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FNN プライムオンライン広告媒体資料



フジテレビ 28 Network

Fuji News Network

ポイント

フジテレビ系列28局で
全国のニュースをカバー

全国放送ニュースに加え、地域の

ニ ュ ー ス を全国各地のユーザーに

対して配信しています。

さらに、編集部オリジナル記事では

気になるニュースや話題の出来事を

深堀りし解説します。

フジテレビ系列28局で全国のニュースを
カバー。 1日平均50〜60記事を配信。

02Media Guide

プライムオンライン編集部、
専門家解説などオリジナル
の記事を1日5〜10本、配信。

*代表的な番組・放送局・コンテンツのみ掲載しています。

オリジナル
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iOS/Android

PC スマホ アプリ SNS

Follower

Twitter 16万2,000人

Facebook 6万2,000人
登録者160万人

YouTube

データ集計：2023.05



Fuji News Network

ユーザー 04Media Guide

コアユーザーは40歳前後の

ビジネスパーソン。

働き盛り世代の情報収集手段

として支持されています。

ユーザーの41%が女性。

旅行・健康・教育・服飾・美容・

環境などとの親和性が高く、広

告効果も高い傾向にあります。

約82％がスマホユーザー。

気軽にアクセスできる総合

ニュースサイトです。

フジテレビ系列28局のニュー

ス配信により、全国各地のユー

ザーが利用。

地域の情報収集に利用されて

います。

データ集計：Google Analytics 2022.09~2023,5

ビジネス
パーソン

女性

41％
スマホユーザー

82％
ユーザーは

全国に
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平均1億2,290万PV 平均2,227万UU

データ集計：Google Analytics 2022.4~2023,5

女性

41%

男性

59%

性別
18-24歳

9%

25-34歳

22%

35-44歳

29%

45-54歳

19%

55-64歳

11%

65歳以上

10%

年齢

モバイル

82%

PC 16%

タブレット 2%

デバイス
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データ集計日：2022.4~2023,5

FNN プライムオンラインのニュース配信先
は随時拡大中。

各プラットフォームに合わせてコンテンツを
最適化しています。記事の配信テーマ・タイ
ミングによっては、トップタイトル獲得も。

総コンテンツビュー（過去1年間月平均）

6億9,900万view

連携メディア



千代田化工建設株式会社

Fuji News Network
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長野県佐久市

事例（記事／記事＋動画／キャスティング）

記事を読む

動画を見る

日本郵政株式会社

動画を見る 動画を見る

記事を読む 記事を読む記事を読む

アドビ株式会社

https://www.fnn.jp/articles/-/416519
https://www.youtube.com/watch?v=vDOyIW7bftg
https://www.youtube.com/watch?v=UPvsgCvyFhE
https://www.youtube.com/watch?v=8gNhsXRZCHk
https://www.fnn.jp/articles/-/330922
https://www.fnn.jp/articles/-/469863
https://www.fnn.jp/articles/-/439299
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ハウス食品グループ本社

Fuji News Network

記事を読む

動画を見る

めざせ1日80g！たんぱく摂ろう会

記事を読む

動画を見る

https://www.fnn.jp/articles/-/501703
https://www.youtube.com/watch?v=kno40VY49Qs
https://www.youtube.com/watch?v=vXzPYGh-X7E
https://www.fnn.jp/articles/-/502049
https://www.youtube.com/watch?v=kno40VY49Qs
https://www.youtube.com/watch?v=QWdkaSJr7-4
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取り上げるテーマに合わせて
FNN プライムオンライン編
集部が取材。オリジナリティ
の高い編集記事を展開します。

80万円(税別)

(税込価格 88万円)

記事

FNNプライムオンライン編
集部による取材と短尺の動画
を制作。動画付きのお得な
セットになります。

記事+動画

フリーアナウンサーを個別に
キャスティングした対談形式
のインタビュー。プレミアム
感の高いコンテンツを記事と
動画で配信します。

記事+動画+
キャスティング

FNNプライムオンライン
サイト内にディスプレイ
広告を配信します。

純広告

120万円(税別)

(税込価格132 万円)

150万円(税別)～

(税込価格 165万円～)

90万円(税別)～

(税込価格 99万円)

AD

メニュー

ブーストプラン

広告出稿などを利用したブーストプランの実施も可能です。
詳しくは営業までお問い合わせください。

1万PV@80円 / 3万PV@70円 / 5万PV@60円（すべて税別）
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料金 80万円（税別）税込価格88万円

