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はじめに

戦後間もない昭和21年（1946年）に池田恒雄がベースボール・マガジン社を興しました。
池田は刷り上がったばかりの『ベースボールマガジン』を後楽園球場に運びました。わずか36ペー
ジのモノクロ印刷の雑誌に、多くの野球ファンの手が伸びてきました。

それから70年、大鵬の45連勝に日本中が沸き立ち、天覧試合での長嶋茂雄のホームランに
歓喜し、王貞治のホームランの世界記録を称え、サッカーワールドカップへ初出場を果たして喜ぶ
日本代表の姿を伝え続けてきました。国立競技場を埋めた6万2000人のラグビーファン、具志
堅用高のパンチに拳を突き上げるボクシングファン、大都市東京を走る3万6000人のランナー、
錦織圭や伊達公子に憧れるジュニアテニスプレーヤー…私たちの作る雑誌の誌面には、スポーツ
に関わる多くの人たちが登場してきました。

スポーツは、人々の心を豊かにして、社会に活力を与えるものであると私たちは信じています。
健康にいいことはいうまでもありません。スポーツをする人はもちろん、見る人も、支える人も、ス
ポーツによって人生を豊かなものにすることができる。だから、私たちはもっともっとスポーツが盛んに
なってほしい、そう考えています。

そのスポーツに私たちは出版という活動を通じて関わり続けてきました。伝えることによって、ス
ポーツの発展に寄与してきたという自負があります。これからも、私たちはスポーツの力を信じて、
情報を発信し続けていきます。雑誌では伝えきれなかったことを補うために、「ベースボール・マガジ
ン社WEB」を開設します。

戦後間もない初秋の後楽園球場で、わら半紙のような雑誌に手を伸ばした人たちは、復興す
るエネルギーの源をスポーツに求めていたのではないでしょうか。スポーツの力を伝える喜びを胸に、
ベースボール・マガジン社は新しい一歩を踏み出します。
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サイトの特徴 ①

幅広い競技の記事
BBMは11の競技専門誌と指導者向け専門誌２誌に加え、
スポーツ科学や健康ジャンルの専門誌を発行しています。独自の
取材網を駆使し、スポーツのあらゆる情報を発信します。

ベースボール・マガジン社WEB

野球
（週刊ベースボールほか）

野球（指導者）
（ベースボールクリニック）

ソフトボール
（ソフトボールマガジン）

サッカー（指導者）
（サッカークリニック）

サッカー
（サッカーマガジン）

プロレス
（週刊プロレス）

ソフトテニス
（ソフトテニスマガジン）

バドミントン
（バドミントンマガジン）

ラグビー
（ラグビーマガジン）

アメフト
（アメフトマガジン）

陸上
（陸上競技マガジン）

ランニング
（ランニングマガジン・クリール）

水泳
（スイミングマガジン）

相撲
（相撲）

柔道
（近代柔道）

ボクシング
（ボクシングマガジン）

ボウリング
（ボウリングマガジン）

フィギュア
（フィギュアマガジン）

スポーツコーチング
（コーチングクリニック）

トレーニング
（トレーニングマガジン）

健康
（健康一番）

BBMカード
（スポーツカードマガジン）

11競技を含む17の編集部が多種多様な記事を配信！

外部リンク

テニス
（テニスマガジン）
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サイトの特徴 ②

オリジナル記事
BBMは70年の歩みの中で、スポーツの普及・発展を社是とし、
嘘や推測での記事をタブーとして出版活動を続けてきました。
当サイトでもBBMの強みを生かした、独自の情報を発信します。

良質コラム

・・・

・・・

・・・

ＴＶなど他メディアの1次情報をベースにした記事が氾
濫する昨今、われわれは真っ当な取材活動を基にした
ニュースや記事を配信。速報性よりも信頼性を重視し、
ユーザーだけでなく取材対象者の信頼も重視します。

70年の出版活動で培ってきた「活字で生きる経験」はダ
テじゃない！ ユーザーの情報ニーズが「広く浅く」になり
がちなＷＥＢですが、深い知見に基づきじっくり読ませる
コラム・記事を多ジャンルにわたり配信します。

70年の出版活動で培ったのは経験だけではなく、まさに
雑誌そのものが財産です。貴重な写真をはじめ、我が社
にしかない財産（アーカイブ）を駆使し、往年のスポーツ
ファンのみならず若者へも興味深い記事を配信します。

1
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現場主義

アーカイブ



サイトの特徴 ③

専門性の高い記事
ベースボール・マガジン社WEBは専門誌WEBの集合体です。
17の専門ジャンルごとにトップ画面を設け、各ジャンルに合ったメニューを設置。
競技ごとのファンやプレーヤーにも十分満足してもらえる情報を発信します。

