
広告料金表

住宅業界の最新ニュースを毎日更新
行政ニュース／業界動向／新製品／新サービス／統計・データ
生活者動向／つくり手の事例／イベント・セミナー

http://www.s-housing.jp

■ページビュー：200,000件／月
■ユニークユーザー：6～7万件／月
■仕様規定： ALT全角20文字以内必須
 容量50KB以内 ※❸❼は70KB以内
■広告形式： JPEG　GIF

■新建ハウジングデジタル　PC版　広告サイズ・料金（税別）

デジタル版

新建ハウジング　　検索
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■新建ハウジングデジタル　スマホ版　広告サイズ・料金（税別）

 広告メニュー 
掲載面

 表示形式 掲載 
広告料金（円） サイズ（単位：px）  ／枠数 期間

 

 センターバナー 
全ページ

 ローテーション 
4週 150,000

 左右320×天地50  ／2枠

 フッターバナー 
全ページ

 ローテーション 
4週 150,000

 左右300×天地250  ／2枠
★おすすめ記事
　右ページ参照

★インフィード広告
　右ページ参照

広告料金表
■インフィード広告

広告料金：300,000円
掲載面：記事一覧ページに表示　　　　
表示形式・枠数：ローテーション3枠

広告料金：500,000円／月
取材・制作費：150,000円

記事一覧の中に表示されるため、ユーザーの目に入りやすく
効果的なPRが可能です。

■おすすめ記事（編集タイアップ広告）
読み物として掲載する記事風の広告です。弊紙記者が取材し、オリジナル記事を作制。
貴社製品・サービスをきちんと理解してもらいたいクライアント様におすすめです。

新建ハウジング

［PR］2018年はどうなる？
「住宅産業大予測2018」

タイトル：全角27文字

画像サイズ： W200×H110 px
 （JPG／PNG）72dpi程度
 ※枠そのものが画像扱いとなります

広告枠
テキスト： 2000字～2500字
 （タブロイド版紙面　１ページ程度）

写真・グラフ：３点程度

※掲載終了後も新建ハウジングデジタルに3ヶ月間、アーカイブとして残ります

このメールは住宅専門紙「新建ハウジング」のメルマガ「【日刊】新建ハ
ウジング　メールニュース」（無料）で す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ヘッドライン■

◎宮崎椅子製作所、フォーリサローネ・ミラノでイスの展示会開催
http://www.s-housing.jp/archives/67773

◎建築研究所、住宅・建築物省ＣＯ２先導事業の採択技術を分析
http://www.s-housing.jp/archives/67761

◎１月の建築材料卸売業、前年同月比で７．３％減
http://www.s-housing.jp/archives/67755

◎工務店のこれからを後押しする「しろあり保証」登場　［ＰＲ］
http://www.s-housing.jp/archives/67114
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新建ハウジング　メルマガ一行広告
100,000円／10回

■広告枠：34文字×1行

オプション

 広告メニュー 
掲載面

 表示形式 
掲載期間 広告料金（円）

 サイズ（単位：px）  ／枠数

① トップビッグバナー 
全ページ

 ローテーション 
4週 250,000

 左右720×天地90  ／2枠

② サイドレギュラーレクタングル 
全ページ

 ローテーション 
4週 300,000

 左右300×天地250  ／2枠

③ 第１～6サイドハーフレクタングル 
全ページ

 ローテーション 
4週 150,000

 左右300×天地100  ／2枠  

④ 第1～2トップテキストアド 
全ページ

 貼り付け 
4週 150,000

 全角35文字以内  ／１枠

⑤ センターバナー 
全ページ

 ローテーション 
4週 150,000

 左右468×天地60  ／2枠

⑥ サイド第2レクタングル 
全ページ

 ローテーション 
4週 150,000

 左右300×天地250  ／2枠 

⑦ 記事下レクタングル 
全ページ

 ローテーション 
4週 150,000

 左右336×天地280  ／2枠
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広告料金表■日刊　新建ハウジングメールニュース