PV 10,000PV保証

掲載 TOPページ他 / 掲載期間3週間

形式 テキスト2,000文字を中心に写真、図版を活用した記事形式。

備考

- 掲載は掲載基準に基づいた事前審査が必要です。
- コンテンツ内と誘導枠に「Sponsored」表記を挿入。
- この記事に関する権利は「FNNプライムオンライン」が有します。
- 2次利用を検討される場合は営業担当までご連絡ください。
- 誘導枠期間終了後も制作したコンテンツは「FNNプライムオンライン」にアーカイ

ブされます。（著名人出演の場合は掲載期間は、出演の契約期間に準じて調整する
場合があります）

記事

Brand Sponsored

取り上げるテーマに合わせてFNNプライムオンライン編集部が取材。
オリジナリティの高い編集記事を展開します。

記事を読む

https://www.fnn.jp/articles/-/443495
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料金 120万円（税別）税込価格132万円

PV 10,000PV保証

掲載 TOPページ他 / 掲載期間3週間

形式 テキスト2,000文字を中心に写真、図版を活用した記事形式と動画。

備考

- 掲載は掲載基準に基づいた事前審査が必要です。
- コンテンツ内と誘導枠に「Sponsored」表記を挿入。
- この記事に関する権利は「FNNプライムオンライン」が有します。
- 2次利用を検討される場合は営業担当までご連絡ください。
- 誘導枠期間終了後も制作したコンテンツは「FNNプライムオンライン」にアーカイ

ブされます。（著名人出演の場合は掲載期間は、出演の契約期間に準じて調整する
場合があります）

記事+動画

Brand Sponsored

FNN プライムオンライン編集部による取材記事と短尺の動画を制作します。

動画を見る

記事を読む

https://www.youtube.com/watch?v=kno40VY49Qs
https://www.youtube.com/watch?v=Jie-_b30Q04
https://www.fnn.jp/articles/-/378872
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記事+動画+キャスティング

Brand Sponsored

フリーアナウンサーやタレントを個別にキャスティング。
対談形式のインタビューを実施し、動画＆記事で展開します。

料金 150万円〜（税別）税込価格165万円〜

PV 10,000PV保証

掲載 TOPページ他 / 掲載期間3週間

形式 テキスト2,000文字。動画5分程度（尺は要相談）

備考

- 掲載は掲載基準に基づいた事前審査が必要です。
- コンテンツ内と誘導枠に「Sponsored」表記を挿入。
- この記事に関する権利は「FNNプライムオンライン」が有します。
- 2次利用を検討される場合は営業担当までご連絡ください。
- 誘導枠期間終了後も制作したコンテンツは「FNNプライムオンライン」にアーカイ

ブされます。（著名人出演の場合は掲載期間は、出演の契約期間に準じて調整する
場合があります）

- キャスティング費用も上記に含まれます。キャスティングは事務所と調整が必要で
す。

コンテンツに応じたフリーアナウンサーのキャスティングが可能です。

記事を読む 動画を見る

https://www.fnn.jp/articles/-/316903
https://www.youtube.com/watch?v=kno40VY49Qs
https://www.youtube.com/watch?v=kno40VY49Qs
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知名度の高い経験豊富なナビゲーターのキャスティングも可能です。

境鶴丸（さかいつるまる）

1989年フジテレビにアナウンサーとして入社。アナウンサ
ーとして 、「FNNスピーク」「FNNスーパーニュース」な
どの情報・報道番組で活躍後。2022年3月退社。

特技は日本舞踊。花柳流名取・花柳龍彦の芸名も持つ。

佐藤里佳（さとうりか）

1989年フジテレビにアナウンサーとして入社。バラエ
ティ番組やニュースなどで活躍。2019年にアナウンス
室長に。2021年7月～CSR・SDGs推進室（チャリティ
キャンペーン推進部長）を経て2022年3月退社。

一児の母。趣味は料理、ワイン、麻雀。日本ソムリエ
協会認定・ワインエキスパート。

平井理央（ひらいりお）

1982年11月15日、東京生まれ。

2005年フジテレビに入社。「すぽると！」のキャスターを
務め、オリンピックなど国際大会の現地中継等、スポーツ
報道に携わる。

2013年より、フリーで活動中。
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福原直英（ふくはら なおひで）

