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市民・政治家等を対象にアンケートを実施し、時事性のあるテーマ等について 
調査レポートを掲載しています。 

国会のみならず地方自治体の政策や地域課題、地方創生を中心とした行政やNPOの 
取り組みを紹介する記事を掲載しています。 

日本全国の政治を網羅する圧倒的な情報量 

選挙情報 
国政だけでなく、日本全国の地方議会選挙及び首長選挙の情報を掲載しています。 
選挙に関する基礎情報だけでなく、選挙の際に実施される公開討論会に関する情報も 
掲載しています。 

毎日更新！ 

現職・候補者に関わらず全ての政治家の政策・理念、実績、プロフィール等の情報を 
掲載しています。 

政治家情報 

政治・行政ニュース 

教えて政治山 

調査情報 

政治山は、自治体・官公庁に分散されている情報を集約し、 
政治家と国民の情報発信＆交流の場です。 

ニュースに出てくる用語や、永田町独特の言葉遣い、慣習など、難しい政治・選挙
の世界をできるだけ分かりやすく解説します。 

広告 

広告 

広告 

広告 



Copyright © 2017 Seijiyama All Rights Reserved. メディアガイド・広告メニュー 2017年1-2月 2 

男性が約80％を占めており、 
ピンポイントな訴求が可能です。 

属性情報 ～日本を動かしている人が集まる～ 

性別 
30～40代が約60％を占め、 
可処分所得の高いユーザーに 
ご利用頂いています。 関東を中心に、全国民にご利用頂いています。 

幅広い地域にリーチできます。 

職業 

年齢 都道府県 

北海道・東北 
５％ 

九州・沖縄 
５％ 

中国・四国 
３％ 

北陸甲信越 
３％ 

関東 
65％ 

近畿 
13％ 

東海 
５％ 

2014年9月末現在 

首長・議会関係者が驚愕の２２ ％！経営者や会社役員等の、 
政局や日本経済に関心の高いユーザーが多い。 

Web媒体では珍しい地方議員・首長や政治団体関係22％、 
会社経営・自営業は14％となります。 
さらに会社員や公務員、団体職員の約6割が役職者です。 
自己投資の意欲が高いユーザー層に支持を得ています。 

男性 81％ 

女性 
19％ 

20代以下 
14％ 

30代 
26％ 

40代 
32％ 

50代 
18％ 

60代以上 
10％ 

会社員 34% 

地方議員･
首長 
22% 

自営業 8% 

会社経営 
6% 

その他 21% 

公務員・
団体職員

9% 海外・・1％ 
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0冊 
8% 

1～2冊 
45% 3～5冊 

30% 

6～9冊 
7% 

10冊以上 
10% 

読書量が多く「学ぶ」意欲が高いユーザー層 
約5割がインターネット経由で書籍を購入 

1カ月の読書量について、お聞かせください。 

1日のおよその読書時間について、お聞かせください。 書籍の主な購入方法をお聞かせください。 

学びたいと思っていると回答した 
方が約90％ 
学習意欲が高い方に訴求できます 

10冊以上と回答した方が約10％ 
読書量の多い方々が集まっている 
サイトです。 

1時間以上と回答した方が約40％ 
読書量の多い方々が集まっている 
サイトです。 

インターネットから購入したと 
回答した方が50％ 
インターネットからの購買が 
期待できるユーザーに訴求できま
す。 
 

あなたが今後、身に付けたいスキルや知識、探求し
たい趣味はありますか? 
 

