メ ニ ュ ー

e-DM 料金プラン・原稿規定
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配信形式 テキストのみ

配信可能日 平日のみ

配信料金 60円/通(税別)

文字数

件名：30文字以内(※文字数に【Wedge ONLINE～】は含みません)

(例)○○○○○○○○○○○○○○○○ 【Wedge ONLINEメール】

本文：38文字以内50行以内
※行数には空白行含む
※リンク先URLの前後には必ず半角以上空ける
※URLが記載された行には文字情報を含めず、
左詰めでレイアウト

※フッターにはウェッジのクレジットが入ります
※当社規定により、広告内容・表現方法について事前に
審査させていただく場合がございます

※入稿原稿内のURLはクリックカウント用に変換されます

レポート 配信件数、クリックカウント

入稿日 配信日の３営業日前まで

指定可能な
属性

性別/年代/都道府県/業種/部門/役職/従業員数
/年収

本 文



e-DM セグメント詳細

※ランダム配信は承っておりません

※セグメント内容によっては件数が僅少なこともあり、お受け出来ないこともございます

1 男 1 社長／会長 1 農林／水産／鉱業 1 経営全般 1 北海道 25 滋賀県

2 女 2 役員 2 建設業 2 経営企画／事業開発 2 青森県 26 京都府

3 部長 3 不動産業 3 調査／マーケティング 3 岩手県 27 大阪府

4 課長 4 電気／電子機器製造 4 情報システム(社内向け) 4 宮城県 28 兵庫県

1 20代以下 5 係長／主任 5 機械製造 5 情報システム(社外向け) 5 秋田県 29 奈良県

2 30代 6 一般社員／職員 6 上記以外の製造業 6 総務／庶務 6 山形県 30 和歌山県

3 40代 7 上記以外 7 商社 7 法務 7 福島県 31 鳥取県

4 50代 8 学生 8 流通／小売業 8 経理／財務 8 茨城県 32 島根県

5 60代以上 9 勤めていない 9 金融／証券／保険業 9 人事／教育 9 栃木県 33 岡山県

10 運輸／エネルギー 10 広報／宣伝 10 群馬県 34 広島県

11 通信サービス 11 営業／販売 11 埼玉県 35 山口県

1 500万円未満 1 1〜49人 12 情報処理／SI／コンサルティング 12 保守／サポート 12 千葉県 36 徳島県

2 500万円以上750万円未満 2 50〜99人 13 サービス業 13 技術／研究開発 13 東京都 37 香川県

3 750万円以上1,000万円未満 3 100〜299人 14 専門サービス（弁護士／会計士など） 14 設計 14 神奈川県 38 愛媛県

4 1,000万円以上1,500万円未満 4 300〜499人 15 教育／研究機関 15 製造／生産／検査 15 新潟県 39 高知県

5 1,500万円2,000万円未満 5 500〜999人 16 医療機関／介護施設 16 購買／資材／物流 16 富山県 40 福岡県

6 2,000万円以上3,000万円未満 6 1000〜4999人 17 政府／官公庁／団体 17 専門職(医師／弁護士など) 17 石川県 41 佐賀県

7 3,000万円以上 7 5000〜9999人 18 その他の産業／業種 18 国際業務(輸出入など) 18 福井県 42 長崎県

8 10000人以上 19 自営業 19 その他の部門 19 山梨県 43 熊本県

20 マスコミ、広告関係 20 学生 20 長野県 44 大分県

21 学生 21 勤めていない 21 岐阜県 45 宮崎県

22 勤めていない 22 静岡県 46 鹿児島県

23 それ以外 23 愛知県 47 沖縄県

24 三重県

従業員数年収

都道府県性別

年代

業種 部門役職

e-DM広告



e-DM広告

e-DM会員属性

【性別】 【年代】

【役職】 【年収】

※2022年6月 メルマガ会員データ



Wedge ONLINE 広告掲載基準

・お申し込み頂く広告について、その掲載の可否決定権は株式会社ウェッジ（以下、ウェッジといいます。）が保有します。
・広告主は原則として法人格を有する法人に限定します。
・以下に該当すると判断される広告は、掲載できかねますのでご了承下さい。
（１）国際条約、国内法規に違反、もしくはその恐れのあるもの。
（２）暴力、賭博、麻薬、その他、公序良俗に反するものを肯定するもの。
（３）猟奇的、残虐的表現等、読者に不快感を与えるもの。
（４）男女の性を連想させるもの、およびセクシャルハラスメントになる恐れがあるもの。
（５）特定の個人、団体に対する誹謗中傷、名誉毀損につながるもの。
（６）いわゆる悪徳商法に該当するおそれのあるもの。
（７）投機、射幸心をあおるもの。
（８）個人情報の流出につながると、ウェッジが判断したもの。
（９）その他、内容・表現から考えてウェッジが特に不適当と判断したもの。
（10）下記の業種等
・植毛/ヘアケア関連
・痩身/エステティック等の美容関連
・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具の広告で、効能、効果、性能等を厚生労働省が承認する範囲を逸脱する広告
・厚生労働省が認可した「特定保健用食品」「栄養機能食品」「特定用途食品」「特殊栄養食品」以外の健康食品等
・国内航空業
・商品先物取引業
・消費者金融業
・結婚紹介業
・ゴルフ会員権仲介業
・宗教法人/宗教関連団体
・加持、祈とう、易、占い、運命鑑定及びその他、迷信に類するもの
・特定の政党その他の政治団体

※広告内容及びリンク先サイト内でのすべての情報についてはユーザーからのクレーム等、ユーザーが不利益を被った場合を含めて広告主の責任において
対処されるものであり、ウェッジは一切責任を負わないものとします。

※広告料金、メニューに関しては、ウェッジの都合により変更する場合がございますので、事前に必ずご確認ください。
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掲載基準/お問合せ先

株式会社ウェッジ 広告部
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング3階
TEL.03-5280-0531 FAX.03-5217-2661
http://www.wedge.co.jp/

●広告に関するお問い合わせ全般
advert@wedge.co.jp

Wedge ONLINE会員情報ならびにアクセスログ解析(2015年10月マイクロアド)からの結果をもとにしています。

最終更新：2022年6月9日


