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（株）共同通信社は独自のデジタル編集チームにより、インターネット、デジタルサイ
ネージ、SNSなどにコンテンツを提供しています。

ライフスタイル、新商品、新サービス、地方自治体、大学の取り組み、企業と自
治体との取り組み、企業のCSR活動、オリンピック・パラリンピックに向けた
企業や自治体の取り組み、BtoB企業の活動、農業など・・・

「従来のメディアでは取り上げられない」話題にもフォーカス！

掲載

鉄道や街頭の
デジタルサイネージ

http://www.giga.co.jp/jsp/top.jsp
http://ure.pia.co.jp/


記事体広告



伝えたいことを共同通信社の編集力で

貴社がPRしたいことを、共同通信社の編集力で世の中に伝えます。

共同通信社は、国内外の経済、社会、政治、生活、スポーツなど、さまざまな分野の
ニュースを取材・編集し、全国の新聞社、放送局、海外メディアに配信しています。
記事の大原則は「正確に早く」、そして「難しい事象も分かりやすく、コンパクトに」。
必要に応じて内容をかみ砕き、理解しやすく伝えることがモットーです。

情報があふれかえる昨今、書き手に必要なのはニュースの価値を判断することです。
従来より記事には「５W」が必須とされてきましたが、６つめの「W」としてニュース
の価値（Worth）、その目で見たもの・耳で聞いたことから、読者に伝えるべき点やそ
の優先度を判断することが求められています。

弊社は幾多の取材を経て、読み手が興味や関心を持つコンテンツがどんなものか、
ニュースの価値判断を磨いてきました。PRコンテンツの製作においても、ブランドが伝
えたいポイントを、常に読み手を意識しながら編集してまいります。

PRしたいブランド
共同通信社の

編集力
読まれる／見られる
ブランド記事・映像
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47NEWS（よんななニュース）は、全国の52新聞社と共同通信のニュースを束ねたウェブサイト。

「47NEWS」の「よんなな」は、日本の47都道府県を意味します。

弊社独自のPRメニューにより、他社にはない「信頼性を持って伝える」プロモーションを実現します。

【47NEWS】

【キュレーションメディア】

【取材を元にPR特集ページを作成】

記者が制作

1記事あたりの

滞在時間3分以

上

貴社HP

商品サイト

SNSサイト

etc

各メディ
アから
記事に誘

引

集約

【ポイント】

バナー広告から、誘導させたいサイト(例商品サイト等)へ直

接リンクで遷移させるのではなく、弊社の記者が制作した

【特集ページ】を挟み、本当に伝えたい情報を、読者に届け

ることができます。結果、プロの記事による興味喚起につな

がり、質の高いサイト遷移につながります。

質の高い
誘引

【地方新聞社サイト】

【集約】
全国52紙

＋
共同通信

6

47NEWS（よんななニュース）



47NEWSは日本全国に住む30代〜60代・エグゼクティブ層に支持されています。

決裁権がある地方のビジネスパーソン、またファミリー層にもリーチするのが特長です。
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POINT①

月間PV数／1億PV

POINT②

平均滞在時間／180秒
※共同通信グループのドメインを含む。



【47NEWS&地方新聞／ADネットワーク】

独自のコネクションにより、47NEWS&地方新聞社各サイトをADネットワーク化し、バナーを掲出することで

より効率的にPR記事に誘引いたします。
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新聞社名 サイト名