何でもいいから 
学んでみたいとは 
思っている 

40% 

特に学んでみたいものはない  
8% 

学んで身に付け 
たいと決めている 
・始める予定がある 

32% 

30分 
48% 

1時間 
28% 

0時間 
12% 

2時間 
9% 

3時間以上 
3% 

ネットで購入 
50% 書店で購入 

40% 

購入しない 
10% 

属性情報 ～学ぶ意欲が高い人が集まる～ 

漠然と学びたいと 
思っていることが 
ある 20% 
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①ブランドパネル ②プライムディスプレイ 

トップページ 
ファーストビュー内に表
示！ 
インパクト大です 

PC表示では、トップページ 
ファーストビュー内に表示！ 
インパクト大です 

広告メニュー詳細① 

メニュー名  プライムディスプレイ 

掲載期間 1カ月 

主な掲載面 トップ面以外の全ページ 

枠数 5枠ローテーション 

サイズ 
（左右×天地） 

300×250px 

データ容量 50KBまで 

ファイル形式 gif、jpg、png、swf 

メニュー名 ブランドパネル 

掲載期間 1カ月 

主な掲載面 
トップページ 

（スマホは記事ページも） 

枠数 5枠ローテーション 

サイズ 
（左右×天地） 

300×250px 

データ容量 50KBまで 

ファイル形式 gif、jpg、png、swf 

トップページ以外の 
ファーストビュー内に表
示！ 
インパクトとimp数の 
両方が期待できます 

PC表示では、トップページ以
外のファーストビュー内に表
示！インパクトとimp数の 
両方が期待できます 
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③テキストリンク ④サイドバナー 

広告メニュー詳細② 

メニュー名   テキストリンク 

掲載期間 1カ月 

主な掲載面 トップ・記事・選挙ページ 

枠数 5枠ローテーション 

サイズ 
（左右×天地） 

全角30文字以内 

100pix 
メニュー名   サイドバナー 

掲載期間 1カ月 

主な掲載面 （PCのみ）全ページ 

枠数 最大5枠 

サイズ 
（左右×天地） 

300×100px 

データ容量 50KBまで 

ファイル形式 gif、jpg、png、swf 

選挙情報のすぐ下です 

ピックアップ欄のすぐ下！ 
記事・選挙ページでも上部に表示!! 

トップページのほか、 
すべてのページに表示！ 
少ない予算で大きな効果が 
期待できます 
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広告 広告 

広告 

⑤センターディスプレイ 

メニュー名 インフィード広告 

掲載期間 1カ月 

主な掲載面 トップ・記事・選挙ページ 

枠数 最大3枠 

サイズ 
（左右×天地） 

テキスト30文字以内 
画像左右300～500px 

データ容量 50KBまで 

ファイル形式 gif、jpg、png、swf 

広告メニュー詳細③ 

メニュー名 センターディスプレイ 

掲載期間 1カ月 

主な掲載面 
（PCのみ） 

記事・選挙ページ 

枠数 3枠ローテーション 

サイズ 
（左右×天地） 

300×250px 

データ容量 50KBまで 

ファイル形式 gif、jpg、png、swf 

⑥インフィード広告 

広告 

「今、あなたにオススメ」と「よ
く読まれています」の間に表示 

トップページの「新着記事&
よく読まれています」「ラン
キング」に重点表示！ 
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株式会社パイプドビッツ（以下「当社」といいます）は、下記のとおり「広告掲載基準」を定め、これに則
り広告を掲載してまいります。広告主様は、当社の運営するウェブサイトへ広告を掲載するにあたり、当社
の「広告掲載基準」の遵守をお願いいたします。なお、広告主様が当社の運営するウェブサイトへの広告掲
載のお申し込みが完了した時点で、「広告掲載基準」を承認したものといたします。 

・当社は、自社の運営するウェブサイト内の広告掲載において、その全ての権利を有します。 
・掲載を希望するお客様の広告が、広告掲載基準を満たしていない、もしくは満たさないおそれがあると当

社が判断した場合には、掲載をお断りすることがあります。また、一度掲載された広告でも、後に広告掲
載基準を満たさない、もしくは満たさないおそれがあることが判明した場合には、当社の裁量にて当該広
告の掲載を停止することがあります。 

