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広告サービスガイド
2022年4月-6月

中小企業・個人事業主を応援！ビジネス向けテンプレート・素材提供サイト

ティービー株式会社
【本社】名古屋市東区葵3-14-12 HGビル4F
【東京】東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル4F
Tel 080-6166-7838 担当：鎌田



各種ビジネス書式から、名刺・ラベル・店頭ＰＯＰまで、
様々なテンプレートを無料で提供するビジネスサイトです！

BtoB、そして BtoBtoC へ
テンプレート・素材ダウンロードサイト「テンプレートBANK」は、中小企業、個人事業主
を支援するサイトとして、取引、管理、社内業務に役立つ各種書類テンプレートや、POPや
ポスター、DM、名刺などが作成できるデザインテンプレート、加えてホームページ等にも
利用できるイラスト・画像コンテンツなどを「商用利用無料」で提供します。
また、合わせて、それらを効果的に活用するための情報、仕事に役立つ情報も発信していき
ます。

●書類テンプレート
契約書／取引文書文例
社内届出用紙／報告書
企画書・提案書
顧客管理
請求書／見積書／領収書

●デザインテンプレート
イラスト・画像

イラスト・マーク・写真素材
背景画像・写真素材
POP・ポスター／商品ラベル
名刺／のし紙

●コラム
テンプレート・素材の効果的な
活用方法
書類の書き方
お仕事お役立ち情報
季節のおすすめ

テンプレートBANK コンテンツ構成
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サイトプロフィール

ユーザー属性

●会員数：1,620,000人
●参画企業：エプソン販売、オキナ、オーム電機、カナレ電気

コムニス、ヒサゴ、マクセル（エイブリィマクセル）、元林
●提携サイト：Officeテンプレート（マイクロソフト）、ヒサゴ工房（ヒサゴ）
●サイトオープン：2000年7月

男女比は拮抗：男性52％・女性48％

※2022年3月時点のデータです
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年齢：30~50代が74％ 地域：首都圏中心に各地職種：幅広い職種のユーザにアプローチ可能

自営業
15%

営業・販売
12%

研究・開発・技術者
7%

パート・アルバイト
7%

総務・人事・財務・経理
7%

学生
4%

公務員
4%

管理職
3%

教員
2%

派遣社員
2%

企画・マーケティング
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12%
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39%
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東海
11%

近畿
17%

中国
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四国
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7%
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広告メニュー

●貴社独占メール・テキスト ･･･5
（全件／ターゲティング）

●貴社独占メール・テキスト ･･･6
おすすめセットプラン

●貴社独占メール・HTML ･･･7
（全件／ターゲティング）

●定期メールマガジン広告 ･･･8
ヘッダ／ミドル／編集記事

●アンケートメール広告 ･･･9

○メール広告オプションプラン ･･･11

●ミディアムレクタングルバナー ･･･13

●インフィード広告 ･･･14
ピックアップコラム／季節のおすすめ

●ダウンロードバナー ･･･15

●タイアップ記事広告 ･･･16

メール広告 Web広告

※各ページに記載の金額はすべて税抜価格です
※各ページに記載のメール配信数は、2022年3月時点のものです。今後変更の可能性がありますのでご了承ください。
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┃貴社独占メール・テキスト（全件／ターゲティング）

セグメント項目
性別：男／女 年齢：1歳ごと 地域：都道府県／8地方区分など 郵便番号、従業員数、年収、居住形態
職種：①営業 ②企画・マーケティング ③研究・開発・技術 ④総務・人事・経理・財務 ⑤管理職 ⑥経営者・団体役員 ⑦自営業 ⑧公務員

⑨教員 ⑩デザイン ⑪派遣社員 ⑫パート・アルバイト ⑬学生 ⑭専業主婦

フッタ（固定）

ヘッダ文言（固定）
※このメールは、テンプレートBANKより登録会員の
皆様にお送りしています[PR]