全国新聞ネット 47NEWS

北海道新聞 どうしんウェブ

室蘭民報社 室蘭民報 WEB NEWS

河北新報社 河北新報ONLINE NEWS

東奥日報社 Web東奥

デーリー東北新聞社 デーリー東北デジタル

秋田魁新報社 秋田魁新報 電子版

山形新聞社 Yamagata News Online

岩手日報社 岩手日報 Web News

福島民報社 福島民報

福島民友新聞社 みんゆうNet

産業経済新聞社 産経ニュース

東京新聞 TOKYO Web

下野新聞社 下野新聞 SOON

茨城新聞社 茨城新聞クロスアイ

上毛新聞社 上毛新聞ニュース

千葉日報 千葉日報

神奈川新聞 カナコロ

埼玉新聞 WEB埼玉

山梨日日新聞社 さんにちEye

信濃毎日新聞社 信毎Web

新潟日報社 新潟日報モア

中日新聞社
CHUNICHI Web

中日新聞プラス

伊勢新聞社 伊勢新聞

静岡新聞社 アットエス

岐阜新聞社 岐阜新聞Web

北日本新聞社 北日本新聞Web

新聞社名 サイト名

北国新聞社
北國新聞

富山新聞

福井新聞社 福井新聞ONLINE

産業経済新聞社 産経WEST

京都新聞社 京都新聞

神戸新聞社 神戸新聞NEXT

奈良新聞社 奈良新聞

紀伊民報 AGARA紀伊日報

山陽新聞社 山陽新聞さんデジ

中国新聞社 中国新聞アルファ

日本海新聞社 Net Nihonkai

山口新聞社 山口新聞

山陰中央新報社 山陰中央新報ONLINE NEWS

四国新聞社 ShikokuNEWS

愛媛新聞社 愛媛新聞ONELINE

徳島新聞社 Tokushima Simbun

高知新聞社 高知新聞

西日本新聞社 西日本新聞九州ねっと

大分合同新聞社
大分合同新聞

アイぶんぶんひろば

宮崎日日新聞社 MIYANICHI e PRESS

長崎新聞社 長崎新聞

佐賀新聞社 佐賀新聞LIVE

熊本日日新聞社 くまにち.コム

南日本新聞社 373news.com

沖縄タイムス社 沖縄タイムスプラス

琉球新報社 琉球新報

※掲載新聞社サイト数は広告商品により異なり、新聞社数は

保証しません。

※事前審査により掲載をお断りする場合がございます。

※この表は全国新聞ネットアドネットワークの広告枠掲載表

であり、各加盟社 が配信している広告枠とは異なります。

※枠提供に関しては、随時変更されます。詳細は、担当者ま

でご確認ください。
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■日本電気×小田急百貨店■パナソニック ■トヨタ自動車×横手市 ■シリウス ■住まいづくりナビセンター■JA共済連

■マネックス証券① ■マネックス証券② ■マネックス証券③ ■マネックス証券④ ■マネックス証券⑤

47NEWS記事体広告 事例
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OVO（オーヴォ）

© K.K.KYODO NEWS. All rights reserved.

「おいしい」 「楽しい」 「かわいい」 「カッコいい」
「珍しい」 「行ってみたい」 「ステキ」
株式会社共同通信社運営の「OVO（オーヴォ）」はライフ
スタイルを豊かにする情報を厳選して分かりやすく伝える
ネットメディアです。
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「注目のニュース」「ブレイクしそうなコト」「話題のスポット」「知って得するマメ知識」などを中
心に、消費者の生活に密着した記事で満載です。幅広い層が購読、特に25～44歳の女性に支持されていま
す。SNSの活用も活発なユーザーに読まれています。

男 40.4%

女 59.6%

18-24 15.39%

25-34 33.65%

35-44 30.01%

45-54 14.30%

55-64 4.87%

65+ 1.77%

60％
女性

33％
25-34歳

バランスの
取れた外部
からのトラ
フィック

75％
Smart Phone

スマートフォン 75%

PC 19%

タブレット 6%

キュレーションアプリ 19%

検索サイト(広告除く) 22%

OVOダイレクト 19%

ポータルサイト 20%

SNS 15%

More 5%

1,020万ＰＶ 319万ＵＵ
広告換算価値 730万円

※2016年9月
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■高知県1 ■北海道枝幸町 ■大阪道具屋筋商店街

OVO記事体広告 事例

■キリン1 ■フィリップス

■高知県2 ■高知県3 ■内閣府

■キリン2 ■キリン3 ■グリコ ■プルデンシャル生命



共同通信社が運営するビジネスメディア「b-dot」では、
「政治」「経済」「国際」「スポーツ」「五輪」「テクノロジー」「SDGs」「農業」など
ビジネスパーソンに必須の情報を発信。

十分な経験を積んだ記者が、ビジネスパーソン向けに、ヒット商品の製作秘話や人気サービス
の裏側、企業の新商品戦略などを、分かりやすく解説します。社内外の執筆者による、読み応
えのあるコラムも適宜掲載していきます。

© K.K.KYODO NEWS. All rights reserved.