1992年フジテレビにアナウンサーとして入社。「スーパー
競馬」の司会や報道、情報、バラエティ番組も担当。

2001年にはニューヨーク支局赴任、直後に同時多発テロに
遭遇。2022年3月に退社後、フリーに。現在は競馬を中心
に司会・ナレーションなどで活躍中。

知名度の高い経験豊富なナビゲーターのキャスティングも可能です。

木幡美子（こばたよしこ）

1989年フジテレビにアナウンサーとして入社、2011年より
CSRの部署へ。2018年にSDGsをテーマにした番組を発案
し現在も放送中。

2018年国連本部での世界テレビデーのイベントに登壇し、
フジテレビのＳDGsの取り組みについてプレゼン。内閣府
男女共同参画会議・女性に対する暴力に関する専門調査会
委員、厚生労働省審議会の委員等も務める。
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④

⑤ ①

③
④

①

②

③

出稿料金 90万円～（税別）税込価格99万円

①バナー広告：1円/imp（サイズ：728x90）
②レクタングル：1円/imp（サイズ：300x250）
③オーバーレイ広告：2円/imp（サイズ：728x90/970x90）
④追随式レクタングル：2円/imp（サイズ：300x250）
⑤バナー広告：1円/imp（サイズ：728x90）

掲載面：本サイト記事面
掲載期間：1週間〜（応相談）
備考：掲載は掲載基準に基づいた事前審査が必要です。

出稿料金 90万円～（税別）税込価格99万円

①レクタングル広告：2円/imp（サイズ：300x250）
②レクタングル広告：2円/imp（サイズ：300x250）
③オーバーレイ広告（記事面）3円/imp（サイズ：320x50）
④オーバーレイ（ギャラリーページ面）：3円/imp（サイズ：320x100）

掲載面：本サイト記事面及びギャラリー専用ページ面
掲載期間：1週間〜（応相談）
備考：掲載は掲載基準に基づいた事前審査が必要です。

PC スマホ

①

②

③
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ガチャピンとムックがイラストおよび動画で登場し、スポンサー企業の商品・サー
ビスをより分かりやすく親しみやすい形で紹介。

広範囲な認知度を持つキャラクターの起用により、企業にとって新たな層へのリー
チにつながり、さらに良質で信頼できるコンテンツを提供することで、長期的なブ
ランディングにも貢献します。

ガチャピンとムックがスポンサー企業の
商品・サービスを紹介。

選べる「イラスト」プラン、「動画」プラン

①イラストプラン
ガチャピン・ムックがイラストで登場し、ナビゲー
ターとしてページ内でさまざまなコメント

②動画プラン
ガチャピン・ムックと一緒に動画の収録を行い、テレ
ビ番組のように分かりやすいテロップを入れて編集さ
れた動画と読み物記事をセットで配信

2媒体連携でリーチを拡大

FNNプライムオンラインとiza（イザ！）、
2媒体同時の配信が可能。

FNNプライムオンラインのメインユーザー
層は、30代〜40代男女。フジテレビ系列28
局が連携し、日本全国の各地域に情報を届
けることが可能です。

NEW

詳細は営業担当までお問い合わせください
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FNNプライムオンラインとizaの両媒体の
タイアップ企画としてスポンサードコン
テンツを制作し、展開致します。

FNNプライムオンラインとizaで記事や動画を公開することで、より多くのリーチ
をはかります。

①パッケージA【記事のみ展開】
●記事をFNNプライムオンラインとizaそれぞれのサイトで書き分けて展開致します。

記事を書き分けることで多角的にアプローチでき、表現の幅も広がります。

●文末に相互リンクを設置し、両サイトに遷移できるように致します。
2媒体の異なるユーザーへリーチすることで、クライアント様のCV獲得率UPに貢献します。

②パッケージB【記事＋動画で展開】
●FNNプライムオンラインとizaの2つの媒体で記事と動画を展開致します。

記事内エンベッドとFNNプライムオンラインYouTubeチャンネルでの展開となります。

●記事はFNNプライムオンラインとizaそれぞれのサイトで書き分けて展開致します。
動画に関しては同一素材を使用します（別々の動画を作成頂きたい場合は要相談）。

NEW

詳細は営業担当までお問い合わせください

ユーザーの特徴

・ビジネスマン、キャリアウーマン

・30代～60代の男性、女性

・自分磨きに積極的

・ビジネストレンド、エンタメ等幅広いジャンルへの関心が高い

※記事や動画の二次利用に関しては別途費用がかかりますので
ご利用の場合ご相談ください。
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NEW

株式会社アクシス

記事を読む

動画を見る

記事を読む

事例（FNNプライムオンライン×iza） 1８Media Guide

https://www.fnn.jp/articles/-/449848
https://www.youtube.com/watch?v=tF4e23ZVSzo
https://www.iza.ne.jp/article/20221130-DD36T2HNQJGKTHRFKXXYGM6RYM/
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FNNプライムオンラインとgrapeでは、
両メディアの特性をいかしたSDGs特集
連動企画を展開致します。