・当社は、いつでも広告掲載基準を変更できるものとします。 
・下記に該当もしくは該当するおそれがある広告は、掲載いたしません。 
（１）法令に違反し、又は違反するおそれのある広告  
ア 法令により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの  
イ 法令に基づき必要とされる許可、認可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの 
ウ 法令によって消費者に対する警告表示（利用者の年齢制限など）が必要とされているにも関わらず、警

告文が入っていないもの 
エ 医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそ

れのあるもの 
（２）公序良俗に反するおそれのある広告 
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、美化するもの 
イ 醜悪・残虐・猟奇的で嫌悪感または不快感を与えるおそれのあるもの 
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの 
エ 犯罪行為を誘発するおそれのあるもの 
オ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの 
（３）人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのある広告  
ア 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人

権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの  
イ 名誉、プライバシー、肖像権等の侵害のおそれのあるもの  
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの 
（４）誇大、虚偽、誤認等のおそれのある広告  
ア 誇大な表現や根拠のない表示、誤解を招くような表現を含むもの  
イ 虚偽の表示を含むもの 
（５）宗教信仰による勢力拡大、布教活動あるいはこれらに反対する目的の広告 
（６）青少年の保護、健全な育成に悪影響を及ぼすと考えられる広告 
ア 水着姿、裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの  
イ 犯罪、ギャンブル等を肯定し助長するようなもの  
ウ 暴力やわいせつ性を連想、想起させるもの  
エ 青少年の人体、精神、教育に有害なもの 
（７）ユーザーに誤認を与えたり、混乱する恐れのある次の表現を用いた広告 
ア ユーザーに対して不快感を与えるもの 
  （点滅間隔が短いもの、コントラストの強い反転表示が継続するものなど） 
イ OSやウェブブラウザの操作上の表現を使用したもの 

１．当社は停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他
サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など、当社の責に帰すべき事由以外の原因によ
り、広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、当社はその責を免れるものとしま
す。但し、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。 

２．当社は、以下の各項に該当する場合、広告配信を停止することができるものとし、この場合、当社は広告配
信の停止による責任を負わないものとします。 

（１）広告の配信中に当該広告からのリンク自体が無効である場合 
（２）リンク先のサイトに不具合等が発生している場合 
（３）リンク先の内容が法令等に違反している又はそのおそれがある場合 
（４）広告掲載基準に抵触していると判断される場合 

３．広告主及び代理店又は広告主の広告が他のユーザー又は第三者に対して損害を与えた場合、広告主又は代理
店がその一切の責任を負うものとします。 

４．当社は、ユーザー又は第三者が広告主の広告を通じて得る情報について、その完全性・網羅性・正確性・確
実性・有用性等にいかなる保証も行わないものとします。 

５．当社は、ユーザーが使用するいかなる機器、ソフトウェアについて、その動作保証等を行わないものとしま
す。 

６．広告掲載開始日および広告差替日において、掲載開始から６時間は掲載調整時間とし、掲載調整時間内の不
具合等については、当社はその責任を負わないものとします。 

７．弊社は、本免責事項をいつでも予告なく変更ができるものとします。 

ウ 当社コンテンツの一部と誤認しやすいもの 
エ QRコードに代表される二次元コードなどの文字情報 
オ 機種依存文字、英数字以外の半角記号、半角カタカナのテキスト 
カ ●、▼、▲、■、◆、★などを多用したテキスト 

（８）他のサービス・商品と比較する広告 
  客観的な根拠のない比較表現を用いたもの 
（９）反社会的勢力と関係があると思われる広告 
（10）その他、当社が不適切であると判断した広告 