企業の情報を発信 ｂ-dot（ビードット）
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b-dot記事体広告 事例

■(一社)科学技術と経済の会1 ■(一社)科学技術と経済の会２ ■東急不動産



SmartNews Premium Display Ads

想定CTR(SmartNews上） 1%～6%（平均1.7%、最高6.7%)

掲載面 任意標準チャンネル（TOPを除く）。FirstView表示保証。午前11時開始を基本とした1週間掲載。

ターゲティング 性別（オールor男性or女性）、都道府県 が可能

提携先

Yahoo！ディスプレイアドネットワーク（YDN）

広告掲載方式 インフィード広告、動画広告など

広告タイプ テキスト、画像、動画など

想定CTR(SmartNews上） 1%～6%（平均1.7%、最高6.7%)

掲載面 Yahoo!JAPANおよび提携パートナーサイトのコンテンツページおよびアプリ。

ターゲティング デバイス、都道府県・市町村、曜日・時間帯

※いずれも事前の掲載審査が必要となります。 16



※いずれも事前の掲載審査が必要となります。

提携先

掲載パートナーサイト HUFFPOST、楽天Infoseek、msn、gooニュース、VERY、Tarzan、＠DIME、ガジェット通信、TBSラ
ジオ、デリッシュキッチン、日本テレビ、シネマトゥデイなど

想定CTR 0.28%想定

掲載面 共同通信社、加盟新聞社のニュースなど

想定CTR 0.28%想定

掲載パートナーサイト MSN、読売オンライン、ハフィントンポスト、朝日新聞デジタル、毎日新聞、西日本新聞、産経スポーツ、
産経リビング、デイリーニュース、東スポ、CNN、Newsweek Japan、J-CAST、CNET Japan、インプ
レスWatch、イザ！(産経デジタル）、ポスト7（小学館）、Maquia Online (集英社)、CREA WEB (文芸
春秋)、ドコモdメニューニュース、エキサイト、Womanエキサイト、ビッグローブ、サイゾー、Cinema 
Todayなど

想定CTR 0.1～0.2%想定
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提携先の誘導方法（ノアドット）

１．コンテンツホルダーは、コンテンツを作成してnor.に保管します。
２．キュレーターは、届けたいコンテンツをnor.から探し、その見出し（※ ）

を取得します。
３．キュレーターは、取得したコンテンツの見出しを、自身のウェブサイト

などから読者に配信します。
４．読者が見出しをタップすると、当該コンテンツのHTMLページがnor.で

生成され、this.kiji.is というドメインから読者に配信されます。

コンテンツを
「作った」
（＝コンテンツ
を提供した）

コンテンツを「届けた」
（＝チャネルを提供した）

共同通信社
ランディング

ページ

記事ページ
（this.kiji.is）
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ブ
フ
ン
ド
パ
ネ
レ

Sponsored 表記

共同通信社
ランディング

ページ

※見え方が掲載開始時より変わります。

48時間後

続きを読むをタップ

ブランドパネル

提携先の誘導方法（Newspicks）

ブランドパネル

１．共同通信社がPRコンテンツを制作、「OVO」「47NEWS」等のメディアに掲載。
２．「Newspicks」内に「ブランドパネル」を掲載。
３．「Newspicks」の読者がPRコンテンツを閲覧＋「Pick」機能によって「Newspicks」内でもPR。

19



ブ
フ
ン
ド
パ
ネ
レ

共同通信社
ランディング

ページ

提携先の誘導方法（SmartNews）

誘導バナー

１．共同通信社がPRコンテンツを制作、「OVO」「47NEWS」等のメディアに掲載。
２．「SmartNews」内に「誘導バナー」を掲載。ユーザーのターゲティングも可能。
３．「SmartNews」の読者が「誘導バナー」をクリック。共同通信社のPRコンテンツを閲覧。

Sponsored 表記

日本人の10人に
1人が利用
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記事制作＋OVO掲載＋10,000PV保証 125万円（税別）

取材・
記事製作

OVO掲載
10,000
PV保証

※制作したブランド記事には、スポンサー様のブランド名を記載します。
※レコメンドサービスにより外部からの誘導を実施します。保証PVはレコメンドサービスの誘導分も込みのものになります。
※OVOオーガニックと外部誘導分のPVの内訳は開示しておりません。
※取材場所が東京近郊以外の場合は、交通費などの実費は別途となります。
※上記価格は税別です。