メニュー
貴社独占メール

テキスト 全件 テキスト ターゲティング

配信数 1,620,000通 ～29,999通 30,000～
99,999通 100,000通～

単価 @¥1

@¥5 @¥3 @¥2
※職種セグメントで「経営者・団体役員」「管理職」は@¥10、
「自営業」は＠￥5となります。

土日祝日配信の料金については別途ご相談下さい。

料金 1,620,000円 最低配信料金：平日50,000円、土日祝日100,000円

仕様 ■件名：全角35文字以内 ※「件名+<テンプレートBANK_Mail>」
■本文：全角36文字×100行以内

枠数 1社独占 保証形態 配信数

ファイル形式 テキスト 配信可能日 月～土日祝日

備考
・入稿締切：平日3営業日前、土日祝日4営業日前
・ご出稿企業様 社名、お問合せ先等の情報必須
・入稿規定についてはp.12にてご確認ください

テンプレートBANK会員に、貴社だけの情報をメールで配信します。
全件配信（1,550,000通）のほか、ターゲットとするユーザー層をしぼることで、職種や世代にマッチしたメールを送ることもできます。
ターゲティングおすすめセットプランはp.6をご参照ください。
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┃貴社独占メール・テキスト おすすめセットプラン
貴社独占メール（ターゲティング）は、広告内容等に応じて送付対象者のセグメント項目や送信件数を自由に設定していただけます。
効率よくターゲットとするユーザー層をお選びいただけるよう、おすすめのセグメント項目をセットプランにいたしました。

職種別 セグメント内容 配信件数（通） 単価（円） 料金（円）

ビジネスプラン ①営業・販売、②企画・マーケティング、④総務・人事・財務・経理、⑤管理職 385,000 2.0 770,000

営業・企画プラン ①営業・販売、②企画・マーケティング 220,000 2.0 440,000 

総務プラン ④総務・人事・財務・経理 113,000 2.0 226,000 

お勧めエグゼクティブプラン ⑥経営者・団体役員、⑤管理職 90,000 10.0 900,000 

IT・エンジニアプラン ③研究・開発・技術 118,000 2.0 236,000

お勧め自営業プラン ⑦自営業（個人事業主） 235,000 5.0 1,175,000 

公務員・教員プラン ⑧公務員、⑨教員 101,000 2.0 202,000 

専業主婦プラン ⑭専業主婦 166,000 2.0 332,000 

性別・世代別 セグメント内容 配信件数（通） 単価（円） 料金（円）

シニアプラン 50歳以上の男女 646,000 2.0 1,292,000 

ミドルプラン 40歳以上の男性 586,000 2.0 1,172,000

ミドルプラン 40歳以上の女性 526,000 2.0 1,052,000

お勧めWomen'sプラン 20歳～49歳の女性 503,000 2.0 1,006,000

お勧めMen'sプラン 20歳～49歳の男性 435,000 2.0 870,000

地域別 セグメント内容 配信件数（通） 単価（円） 料金（円）

首都圏プラン 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 630,000 2.0 1,260,000 

近畿プラン 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 266,000 2.0 532,000 

東海プラン 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県 177,000 2.0 354,000 

●出稿実績 銀行、カード、クラウドサービス、人材、 PC本体、PC周辺機器、プリンタ、ソフトウェア、ビジネスセミナー、文具・紙製
品、教育、ダイエット・健康食品
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┃貴社独占メール・HTML（全件／ターゲティング）

セグメント項目
性別：男／女 年齢：1歳ごと 地域：都道府県／8地方区分など 郵便番号、従業員数、年収
職種：①営業 ②企画・マーケティング ③研究・開発・技術 ④総務・人事・経理・財務 ⑤管理職 ⑥経営者・団体役員 ⑦自営業 ⑧公務員

⑨教員 ⑩デザイン ⑪派遣社員 ⑫パート・アルバイト ⑬学生 ⑭専業主婦

メニュー
貴社独占メール

HTML 全件 HTML ターゲティング

配信数 1,326,000通 ～29,999通 30,000～
99,999通 100,000通～

単価 @¥1.5
@¥7 @¥4 @¥3

※職種セグメントで「経営者・団体役員」「管理職」は@¥15、
「自営業」は@¥8、50歳以上は@¥5となります。

料金 1,989,000円 最低配信料金：70,000円

仕様
■件名：全角35文字以内 ※「件名+<テンプレートBANK_Mail>」
■ファイルサイズ：テキスト60KB以内、画像600KB以内
■ページサイズ：横幅600px