ア 商標権、著作権等の知的財産権を侵害するもの 
イ 非科学的または迷信に類するもので利用者を迷わせたり、不安感を与える恐れのあるもの 
ウ 投機心・射幸心を著しく煽るおそれのあるもの 
エ 効能・効果・性能等を関係省庁が承認する範囲を逸脱するもの 
オ 広告内に表示されている製品・サービスとリンク先の内容に相違があるもの 
カ 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの 
キ 掲載開始時点で、申し込み時点の内容と異なるもの 
ク 紙幣および通貨について、一見してデザインであると判別できないもの 
ケ 業種ごとに定めのある広告に関する関連法規等に照らし問題があるもの、その他各業種の特性を考慮し、 
  消費者保護の観点からふさわしくない表現となっているもの 
コ URL、Eメールアドレス、電話番号、住所などの連絡先情報が記載されているもの 
サ その他当社が不適切と判断したもの 

 
※上記以外に各業界別にも掲載基準が当社内規で定められておりますので、案件別に確認させていただきます。 

広告掲載基準 および 免責事項 

広告掲載基準 

広告掲載に関する免責事項 
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（１）画像原稿 
バナー画像には、広告対象となる会社名、ロゴマーク、製品、サービス内容のいずれかを明示いただくようお
願いいたします。なお、位置や大きさ、表現方法は問いません。また、透過の使用はお断りさせていただきま
す。 
※当社が規定する広告掲載可否基準に基づき、変更をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

 
（２）テキスト原稿 
連続する全角30文字以内とし、半角カナ、機種依存文字は不可となります。※ [PR]は含みません。  
また、以下の記号を使用する際のルールを遵守いただけますようお願いいたします。 
【使用可能文字】 
  漢字、ひらがな、全角カタカナ、数字（全角/半角）、アルファベット（全角/半角） 
  以下の記号（全角）  
  、 。 ・ ？ ！ ＿ … ‘’ “” （） 〔〕 ［］ ｛｝ 〈〉 《》 「」 『』 【】 ＝ ※ → ← ↑ ↓ ⇒ ⇔ ≪ ≫  
  ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼  
【使用不可文字の一例】 
  機種依存文字（①・㈱等）、半角カタカナ、半角句読点、半角かっこ 、半角ナカグロ（･）、全角濁点 
  （゛）、全角半濁点（゜）、半角濁点（ﾞ）、半角半濁点（ﾟ） 、ノット記号（ﾢ）、セント記号 
  （ﾠ）、二重線（∥）、波線（～） 、アンド記号（＆）、ポンド記号（ﾡ）、全角マイナス記号（－） 
  等。 
 ※他にも使用不可の文字がございます。記号は「使用可能文字」のみをご使用ください。  
・記号3回以上の使用、連続使用は不可となります。 
  NG例：こんなに素早く！？給与明細の発行が驚くほど簡単に！！！  
  NG例：▲政治のポータルサイト☆政治山▲  
・かっこ記号については始まりと終わりをセットでご使用ください。 
  １つを単独で使用することはできません。 例：（）→１セット  
  “（ ” →単独では使用できません 、“ ）” →単独では使用できません  
・顔文字などの文字装飾やスペースの装飾的な使用できません。  
  NG例：(^-^*)/ 、メール配信の S P I R A L 
 
メール送信時の注意点 
添付ファイルは、2MBまでとなります。ご留意ください。 
 
※ここに記載した「表現基準」は、今後変更する可能性があります。 お申込時に最新版をご確認ください。 

（２）入稿素材について 
1．入稿ファイル 
 swfファイル ：ver10.1以下、50KB以内、アニメーション可（15秒以内） 
      swfファイルは、ユーザーが使用するブラウザにより表示されない場合がございます。あらかじめご了   
      承ください。なお、代替画像（gif、jpg、png）をご入稿いただくことにより、未対応ブラウザへ配信 
      することは可能です。 
 代替gifファイル： gif、jpg、png（gifアニメは3コマ、10秒まで） 
 