ご予算に応じ掲載メディアや拡散方法などをご提案します。

料金例

取材・
記事製作

47NEWS
掲載

記事制作＋新聞社サイトバナー誘導＋10,000PV保証 212.5万円（税別）

新聞社サイト
バナー誘導

10,000
PV保証

取材・
記事製作

47NEWS
掲載

記事制作＋新聞社サイトバナー誘導＋50,000PV保証 ４62.5万円（税別）

新聞社サイト
バナー誘導

50,000
PV保証

記事制作＋OVO掲載＋50,000PV保証 375万円（税別）

取材・
記事製作

OVO掲載
50,000
PV保証

記事体広告の料金
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リアルイベント



（株）共同通信社シンポジウム企画

テーマに応じアカデミア、
行政、実業界などマルチ
セクターから最適な人選
を行います

企画立案から講演者・登壇者の選定と依頼、当日の運営まで
一貫して実施します。

シンポジウム「観光立国と地域社会の創生に向けて」

テレビ局やウェブサイト、
SNSで放映

新聞紙面やニュース
サイトに掲載

国内外の経済、社会、政治、生活の話題をテーマに、シンポジウムや座談会を企画・運営。さらにその模
様を採録として記事化・映像化し話題を拡散します。公共性の高いテーマにより合致した企画です。

座談会「津波の日」

シンポジウムの要点を抜粋し
採録記事を製作。テーマに最
適なメディアに記事体広告と
して掲載します。ヤフー
ニュースなど提携メディアで、
話題をさらに広げていくこと
も可能です。

最も重要な論点を、わか
りやすく短い尺の映像に
編集。テレビやウェブで
拡散します。

記事体
広告

2019年2月 イイノカンファレンスセンター

PR映像

2018年11月 内閣府

47NEWS

OVO

新聞誌面

企画・運営

表彰式「６次産業化サポート事業」

2019年3月 アジュール竹芝

Yahoo！スポン
サードコンテンツ
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鉄道サイネージ



鉄道車内サイネージ

株式会社共同通信社が運営するネットニュース「OVO」の編集部が30秒の
オリジナル動画を制作。独自のアンケートやクイズなどを使ったコンテンツで
注目を集めます。

商品の販促に

ニーズの喚起に

PR動画を放映したところ、契約実績が通常時の

３倍になったという事例も！
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西武鉄道車内サイネージ

西武鉄道は埼玉広域だけではなく、東京、神奈川を含めた一都二県をカバー。
有楽町線、副都心線に直結しているため、都市圏全体の乗客に広くリーチすることが可能です。

秩父

池袋

有楽町 みなとみらい

渋谷

新宿
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電車内デジタルサイネージの料金

西武鉄道Smileビジョンの概要

概要 30000系Smileトレイン、6000系の車内デジタルサイネージ
西武新宿線、西武池袋線、東京メトロ副都心線、東京メトロ有楽町線、東急東横線、みなとみらい線

車両数 全線合計506車両
池袋線系366両（導入率61.6%）、新宿線系140両（同26%）
※池袋線メトロ直通車270両（導入率100%）

内容 30秒の動画コンテンツ（12分１ロール）

放映期間 最低１週間

構成 共同通信社が作成したPRコンテンツを動画形式で放映。※「純広告」は取り扱いません。

放映期間 価格 ※定型フォーマットの動画作成費込

１週間（30秒動画、12分１ロール） ¥800,000

※事前の掲載審査が必要です。関東交通広告協議会の広告掲出判断基準準拠。
※動画は弊社定型フォーマットとなります。定型フォーマット以外の動画を制作する場合には別途お見積りいたします。
※価格はグロス料金、税別。

１日平均の輸送人員（2014年度）

池袋線 920,405人
新宿線 857,350人

車内ビジョン広告到達率

37.9％

西武鉄道データブックから
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電車内デジタルサイネージの料金

小田急電鉄「小田急TV」の概要

概要 小田急線、東京メトロ千代田線、JR常磐線

車両数 全車合計294両（導入率20.4％）
4000形160両、3000形88両、1000形46両。

内容 30秒の動画コンテンツ（最大15分で１ロール）

放映期間 最低１週間

構成 共同通信社が作成したPRコンテンツを動画形式で放映。※「純広告」は取り扱いません。

１日平均の輸送人員（2014年度）

約2,000,000人

車内ビジョン推定広告到達率

36.2％

小田急電鉄の資料から

放映期間 価格 ※定型フォーマットの動画作成費込

１週間（30秒動画、最大15分１ロール） ¥800,000

※事前の掲載審査が必要です。関東交通広告協議会の広告掲出判断基準準拠。
※動画は弊社定型フォーマットとなります。定型フォーマット以外の動画を制作する場合には別途お見積りとなります。
※価格はグロス料金、税別。
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