
広告商品名 バナーサイズ
（ PC・スマホ共通） スタイル 受付枠数 掲載単位 価格

トップバナー 728×90 バナー 1 半年 300,000

レクタングルバナー 300×250 バナー 3 半年 150,000

サブバナー A 300×100 バナー 5 半年 130,000

サブバナーB（6枠ローテーション） 300×100 バナー 6 半年 30,000

ジムバナー（8枠ローテーション） 300×100 バナー 8 半年 30,000

オリジナルタイアップ ̶ 導入バナー＋特設サイト 随時受付 1ヵ月～ 400,000

有料インプレッション ̶ 導入バナー＋記事 随時受付 1年 120,000

モニター企画 ̶ 導入バナー＋特設サイト 随時受付 3ヵ月 500,000

クローズアップクライミングジム ̶ 導入バナー＋記事 1ヵ月に 1件 1年 150,000

有料ニュース ̶ ニュース 5 1回 30,000

メールマガジン ̶ メールマガジン 随時受付 1回 50,000

特別ニュース ̶ ニュース 随時受付 半年で最大 6本（月 1回まで） 30,000

求人掲載 ̶ YAMAKEIONLINE連携 随時受付 応相談 20,000～

お問い合わせ　株式会社  山と溪谷社  広告部
〒101-0051  東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング　TEL 03-6744-1907　FAX 03-6744-1928　URL www.yamakei.co.jp
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「クライミングシューズの選び方」や「ギアインプレッション」の コンテンツ、フォトコンテストなどCLIMBING-netの独自企画が人気！
ジムの増加により、ジムデータベースのアクセスも伸びており、新規ユーザーがクライミングジムを知るきっかけとして大きな役割をはたしている。
ニュースへの関心も高く、CLIMBING-netを日常的に利用しているユーザーが多い。

お得なセット割

メールマガジンと
特別ニュースを
セットでお申し込
みいただくと、
もれなく

  ¥10,000割引！

クライミングジムのスタッフや店舗のアルバイト募集など、クライミングネットユーザーに向けた求人広告の掲載欄です。
ぜひご活用ください。掲載期間によって料金が変動いたします。ヤマケイオンラインにも同内容を掲載いたします。
3カ月¥20,000／半年間¥30,000／1年間¥50,000

求人掲載
¥20,000～＋税 （制作費、配信費込）

現在、全国のクライミングジム529軒に不定期で有益な情報を「ジムマガ」として配信しています。
当企画ではクライアント様のPRしたい内容を「ジムマガ特別版」として配信。商品やサービスを
クライミングジム様にPRしたい場合に最適な企画です。詳細案内などのPDFデータを添付すること
も可能！　
※写真素材はクライアント様からのご提供となります。また、同内容の再配信はできません。

 メールマガジン
¥50,000＋税 （制作費、配信費込）
登録ジム数：529軒（2018年10月現在）

サイト内で最も更新頻度が高く、ユーザーの注目度が高いコンテンツである「ニュース」枠を使って、
ジム関連の特別ニュースを配信いたします。ジム以外にもイベントレポートや新商品の告知など、
ご要望に応じて編集部が記事を作成し、通常のニュース同様に配信、SNSでの誘導をいたします。

特別ニュース

リーチ想定数：5000～　※記事によって異なります。
1本単体でも申し受けます（¥20,000～）

¥30,000＋税 

（半年間で最大6本、月1回まで。制作費・配信費込）

クライミングジム向け

ジ
ム
向
け

初心者から上級者まで、
納得のクライミング情報が満載
　東京五輪の開催まで、残すところあと約１年。公式
種目に採用されたスポーツクライミングは、テレビや
雑誌などで紹介されることが格段に増え、国内のクラ
イミングジムも500軒を突破したことから、昨今、ク
ライミングは大きなブームを迎えています。こうした
状況のなか、インターネットメディアとしてもっとも
早くから、もっとも有意義なクライミング情報を提供
し続けているのが「CLIMBING-net」です。ワールド
カップの速報はもとより、国内・外の岩場の初登・再
登攀情報、アルパインクライミングの記録、初・中級
者に向けたハウツーや用具紹介、各種イベントや動画
公開のお知らせ等、盛りだくさんの情報が日々、更新
されています。
　これまでも素早く、信頼できる情報を発信するメデ
ィアとして多くのユーザーに支持されてまいりました
が、今後も、より多くのクライミング愛好者のご期待
に応えるべく、充実した企画を提案させていただきま
すので、今後とも「CLIMBING-net」をどうぞよろし
くお願いいたします。
 2018年 11月 『CLIMBING-net』編集長　萩原浩司

ページビューは46万PV/月を突破！　ユーザー数は12万UU/月（2018年）

国内最大のクライミング・ボルダリング総合サイト



¥400,000＋税（掲載費¥100,000＋制作費¥300,000の基本料金）

掲載期間： TOPページのPRバナー、PRスペースから1カ月間、特設ページに誘導し、掲載。
ページ構成： 特設サイトのボリュームは3スクロール程度（A4サイズ換算で2ページ程度）が目安です。

フォーマットにとらわれない、自由度の高い企画。クライアント様の要望に応じて取材を行ない、構成します。
例えば、商品をクライマーに実際に試してもらう、商品の製作過程やブランドヒストリーを中心に取り上げる、
イベントに密着取材し、レポートとしてまとめるなど、さまざまな方法でのPRが可能です。

