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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%

WEDGEInfinity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。



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
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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・5,000PV～

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



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

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



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 Infinity～】は含みません)

(例)○○○○○○○○○○○○○○○○ 【WEDGE Infinity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



ページの最上部に設けられた大型スペース。

視認性が高く、ユーザーの印象に残る広告枠です。

動画AD

表示方法 掲載場所 想定掲載期間 保証imp数 広告サイズ 掲載料(税別)

PC版 ローテーション TOPページ 2週間 200,000imp 左右640×天地360 700,000円

PC版 ローテーション 記事ページ 2週間 200,000imp 左右640×天地360 700,000円

スマホ版 ローテーション TOPページ 2週間 200,000imp 左右320×天地180 700,000円

スマホ版 ローテーション 記事ページ 2週間 200,000imp 左右320×天地180 700,000円

動画AD

【PC版 TOPページ】

※フリークエンシーコントロール有り ※閉じるボタン付き ※30秒以内

※原稿規定はP10～P12をご参照ください

※入稿は15営業日前にお送りいただくようお願い申し上げます。

動画AD

広 告 メ ニ ュ ー

動画AD

【PC版 記事ページ】 【スマホ版 TOPページ】 【スマホ版 記事ページ】

純広告(掲載面・位置・料金)

〈ビルボード動画広告〉
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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(記事中)
〈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P13をご参照ください



ご入稿の場合は、下記をご用意下さい

PCビルボード(動画広告) 原稿仕様

（１）動画素材
ファイル形式：MP4 
サイズ： 640x360以上1920x1080px（16:9）以内
再生秒数：30秒以内
フレームレート：30 fps以内
ビットレート：1000Kbps以内
オーディオ：ステレオ 128Kbps 以内
容量： 20MB以内

（２）リンク先URL
半角255文字以内 ※全面に設定

コンテンツを押し下げた状態で動画再生自動開始。再生終了後自動収束/右上Closeボタンにて収束。

OS：Windows 7 以上、Mac OS 10 以上

ブラウザ：Chrome（最新版）、Fire Fox（最新版）、Safari（最新版）、IE11以上

【表示サポート環境】 表示サポート環境（推奨）は以下になります

【その他】 仕様は以下になります

【全体サイズ】640x360pix

【ループ】なし

【音声】デフォルトオフ

【リンク】別ウィンドウで遷移

640pix

360pix

原稿規定

【入稿時のご注意点】

動画広告は掲載開始日の15営業日前までにご入稿ください。
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SPビルボード(動画広告) 原稿仕様

（１）動画素材
ファイル形式：MP4 
サイズ： 320x180以上1920x1080px（16:9）以内
再生秒数：30秒以内
フレームレート：30 fps以内
ビットレート：1000Kbps以内
オーディオ：ステレオ 128Kbps 以内
容量： 20MB以内

（２）リンク先URL
半角255文字以内 ※再生中全面に設定

コンテンツを押し下げた状態で動画再生自動開始。右上Closeボタンにて収束。

【全体サイズ】320x180pix

【ループ】なし

【音声】デフォルトオフ

【リンク】別ウィンドウで遷移

320pix

180pix

OS：iOS 8 以上、Android OS 4.4 以上

ブラウザ：Mobile Safari（最新版/iOS）、Mobile Chrome（最新版/Android, iOS）

【入稿時のご注意点】

動画広告は掲載開始日の15営業日前までにご入稿ください。

【その他】 仕様は以下になります

【表示サポート環境】 表示サポート環境（推奨）は以下になります

ご入稿の場合は、下記をご用意下さいご入稿の場合は、下記をご用意下さい

原稿規定
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原稿規定

その他ご注意事項は以下になります

動画広告 ご注意事項

※ユーザー端末の環境（縦横表示のタイミング）によっては、一部見え方が異なったり表示が崩れる場合がございます。

※SP商品の場合、 iOS mobile safari / Android標準ブラウザ、Chrome以外のブラウザは、サポート対象外のため、正しく表示されない

場合がございます。

※サポートバージョン内であっても、端末仕様によって正しい挙動をしない場合がございます。

※端末仕様による動作不良はサポート対象外となっております。

※ ご入稿いただく広告原稿については、必ず著作権者に対して許諾済みのものをご用意ください。

※ SP商品の場合、 iOSブラウザバックにて、広告が正しく動作しない場合がございます。

※広告表示の高速化と最適化のため、ご入稿頂いた画像や動画が自動的に圧縮・補正される場合がございます。

※動画再生について、早送り/停止などの動画視聴中の機能は、端末再生プレーヤーに依存します。

※掲載広告の広告効果（クリック回数 / コンバージョン広告効果等）につきましては、保証致しません。

※配信レポートの数値は、取得形式、取得タイミングが異なるため、アドサーバーレポートと異なる場合がございます。
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原稿規定
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①レクタングルバナー ②GIFテキスト(記事中)

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。



ＷＥＤＧＥ Infinity 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
ad-ask@wedge.co.jp

●広告掲載のお申し込み
ad-order@wedge.co.jp

●広告の入稿先
ad-send@wedge.co.jp