■メールマガジン広告
広告料金

1段目 300,000円（税別）／20回
2段目 250,000円（税別）／20回
3段目～ 200,000円（税別）／20回
※連続掲載が条件

広告枠：34文字×5行
発行日：月～土に配信（祝日休刊）

■ダイジェスト版メルマガ広告
広告料金　50,000円（税別）／3回

配信日：新建ハウジング発行翌日
（土日祝日の場合は翌平日）
広告枠：34文字×5行

■号外メルマガ広告
広告料金 300,000円（税別）／回
 （テキスト版）

 450,000円（税別）／回
 （HTML版）

配信日：月～金
広告枠： 34文字×100行以内
 （テキスト版の場合）

新建ハウジングデジタルの最新ニュースをメルマガで配信

配信数：約12,000通

読者層：住宅会社・設計事務所・建材メーカー ほか

━━ＡＤ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
♪♪♪　地域工務店・リフォーム会社のみなさまへ　♪♪♪
家づくり、リフォーム工事、アフターサービスから営業まで
　　　　　クラウドでしっかりとサポートします。
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2p
（株）ダイテック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
～ 地域シェア10％の工務店戦略！コストを掛けずデザイン力UP！ ～
┏━━━━━━━━━━━━┓ ◆デザイン住宅実践情報公開セミナー全国で開催！◆
┃　　　最新情報公開！　　┃ ◆お客様のイメージにヒットするデザインとは？◆
┗━━━━━━━━━━━━┛ ◆集客・契約・利益が増える秘訣を公開します！◆
お申込みはこちらから ⇒ 　https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2q
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ＡＤ━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【日刊】　新建ハウジング　メールニュース　２０１７／１２／２６号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールは住宅専門紙「新建ハウジング」のメルマガ「【日刊】新建ハウジ
ング メールニュース」（無料）です。

本メルマガはサイト上でご登録いただいた方や「新建ハウジング」の読者な
どにお送りしています。配信を中止する場合、この登録にお心当たりがない
場合は、post@s-housing.jp　までその旨ご連絡ください。
配信停止のお手続き後、入れ違いでメールが届いてしまうことがございますが、
何卒ご了承ください。

弊紙プライバシー・ポリシーは下記リンク先でご確認いただけます。
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2r
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ ヘッドライン ■

◎ＺＥＨ協、ＬＣＣＭ住宅の先導・普及を加速
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2s

◎自治体の空家等対策計画策定割合、２５％超え
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2t

◎スムストックが「安心Ｒ住宅」登録団体第１号
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2z

◎一定規模以上の緩勾配屋根の積雪荷重を強化
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2A

━━ＡＤ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇注文住宅検討者のWEB集客なら【LIFULL HOME’S注文住宅 】にお任せ！◇◆
日本最大級の住宅情報サイト、最短5日で掲載可能、情報が無制限に掲載可能！
住宅検討者からのお問合せ数がなんと＜150％＞と大幅増加で成長中。
カンタン60秒！まずは無料で資料をダウンロード・お問合せ！
https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2B
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集部から ■

◇年末年始休業に伴うメールニュース配信スケジュールのお知らせ
今年も新建ハウジングメールニュースをお読みいただき誠にありがとうございました。
新建ハウジングメールニュースは、年末年始休業に伴い、以下の期間の配信をお休み
いたします。
配信休止：１２月２８日（木）～１月５日（金）
新年は、１月９日（火）より配信を再開いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

◇ 編集部では、随時コンテンツの見直しを行っております。コンテンツなどに関する
ご要望などがございましたらどしどしお寄せください。
ニュースやセミナー情報などの投稿も随時受け付けております。
情報・ご意見などはこちら→　https://shinkenpress.lmsg.jp/p/LnG2G

◇ LINE@でのニュース配信を始めました！
選りすぐりの最新ニュースを毎日お届けします。
▽ QRコードで友達追加

1段目

2段目

3段目