枠数 1社独占 保証形態 配信数

ファイル形式 HTML 配信可能日 月～金
祝日および年末年始・夏季休業期間を除く

備考 ・入稿締切：5営業日前
・入稿規定についてはp.12でご確認ください

テンプレートBANK会員に、ビジュアル豊富で訴求力の高いHTMLメールでの商品・サービス告知が可能です。
全件配信のほか、ユーザー層を絞ったターゲティングも可能です。

広告メッセージ（HTML）
※1社限定

フッタ（固定）

ヘッダ（固定）
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┃定期メールマガジン広告（編集記事／ヘッダ／ミドル）
全会員に月4回発行している定期メールマガジン（テンプレートBANK_Mail）の本文に記載されるテキスト広告です。
メールを開封してすぐ目につきやすい「ヘッダ広告」、メルマガ編集者の視点からユーザーに紹介する「編集記事」はとくにオススメです。

②ヘッダ広告
全角36文字×5行まで ※２枠

③ミドル広告
全角36文字×10行まで

※２枠

①編集記事
全角36文字×10行程度

※１枠

メニュー
定期メールマガジン広告

①編集記事 ②ヘッダ広告 ③ミドル広告

配信数 1,620,000通

単価 ＠¥0.35 ＠¥0.30 ＠¥0.21

料金 567,000円 486,000円 340,200円

仕様 ■全角36文字×10行程度
（冒頭文中にて紹介記事）

■全角36文字×5行以内 ■全角36文字×10行以内

枠数 1 2 2

ファイル形式 テキスト

配信可能日 毎月4回 弊社指定日 ※配信日はお問い合わせください

保証形態 配信数

備考
・クリックレポートはURL2件まで無料
・入稿締切：3営業日前
・入稿規定についてはp.12でご確認ください

8



https://www.templatebank.com/

┃アンケートメール広告
アンケートを通じて貴社商品・
サービスの訴求ができます

◎貴社商品・サービスに関係する設問で、貴社商品・サービスに対する
関心を喚起します

◎アンケート回答後、［プレゼントに応募＋情報を見る］ボタンで貴社
ページへ誘導することにより、貴社商品・サービスについて自然な
流れでＰＲできます

★アンケート回答者へのフォローメール送信も可能です（オプション）

162万通のメール＆プレゼントで集客！
会員は個人情報記入不要で気軽に応募できます！

◎アンケート開始後、153万人の会員に配信される定期メールマガジンの
ヘッダ枠・ミドル枠で広く告知します

◎プレゼントは、ポイントよりもお得な「すぐに使えるギフト券」です
◎会員は、個人情報を記入することなくアンケートに回答、また、

プレゼントに応募できます

知ってもらえる！

アンケートの内容を考えるだけでOK！
原稿作成やプレゼント発送の作業は不要！

◎プレゼント（Amazonギフト券）込みのプランです。プレゼント当選
者の抽選・通知・発送は弊社にておこないます

◎クライアント様は、アンケート内容（最大5問／推奨３問）を考えて
いただくだけでＯＫです
アンケートページ、告知メールは規定のフォーマットを使いますので
手間がありません

◎アンケート結果は弊社指定のデータ様式にて提出いたします

手間ナシ！

人が集まる！

メニュー アンケートメール広告

プレゼント Amazonギフト券（20,000円分）
※料金に含まれます

アンケート
実施期間

1ヶ月まで
※基本は1ヶ月ですが、1ヶ月未満での指定も可能です

アンケート
設問数 5問まで（推奨3問）

回答選択肢 6つまで ※シングルアンサー／マルチアンサー対応

告知枠 メールマガジンヘッダ枠・ミドル枠 ※各1回

メール配信数 1,620,000通

料金 600,000円

入稿締切 10営業日前

備考

・プレゼントは「Amazonギフト券」となります
・お申し込み後「アンケート入稿フォーマット」をお渡し

しますので、そちらにご記入のうえ、ご入稿ください
（リンク先URL／アンケート内容／お問合せ先）

・アンケート開始日・メール配信日については、お申し込
みの際にご確認ください

・メールマガジン配信日のご指定はいただけません。
ご了承ください

・告知メールは定型文となります。内容のご指定はいただ
けません。ご了承ください

・提出データ：「THANKSページ」から貴社ランディング
ページへの誘導数（クリック数）、アンケート結果は
アンケート終了後に弊社指定のデータ様式にてご報告い
たします