※コンテンツの二次使用は、用途に応じて別途お見積もりいたします。

 オリジナルタイアップ 随時実施

タイアップ企画 下記すべての商品企画には、取材実費は含まれておりません。内容に応じて別途お見積もりさせていただきます。

掲載期間： TOPページのPRバナー、PRスペースから1カ月間、特設ページに誘導し、掲載。

クライミングジムの魅力を訴求する企画。詳しい施設紹介や基本情報に加え、ジムオーナー様へのインタビ
ューや編集部による潜入体験レポートなど、ご要望に応じて内容を構成し、ジムの特徴を切り取ります。

ページ構成： 特設サイトのボリュームは3スクロール程度（A4サイズ換算で2ページ程度）が目安。

※コンテンツの二次使用は、用途に応じて別途お見積もりいたします。

¥150,000＋税（掲載費、制作費込）
 クローズアップ クライミングジム 随時実施

掲載期間： TOPページのPRバナー、PRスペースから2カ月間、特設ページに誘導し、
1年間掲載（3カ月以降は「グッズ」ページから誘導します）。

ページ構成： 商品情報（1スクロール程度）とインプレッションページ（2、3スクロー
ル程度）の2部構成です。

編集部やアウトドアライターが商品（1点）を実際に試用し、その特徴をわかりやすくレ
ポートするフォーマットタイアップ。コストパフォーマンスに優れ、人気の広告企画で
す。さらに、ご希望があればプレゼント企画も連動可能。あわせてご検討ください。

※取材させていただくのはカメラマン兼ライター1名となります。

¥120,000＋税（掲載費、制作費込）
有料インプレッション 随時実施

商品のPRを行なうと同時に、読者からモニターを募り、それを実際に試してもらう企画。リアルな感想や意見が掲載される
ことで、ユーザーにとって購入の後押しになります。さらに、モニターを募集する際、ユーザーの基本データに加えて自由に
4問、アンケートをとることができます。集計データはご提供させていただきますので、マーケティング資料としてもお役立
ていただけます。（応募人数想定：250～600程度）

¥500,000＋税（掲載費、制作費込）
 モニター企画 随時実施

掲載期間：掲載期間は3カ月間となります。TOP画面のPRバナー、PRスペースから特設ページへ誘導し、掲載。
ページ構成： 最初の1カ月間は商品のPRページを公開し、同時にモニター募集とアンケートを実施します。モニターは5名まで

募集可能（対象商品は1点のみ）。募集開始から3週間後にモニターを決定、試用期間がスタート（モニター適任者
はクライアント様に選出いただきます）。最後の1カ月間でモニターレポートを掲載いたします。

　　　　　※写真素材は原則、クライアント様からのご提供になります。

季節に応じて、連合企画や単発の企画も随時ご案内させていただきます。
「外岩に行こう！」「クライミングシューズの選び方」「おすすめ&話題のクライミングジム」など、
企画内容はさまざま。ぜひご期待ください！

 その他、企画を随時ご案内予定！

 広告プランのご案内
バナー

クライアント様のPRスペースのほか、オリジナルタイアップや有料インプレッション、モニター企画などへの誘導のためのスペースです。
商品やクライミングジムのPRにぜひご活用ください。

ラインナップ
もっともインプレッション数が多く、ブランド認知やイメージの向上に高い効果があります。1クライアント
様限定の特別広告枠。
主な掲載箇所：パソコン…サイト最上部／スマートフォン…トップページやニュース上部

1  トップバナー
¥300,000＋税　掲載期間：半年
想定インプレッション：1,200,000～／半年

正方形の大型サイズなので、写真素材やロゴマークを効果的に使用でき、サイトへの誘導等クリックを目的と
した広告にも最適です。
主な掲載箇所：パソコン…右カラム上部（3枠ローテーション）／スマートフォン…ニュースなど記事ページ下
部

2  レクタングルバナー
¥150,000＋税　掲載期間：半年
想定インプレッション：700,000～／半年

PC画面では固定で掲載され、ブランド認知に効果的なスペースです。各クライアント様が公平になるよう、
アクセスごとに5つの枠内で表示位置が変わります。5クライアント様限定の広告枠。
主な掲載箇所：パソコン…右カラム中部／スマートフォン…岩場詳細や各カテゴリートップ

33  サブバナーA
¥130,000＋税　掲載期間：半年
想定インプレッション：500,000～／半年

PC画面では、アクセスするたびに、最大6クライアント様でローテーションいたします。最もリーズナブルな
商品なので、「負担の少ない形で長期掲載をしたい」というクライアント様に最適です。
主な掲載箇所：パソコン…右カラム下部（6枠ローテーション）／スマートフォン…ジム詳細ページ

4 サブバナーB
¥30,000＋税　掲載期間：半年
想定インプレッション：120,000～／半年

右カラム下部に表示されるクライミングジム様専用の特別バナー。アクセスするたびに、最大8クライアント
様でローテーションいたします。半年間の掲載期間中に3回までCLIMBING-netのニュースでイベントやコンペ
の告知も可能です。ニュースはSNSでの誘導もセットのため、約1万人のSNSフォロワーに対して宣伝が可能
です。ニュースとセットでリーズナブルなおすすめ商品です。
主な掲載箇所：パソコン…右カラム下部（8枠ローテーション）／スマートフォン…ジム詳細ページ

5 ジムバナー
¥30,000＋税　掲載期間：半年
想定インプレッション：100,000～／半年
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オリジナルタイアップ、有料インプレッション、連合広告、ジム様向けコンテンツなどの
企画は、トップページの誘導スペースを活用更に SNSを用いて訴求効果をはかります。
※ローテーションでの表示となります。
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