NEW

詳細は営業担当までお問い合わせください

ユーザーの特徴

・20代～40代の働く男女が中心

・記事を閲覧することで購買意欲が高まる傾向も

・環境問題などSDGｓ関連の関心が比較的高め
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記事を読む

動画を見る

記事を読む

動画を見る

大東建託株式会社 株式会社LIXIL

事例（FNNプライムオンライン×grape）

記事を読む記事を読む

https://www.fnn.jp/articles/-/503064
https://www.youtube.com/watch?v=MfjeFi3XGSg
https://www.fnn.jp/articles/-/503353
https://www.youtube.com/watch?v=w67_zjLyHXI
https://grapee.jp/1312877
https://grapee.jp/1306763
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詳細は営業担当までお問い合わせください

ユーザーの特徴

・20代～40代のビジネス層が中心

・スマホユーザーの約５割が女性

・独自ニュースや速報性を求める方にオススメ

メニュー 実施概要 入稿物

①産経ニュース

スポンサードコンテンツ

②FNNプライムオンライン

記事＋動画

③オプション選択

以下から1つをご選択ください

(1)キャスティング（②のみ）

(2)SNSブースト

(3)二次利用費

①１万PV想定（２週間誘導）

②１万PV想定（３週間誘導）

※制作費など含む

※記事アーカイブ有

※「Sponsored」表記

③オプション

(1) フリーアナウンサーなど選定

(2) 運用手数料を除く料金で実施

(3) FNNプライムオンラインおよび産経

ニュース掲載のスポンサード記事・

写真の二次利用が可能

①記事内バナー

300×250（150KB以下）

※バナーはクライアントが制作予定

※バナー無しも可能

※記事誘導枠は媒体制作

②なし

※バナー掲載希望の場合は要相談

FNNプライムオンラインと総合ニュース
サイト・産経ニュースがタッグを組み、
オリジナルコンテンツを展開致します。
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申し込み オリエン 構成案 制作 初稿 プレビュー 最終確認 掲載

記事によってスケジュール工程が変更します。

イベントや記者会見に関する掲載も可能です。

ワークフロー

詳細は営業担当までお問い合わせください
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フジテレビの全ての配信サービスは一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA）のガイドラインに則って運用しています。

広告動画
動画に関しては、公開前の戻し&修正は1回とさせて頂いています。公開後の差し替え、動画タイトルや説明文の変更はできません。

広告の掲載
当社は、配信された広告が広告掲載基準等に反すると判断したときは、広告主または広告販売店に事前告知の上、当該広告を削除できるものとし、当該広告の削除によって生じた損額について、当社
は一切の責任を負わないものとします。

サービスの中断・中止
当社は、通信回線、コンピュータ、サーバーなどの障害、天災地変による本サービスの中断、遅延、中止、データの消失、データへの不正アクセスにより広告主および広告販売店に生じた損失、損害
などについて、一切の責任を負わないものとします。また、災害や大きな事件、予測できないアクセスの集中などが発生した場合、本サービスの稼働状態を良好に保つため、広告主および広告販売店
に対して事前に通知を行うことなく、本サービスの全部あるいは一部の変更または、本サービスの提供の全部あるいは一部を停止することができるものとします。

本資料の取り扱い
当社の承諾を得ることなく本資料に対する追記、修正および内容の全部もしくは一部の削除、ならびに他資料への転載はお控えください。当社は、これら追記、修正、転載に関わる責任の 一切を負わ
ないものとします。

申し込み
契約が成立した後は、利用規約にて定められた理由を除き、お申し込みのキャンセルはお受けいたしかねます。

競合排除
当社では事前に協議して合意した場合を除き、広告掲載に関して、競合排除（ここで「競合排除」とは、類似商品・サービスに関する複数の広告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時
期等の調整を行うこと）は一切行いません。

広告掲載禁止事項（考査基準）
動画配信は放送法とは関連しませんが、フジテレビが配信するものであるので、地上波と同様の考査基準を基本にしています。基本的な考え方は以下の通りです。1）放送基準、及びフジテレビ地上波
放送の考査に準じる2 ）業態審査に関しては、地上波放送に準じる 。謝絶対応する業種は現時点において、以下の業種については謝絶を基本とする。1）パチンコホール2）マルチビジネスの広告 3）
出会い系目的の広告 4）布教を目的とする広告
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