2．リンクの設定 
 ボタンを作成し、getURLアクションを使用して後述のソースを入力してください。 
 リンク先は1つの広告につき、1カ所のみとなります。 
 １）URL ：clickTAGを使用 
 ２）window：広告ごとの指定不可 
 ３）変数：「送信しない」を選択 
 ４）その他：on(release） チェックボックスにチェック 
----------------------------------------------------- 
on (release) { 
if ((clickTAG.substr(0, 5) == "http:") or (clickTAG.substr(0, 6) == "https:")) { 
getURL(clickTAG, targetTAG); 
} 
} 
----------------------------------------------------- 
3．その他の設定 
 フレームレート：18fps以下 
 背景色の設定  ：最下層レイヤーに設定 
 音声  ：OFF 
 フォント  ：flashファイルに使用されている全てのフォントをアウトライン化（｢分解」して｢塗りに変換｣） 
 
■注意事項 
1．スクリプトの禁止事項 
 ユーザー環境情報を取得・更新する処理、テキストオブジェクトに関する処理、外部ファイル読み込みスクリプ

ト、過度にCPU負荷を与える処理、外部サーバーとの通信スクリプト、外部ハード機器を必要とする処理、ユー
ザーのクリックアクション以外の行動を取得する処理 ※ 

※バナークリエイティブ内で文字の入力や項目の選択を要求し、その内容によりリンク先を指定するなど、Flashで引
数を渡す仕様の原稿につきましては、必ず掲載開始前にご相談ください。 

2．ムービーファイル（.flaファイル）のご提示 
 ムービーファイル（.flaファイル）の入稿は不要とさせていただいておりますが、FlashPlayerファイル（.swfファ

イル）において原因不明の不具合等があった場合に、確認のために提示をお願いする場合がありますので、あわせ
て保管していただけますようお願いいたします。 

3．ご入稿データの修正 
 当社での動作試験において、再生時にCPUに過剰な負荷がかかる場合など動作上の不具合が発見された場合は、修

正をお願いすることがございます。 

（１）表示環境について 
 以下の環境を全て満たすユーザーにのみFlashバナーを配信します。 
 それ以外のユーザーに対しましては、代替イメージを配信します。 
 ・Flash Player 6以上、10以下がインストールされたマシン 
 ・JavaScriptが動作可能な環境 

表現基準 

ご注意 

表現規定 

Flash入稿規定 
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広告掲載申込み後、広告主申込者の都合で広告掲載を中止する場合、申込金額の全額を違約金とし
ていただきます。 
また広告主、申込者は、申込金額全額を支払うことにより広告掲載を中止することができるものと
します。 

キャンセルポリシー 

お申込の前に、必ず空き枠状況および掲載可否をご確認ください。 
お申込の際は、別途定める「政治山」広告掲載規約に同意のうえ、所定の申込書に必要事項を記入
し、当社の営業担当者にメール又はFAXにてご提出をお願いいたします。 
申込書用紙は、当社の営業担当者までご用命ください。 

電子メールに入稿書および原稿データを添付し、掲載開始希望日の５営業日前の17時までに、当社
の営業担当者にご送付をお願いいたします。 
締切を過ぎてご入稿の場合は、広告掲載開始時刻を保証いたしかねます。 

掲載開始時刻は、原則、平日（土日祝祭日、年末年始を除く）の午前11時00分となります。 
配信レポートは、原則、原稿掲載完了後、５営業日までに１か月分のレポート（imp数、クリッ
ク数、クリック率／日）をPDFで提出いたします。 
なお、お申込時にご要望がある場合にのみ、２週間分のレポートを５営業日までに提出いたしま
す。 

・入稿データ 
JPG（画像）、GIF（画像又はアニメーション（無限ループ可））、SWF（フラッシュ） 
50KBまでとなります。 
・同時入稿数 
２本の原稿まで同時にご入稿いただけます。 
・リンク数 
リンク数は、１つの原稿につき１本までとなります。 
・原稿差替え 
月に２回まで原稿を差替えいただけます。 
差替日を明記のうえ、差替日の５営業日前の17時までに再入稿をお願します。 