［野球TOP］

［野球（指導者向け）TOP］ ［ソフトボールTOP］ ［サッカーTOP］ ［サッカー（指導者向け）TOP］

17の専門サイトが、各ジャンルのコア層にも響く記事をUP！

［陸上TOP］ ［水泳TOP］ ［相撲TOP］［ランニングTOP］

［ソフトテニスTOP］

［柔道TOP］

［プロレスTOP］

［テニスTOP］［ラグビーTOP］ ［バドミントンTOP］

［ボクシングTOP］

［アメフトTOP］

［ボウリングTOP］ ［スポーツコーチングTOP］ ［トレーニングTOP］ ［健康TOP］ ［スポーツカードTOP］

外部リンク



サイトの特徴 ④

競技の垣根を超える
メニューやタグごとに「横串」でも情報整理が可能。あらゆる競技の「インタビュー」、
あらゆる競技の「コラム」を一目で閲覧できるほか、「オリンピック」や「インターハイ」
など複数競技にまたがる情報も、読者ニーズに合わせてお届けできます。

News

Interview

Sports Business

Gear & Goods

Olympic

Columns

Events

New Items

Archives

Presents

［総合ＴOPページのメニュー］

ニュース

インタビュー

スポーツビジネス

ギア＆グッズ

オリンピック

コラム

イベント情報

新商品情報

アーカイブ

プレゼント

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

時事ネタ、速報

インタビュー、対談、鼎談

ビジネス、仕事、マネジメント

最新ギア・グッズ情報

オリンピック関連記事

コラム

イベント情報（当社主催中心）

ＢＢＭ発行媒体情報（雑誌・書籍・特品）

過去記事・過去写真に基づく記事

読者プレゼント情報・応募



サイト概要（月間平均）

ベースボール・マガジン社WEB

野球（指導者）
（ベースボールクリニック）

ソフトボール
（ソフトボールマガジン）

サッカー（指導者）
（サッカークリニック）

サッカー
（サッカーマガジン）

プロレス
（週刊プロレス）

アメフト
（アメフトマガジン）

陸上
（陸上競技マガジン）

ランニング
（ランニングマガジン・クリール）

水泳
（スイミングマガジン）

相撲
（相撲）

柔道
（近代柔道）

ボクシング
（ボクシングマガジン）

ボウリング
（ボウリングマガジン）

フィギュア
（フィギュアマガジン）

スポーツコーチング
（コーチングクリニック）

トレーニング
（トレーニングマガジン）

健康
（健康一番）

BBMカード
（スポーツカードマガジン）

150万PV ／ 70万UU

10万PV
5万UU

3万PV
1万UU

30万PV
15万UU

5万PV
2万UU

3万PV
1万UU

5万PV
2万UU

15万PV
8万UU

8万PV
4万UU

8万PV
4万UU

5万PV
2万UU

5万PV
2万UU

15万PV
7万UU

3万PV
1万UU

5万PV
2万UU

3万PV
1万UU

4万PV
2万UU

3万PV
1万UU

3万PV
1万UU

総合TOP

ＴＯＰ 10万PV
5万UU

その他

OTHER
7万PV
4万UU



［2017年6月～9月］

広告メニュー ［2019年10月～12月］



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー ネイティブアド

編集タイアップの記事型広告。

編集部制作のタイアップ記事を、メディアの通常記事と同じデザインでAD表示枠として表示します。

広告の差し込みは、以下の2か所に対して実施されます。

①記事一覧系のページ（タグページ、新着一覧ページ等）に、一定の間隔で出現します。

②個別記事のオートページング時に、一定の間隔で出現します。

記事一覧にAD表示枠として、
一定の間隔で出現します。

AD表示枠をクリックすると、
オートページングに誘導

個別記事と記事の間に、 AD表示枠と
して、一定の間隔で出現します。

※記事内に、御社ホームページに
遷移するURLや
動画を掲載することが可能です。

効果測定：
PV、インプレッション（左記「①記
事一覧」表示回数）、クリック数

【標準記事】
文章：1,200文字程度
画像：3～5点

記事掲載イメージ

①記事一覧 ②オートページング



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー ネイティブアド

ネイティブアド掲載料金

①期間保証タイプ
●記事制作費（取材・編集・執筆）
：150,000円
※遠方への渡航費、著名人出演料は別途

●掲載費（2週間単位）
：150,000円
2週間以上の掲載期間を設定してください

※想定PV（2週間）
：500～5000PV

☆4週間掲載の場合
記事制作費：150,000円
掲載費：300,000円
⇨450,000円

②PV保証タイプ
●記事制作費（取材・編集・執筆）
：150,000円
※遠方への渡航費、著名人出演料は別途

●掲載費
PV単価：50円
最低掲載費：150,000円（3,000PV相当）
PV数（3000以上）を設定してください

☆6000PVの場合
記事制作費：150,000円
掲載費：300,000円
⇨450,000円

価格はすべて税別



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー インフィード

外部サイトにリンク誘導するタイプの広告枠

広告の差し込みは、以下のページで行われ、一定の間隔で表示されます。

・総合TOPページ（https://www.bbm-japan.com/）

・各競技TOPなど記事一覧が表示されるページ

掲載料金

掲載費（2週間単位）
：50,000円

