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BBMスポーツとは

創業70年、数多くのスポーツ雑誌・書籍を発行してきた
“体育とスポーツの総合出版社”ベースボール・マガジン社（BBM）
が展開するスポーツ情報サイト

2良質コラム

BBMスポーツでは、自らの足で取材活動を行う各誌編集部が
ニュースや記事を配信。信頼性を重視し、”正しく”、”深い”
雑誌クオリティの記事をユーザーに届けます。

70年を超える出版活動で培ってきた深い知見に基づき、
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年を超える出版活動で得てきた貴重な写真をはじめ、BBM
にしかない財産（アーカイブ）を駆使し、往年のスポーツ
ファンのみならず幅広い世代へ興味深い記事を配信します。
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現場主義

アーカイブ
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サイトの特徴

16カテゴリーの記事が読める総合スポーツ情報サイト

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）

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
（フィギュアスケート

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）

BBMカード
（スポーツカードマガジン）

外部リンク

テニス
（テニスマガジン）

サッカー
（サッカーマガジン）
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■平均PV数 1,496,683（月間）
■平均ユーザー数 367,921（月間）
（Google Analytics調べ、2020年12月～2021年11月平均値）
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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。
記事へのリンクは、以下の2か所に設置されます。

広告メニュー

②全記事ページ下部「注目の記事：PICK UP」

①TOPページ 最上部カルーセル
<SP><PC>

タイアップ記事ページ
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ネイティブアド
タイアップ記事イメージ

広告メニュー
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【標準記事】
文章：1,500文字程度
画像：3～5点

レポート項目：記事PV

●記事制作費（取材・編集・執筆）※ゲスト出演料、
遠征費、ロケーション費等は別途
：N 300,000円
□雑誌掲載タイアップ記事のWEB転載も可能
（加工費：N 100,000円）

●掲載費（2週間単位）
：G 400,000円
◎2週間以上の掲載期間をご設定ください
※想定PV（2週間）：500～5000PV

☆新規記事、4週間掲載の場合
記事制作費：N 300,000円
掲載費：G 800,000円

＜お申し込み期日＞
掲載希望日の8週間前
掲載開始日は原則として平日の正午とします。

※PRアイコンが付きます。
※掲載期間終了後も記事は同一URLでアーカイブされます。
※上記価格は税別です。
※同時期に3記事（3社）まで展開できます。
※掲載期間中の競合調整は行いません。あらじめご了承
ください。



バナー
サイト内記事ページに設置する広告枠

広告メニュー

＜PCバナー＞サイドカラム最上部
＜SPバナー＞全記事の末尾
＜SPオーバーレイ＞ブラウザ下部に常時表示

※出稿中もネットワーク広告枠は継続して
掲出します。
※画像（jpg,gif,png)、リンク先URLをご提
供いただきます。
※掲載費はグロスです。

（プレビューページ）

9

PCバナー SPバナー
SP

オーバーレイ

サイズ 300×250pixel 320×50pixel

掲載費
（2週間）

100,000円 300,000円 400,000円

想定imp
（2週間）

20,000～
100,000

120,000～
500,000

250,000～
700,000

想定CTR
（2週間）

0.1～0.3% 0.2～0.4% 0.2～0.5%

掲載期間 2週間～

枠数 各1枠限定

レポート項
目

imp数、クリック数

（記事ページ）



カスタムバナー
リクエストに合わせた広告枠をカスタマイズしてご提供します

広告メニュー

特定のページの、ご指定のスペースを広告枠として創出し、広告クリエイティブ
を掲出することができます。動画広告を展開いただくことも可能です。

まずはご希望を伺い、最適なプランをご提案します。
詳細は営業担当者にお問い合わせください。
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ご注意事項
広告メニュー

■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。
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広告掲載・入稿規定
広告メニュー

本サイトへの掲載をお申し込みいただいた広告に関する掲載の可否は、株式会社ベースボール・マガジン社（以下、ベースボール・マガジン社）が決定い
たします。掲載広告及び広告のリンク先の表現・コンテンツが以下の掲載基準に該当する、又は該当するおそれがあるとベースボール・マガジン社が判断
した場合、並びに不適当と判断した場合は、広告の掲載をお断りします。
また、掲載された広告及び当該広告のリンク先の表現・コンテンツがお申し込みいただいた内容と異なる場合及び以下の掲載基準に該当することが判明し
た場合は、掲載を中止させていただく可能性があります。

掲載基準
(1)広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。
(2)法律（不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、各種業法を含みますがこれらに限りません。政令・省令、条例、条約、公正競争規約
に違反、またはそのお
それがあるもの。なお、広告の内容が商品等の販売又はサービスの提供に関するものである場合は、特定商取引に関する法律（以下「特定商取引
法」といいます。）の
適用の有無にかかわらず、特定商取引法第11条（通信販売についての広告）及び特定商取引法第12条（誇大広告等の禁止）の定めに違反、または
そのおそれがあるもの。
(3)許可・認可を要する業種で許可・認可のない広告主によるもの。
(4)詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの。
(5)医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生省が承認する範囲を逸脱するもの。
(6)テロ・暴⼒・賭博・⿇薬・売春等の行為を肯定又は美化するもの、又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの。
(7)わいせつ性が⾼く、露出度の⾼い写真・イラスト・コピー、幼児虐待にあたる情報が含まれているもの。
(8)醜悪・残虐・猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの。
(9)商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの。
(10)名誉毀損、信用毀損、個⼈情報の漏えい、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害となるおそれのあるもの。
(11)非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの。
(12)無限連鎖講（ねずみ講）の開設、勧誘、詐欺的又は健全性を⽋いた経済行為に係わるもの。
(13)宗教団体の勧誘又は布教活動に係わるもの。
(14)内外の国家、⺠族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの。
(15)有害なコンピュータプログラムが機能し、またはその流通を助⻑するおそれのあるもの。
(16)取得する個⼈情報の利用目的が明記されていない、また記載通りの運用がなされていないサイトの広告。
(17)弊社のサービスと競合性が⾼い事業や企業の広告。
(18)インターネットを悪用した違法な代行業・ノミ行為など反社会的な行為に通ずるもの。
(19)その他公序良俗に違反するもの。
(20)買い目を販売している予想業種。
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お問い合わせ先
広告メニュー

株式会社ベースボール・マガジン社 営業局 メディア事業部
www.bbm-japan.com

東京都中央区日本橋浜町2-61-9 TIE浜町ビル
TEL:03-5643-3927 FAX:03-5643-3928
bbmad@bbm-japan.com
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