ご入稿 

掲載開始・配信レポート等 

入稿方法・締切等 

お申込方法 

お申し込みから掲載までの流れ 
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入稿書 
 
入稿書は、入稿メールとして以下の要領を記述し、弊社担当者に電子メールで
ご入稿をお願いいたします。また、入稿時は、原稿（バナー画像またはテキス
ト原稿）も添付いただけますようお願いいたします。 
なお、原稿入稿時の電子メールは、2MBまでとなりますのでご留意ください。 

 
▼メールタイトル 
政治山入稿書／広告主様名 
▼メール本文 
【広告主様名】株式会社○○ 
【会社概要 】http// 
【業種   】 
----------------------------------------------------------- 
【LPサイト名】○○ 
【LPのURL 】http// 
【商材   】 
----------------------------------------------------------- 
【広告メニュー】 
【掲載期間  】 
【申込料金  】 
----------------------------------------------------------- 
【入稿原稿本数】 
【原稿の添付 】広告メニューにより（1）または（2）をご選択ください。 
（1）バナー画像：aiの場合は、必ずjpgも一緒に送信してください。 
 〔ファイル名 〕 
（2）テキスト原稿：全角30文字まで（半角NG） 
 [PR] １２３４５６７８９10１２３４５６７８９20１２３４５６７８９30 
 [PR]  
----------------------------------------------------------- 
【代理店様名 】株式会社○○ 
【お申込ご担当者様】メール署名で代用可 
〔会社名 〕 
〔部署名 〕 
〔氏名  〕 
〔電話  〕 
〔アドレス〕 
〔住所  〕〒 
----------------------------------------------------------- 

入稿書（記入例） 
 
入稿書は、入稿メールとして以下の要領を記述し、弊社担当者に電子メールで
ご入稿をお願いいたします。また、入稿時は、原稿（バナー画像またはテキス
ト原稿）も添付いただけますようお願いいたします。 
なお、原稿入稿時の電子メールは、2MBまでとなりますのでご留意ください。 

 
▼メールタイトル 
政治山入稿書／株式会社ぱいぷどびっつ 
▼メール本文 
【広告主様名】株式会社ぱいぷどびっつ 
【会社概要 】http://www.pi-pe.co.jp/company/outline/ 
【業種   】情報資産プラットフォーム事業 
----------------------------------------------------------- 
【LPサイト名】組織診断ツール紹介 
【LPのURL 】http://www.pi-pe.co.jp/spiral-suite/apps/orgdiagnosis/ 
【商材   】ソフトウェア 
----------------------------------------------------------- 
【広告メニュー】ブランドパネル 
【掲載期間  】2011年12月１日～１ヶ月間 
【申込料金  】10,000円 
----------------------------------------------------------- 
【入稿原稿本数】２本 
【原稿の添付 】広告メニューにより（1）または（2）をご選択ください。 
（1）バナー画像：aiの場合は、必ずjpgも一緒に送信してください。 
〔ファイル名 〕soshikishindan.jpg、shindan.gif 
（2）テキスト原稿：全角30文字まで（半角NG） 
 [PR] １２３４５６７８９10１２３４５６７８９20１２３４５６７８９30 
 [PR]  
----------------------------------------------------------- 
【代理店様名 】株式会社あいうえお／山田太郎 
【お申込ご担当者様】メール署名で代用可 
〔会社名 〕株式会社あいうえお 
〔部署名 〕広告事業部 
〔氏名  〕山田太郎 
〔電話  〕03-1234-×××× 
〔アドレス〕yamada.taro@aiueo.co.jp 
〔住所  〕〒123-××× 東京都港区青山×-×-× 
----------------------------------------------------------- 

入稿書 

http://www.pi-pe.co.jp/spiral-suite/apps/orgdiagnosis/�

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