想定imp （2週間単位）
：50,000～100,000

掲載期間：2週間～

効果測定：
インプレッション、クリック数

※画像などの素材をご提供
いただきます。クリック後の遷移先の
URLもご用意ください。

記事一覧にAD表示枠として、「サムネイル＋タイトルテキスト」のバナーを表示

バナーをクリックすると、外部URLに誘導いたします。

御社HPや
訴求したい
ページに遷移

価格はすべて税別



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー ストリームアド

オートページング時に、記事と記事の間に大型のバナーを表示するタイプの広告枠

画像の内容を補完するテキストを挿入できます。

広告の差し込みは、以下の１か所に対してのみ実施されます。

・個別記事のオートページング時に、一定の間隔で出現します。 掲載料金

掲載費（2週間単位）：
192,000円

想定imp（2週間単位）：
100,000～320,000

掲載期間：2週間～

効果測定：
インプレッション、クリック数

※テキスト、画像、リンク先を
ご用意ください。

御社HPや
訴求したい
ページに遷移

記事

記事

オートページング時に、
記事と記事間に、
一定の間隔で出現

大きめの画像1枚もしくは、
複数枚（カルーセル）による、バナー表示

＜ストリームアド表示例＞

バナーをクリックすると、
外部URLに誘導いたします

価格はすべて税別



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー バナー

オートページングの記事の末尾に、所定の大きさのバナーを表示するタイプの広告枠

広告の差し込みは、以下の１か所に対してのみ実施されます。

・全ての個別記事の末尾に表示されます。

御社HPや
訴求したい
ページに遷移

掲載料金

掲載費（2週間単位）：
240,000円

想定imp（2週間単位）：
125,000～400,000

掲載期間：2週間～

効果測定：
インプレッション、クリック数

※テキスト、画像、リンク先を
ご用意ください。

オートページング時に、全ての個別記事の末尾に表示

＜バナー表示例＞

バナーをクリックすると、
外部URLに誘導いたします

価格はすべて税別



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー カスタムバナー

サイト内のネットワーク広告枠を貴社バナーに差し替えます

ご相談のうえ、掲載箇所、掲載期間をご用意いたします。

掲載料金

掲載費：
営業担当にお問い合わせくださ
い。

インプレッション、クリック数等の効果
測定はできません。（参考値のみお
伝えします）

※テキスト、画像、リンク先を
ご用意ください。

＜カスタムバナー表示例（PC）＞

＜カスタムバナー表示例（SP）＞



「ベースボール・マガジン社WEB」広告メニュー 雑誌タイアップ記事転載

弊社発行各誌で掲載したタイアップ記事を、ベースボール・マガジン社WEBに転載することが可能です。

記事をWEB用に組み替え、ネイティブアドとして掲載いたします。

弊社発行各誌
記事転載
掲載料金

掲載費（2週間）
：80,000円

想定PV（2週間）
：500～5000PV

掲載期間：2週間～

効果測定：
PV、インプレッション、クリック数

本誌タイアップ掲載例

WEBに転載

ネイティブアドとして
ベースボール・マガジン社WEBに掲載



広告のお申込み

申込み、入稿時は、下記を明記・ご準備の上メールにてお送りください。

■広告主 ■サイト名 ■スペース
■掲載期間 ■原稿データ（添付） ■リンク先

■広告について
―価格表記はグロス価格（税抜き）となります。
―期間中のimp数、クリック数はあくまでも想定であり、これを保証する
ものではありません。
―中途解約、掲載中止の場合でも、掲載料金の返金はいたしません。
予めご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

■掲載可否
―掲載可否は電子メールにて各営業担当までお願いいたします。
―弊社掲載基準に則り、掲載不可とさせていただく場合もございます。
予めご了承くださいませ。

■仮押さえ
―仮押さえにつきましては、弊社の営業担当の回答をもって、申込み受
領とさせていただきます。
―仮押さえ可能期間は、ご依頼日を含め3営業日まで。
仮押さえ期間最終日の17時を過ぎると自動解放とさせていただきます。
―掲載開始日7営業日以内の仮押さえは原則無効となり、申込み優先
とさせていただきます。
仮押さえ中の案件につきましても、申込み優先となります。
■申込み・入稿
―申込みにつきましては、弊社の営業担当の回答をもって、申込み受
領とさせていただきます。

―入稿締切りは、掲載開始日の5営業日前15時（土・日・祝祭日を除く）
必着にてお願いします。

※ご入稿が締切り期限を過ぎた場合はお申込いただいた掲載日に開
始できないことがございます。
―広告原稿は電子メールにて各営業担当までご入稿いただきますよう
お願いいたします。
※上記宛先以外ですと、掲載出来かねる場合もございます。

■原稿差し替え
―掲載期間中の広告原稿の変更やリンク先の変更等は、1週間に1回
までとさせていただきます。
―差し替え原稿を希望掲載日の3営業日前16時（土・日・祝祭日を除く）
までにご入稿いただきます。

■免責について
―広告内容およびリンク先のサイト内全ての情報について、第三者か

らの苦情および損害賠償請求、その他の要求があった場合は、すべて
広告申込者において解決し当社は一切の責任を負いません。
―使用する端末・機種によっては見え方が異なる場合があり、一部機
種によっては表示されない場合もございます。
―ページデザインおよび広告メニュー概要を予告なく変更する場合が
ございます。