・アンケート回答者へのフォローメール送信をオプション
にて承ります。詳しくはご相談ください
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アンケートメール広告の流れ

10※プレゼントの抽選、Amazonギフト券の発送は弊社にておこないます
※アンケート終了後、アンケート結果およびメールのクリック数をご報告いたします

テンプレートBANK会員162万人に告知

アンケート開始後、クイズ期間中に配信され
る会員向けメールマガジン（162万通）の
ヘッダ枠、またはミドル枠で告知をおこない
ます（アンケート実施期間中2回掲載）。

========================================================================
★★★ Amazonギフト券が当たる！アンケート実施中 ★★★

アンケートにご回答いただくと、抽選で20名様に【Amazonギフト券1,000円分】
をプレゼント！
お名前等の入力は不要です。ぜひお気軽にご参加ください。

◆アンケートテーマ：○○○○○
アンケートはこちらから↓
http://www.templatebank.com/0000
受付期間：2013年○月○日（○）まで
========================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

2013.00.00 No.000 ◆◇◆「テンプレートBANK_Mail」◆◇◆
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

<<@@NAME@@>>様、こんにちは！

早いものでもう12月。今日は、クリスマスカード＆そろそろ準備を始めたい
年賀状テンプレートのご紹介です。

クリスマスカードには、会社宛に使えるビジネスクリスマスカードなど新作
を追加、そして、年賀状デザインも人気作家さんが手がけた新作89点を追加
しました。ぜひ、チェックしてください。

≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫
NEW！ クリスマスカード新作追加 ＜無料／GOLD＞

⇒ http://www.templatebank.com/qm/Z8K2J/<<@@URL@@>>/
クリスマスカードが手作りできるテンプレートです。
立体カード・２つ折カードなど種類豊富にそろえました。

≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫★≫

▼ビジネス
和風デザインもご用意しました。海外の取引先・関連会社などに。

⇒ http://www.templatebank.com/qm/GYFLD/<<@@URL@@>>/

▼カジュアル
ツリー、雪だるま、サンタクロース、冬のアイテムなど、いろんなデザ
インのクリスマスカードが多数そろっています。

メルマガヘッダ枠

========================================================================
★★★ Amazonギフト券が当たる！アンケート実施中 ★★★

アンケートにご回答いただくと、抽選で20名様に【Amazonギフト券1,000円分】
をプレゼント！
お名前等の入力は不要です。ぜひお気軽にご参加ください。

◆アンケートテーマ：○○○○○
アンケートはこちらから↓
http://www.templatebank.com/0000
受付期間：2022年○月○日（○）まで

=========================================================================

メルマガミドル枠

※文面は定型文となります

※ヘッダ枠／ミドル枠はそれぞれ
別号での掲載になります
同時掲載ではありません

②アンケートTOPページ

プレゼント情報

アンケートの応募条件を確認
※クライアント様名掲載

①アンケート告知メール

③アンケート回答ページ

マルチアンサー
⇒チェックボックス

シングルアンサー
⇒ラジオボタン

アンケートに回答
※アンケートは5問まで掲載可能（推奨3問）
※シングルアンサー、マルチアンサーに対応

④THANKSページ

プレゼントに応募
+情報を見る

応募に関する情報

応募に関する情報確認後、
［プレゼントに応募＋情報を見る］

ボタンクリックで応募完了

貴社ページ

⑤貴社ランディングページ

最終的に
貴社ページに

ランディング！

クリック！

クリック！

クリック！

クリック！

答えて… ⑥アンケート終了後

TB

会員
（当選者）

貴社

Amazonギフト券

クリック数、
アンケート結果

http://www.templatebank.com/0000
http://www.templatebank.com/0000
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┃メール広告 オプションプラン
各メール広告では、下記のオプションをご用意しております。
対象プラン：①貴社独占メール・テキスト（全件／ターゲティング） ②貴社独占メール・HTML（全件／ターゲティング）

③定期メールメガジン広告 ④アンケートメール広告

11

オプション名 内容 対象プラン 金額

クリックユーザー再送サービス １回目のメールでURLをクリックした会員に対して、再度メール
を配信するサービスです ①②④ ＋100,000円

件名名入れ

件名の先頭に、テンプレートBANKに登録したユーザー名が入り、
クリックが増えることを見込めるサービスです。「”登録名”様
件名＋＜テンプレートBANK_Mail＞」となります
※ユーザー名が入りますので、誤解を与えるような表現にならないようご留意く
ださい。内容によっては変更をお願いする場合もございますがご了承ください

①② ＋100,000円

本文名入れ
本文内に、テンプレートBANKに登録したユーザー名を入れて、
受信者に語りかけるような文面にでき、クリックが増えることを
見込めるサービスです

①② ＋50,000円

A・Bテスト 会員をランダムで２つのグループに分け、それぞれのグループに
対して異なるメールを配信し、反応を確認できるサービスです ①② ＋50,000円

差出人名カスタマイズサービス
差出人名に貴社名または貴社ブランド名を併記します。
「○○○／テンプレートBANK_Mail」となります（全角20文字
以内でご指定ください）

①② ＋150,000円

特急料金

テキスト形式のメールのみ、配信日1営業日前入稿をオプション
料金にて承ります
※既定の入稿日までに営業担当までご相談ください
※配信日の1営業日前15時までにご入稿ください
※必ずしも承ることができない場合もございます

①③ +50,000円

※各ページに記載の金額はすべて税抜価格です
※各ページに記載のメール配信数は、2022年3月時点のものです。今後変更の可能性がありますのでご了承ください。
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┃メール広告 入稿規定

12

テキスト
メール

貴社独占メール
件名：全角35文字以内
※件名+<テンプレートBANK_Mail>

本文：全角36文字×100行以内

●アスキーアートは、1件につき15行以内2件まで
●半角カナ、機種依存文字、半角の¥、~、TAB

スペースは使用しないでください
●半角スペースの連続配置はしないでください
●URLの文字数は半角300文字までとしてください
●URL掲載行に文字が入る場合、半角47文字以上のスペース

をURL用に確保願います
（効果測定用に差し替えた際に必要です）

●URLの前後に文字が入る場合は、半角スペースを空けて
ください

●クリックレポートは、
貴社独占メール：URL10件まで
メールマガジン広告：URL2件まで

●貴社独占メールには、ご出稿企業様 社名、お問合せ先等の
情報を必ず入れてください

メールマガジン広告
編集記事 全角36文字×10行程度

メールマガジン広告
ヘッダ 全角36文字×5行以内

メールマガジン広告
ミドル 全角36文字×10行以内

HTML
メール 貴社独占メール

件名：全角35文字以内
※件名+<テンプレートBANK_Mail>

ファイルサイズ：
テキスト60KB以内
画像 合計600KB以内

ページサイズ：横幅600pixel

納品：html＋画像ファイル
※画像のファイル形式はjpg,png,gif
（画像ループ表示/アニメーションは不可）

●文字コード：JIS漢字コード
●使用禁止事項：

・JavaScript、JavaApplet、VBScript
・外部CSS ・<body>タグに対してのCSS指定
・レイヤー
・フレーム、インラインフレーム
・各種プラグイン（Flash、QuickTime、

RealPlayer、MediaPlayerなど）
・機種依存文字、半角カナ文字
・文字コード指定以外の<META>タグ

●クリックレポートはURL10件まで
●ご出稿企業様 社名、お問合せ先等の情報を必ず入れてください
●画像パス：相対パス
●URLのリンク設定：「target=“_blank”」
●テキストパートの文章は指定できません。
※メーラー・ブラウザ等環境・設定によって、意図した表示がされないことがあります。
予めご了承ください。
※原稿中にURLの記載があり、そのURLに対してAタグでジャンプ指定をされる場合、
クリックレポート対象外となります。

※メールの件名に名前を差し込むプランもございます。
p.11「広告メール オプションプラン」をご参照ください
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┃ミディアムレクタングルバナー
テンプレートBANKのほぼすべてのページに掲載されるバナーを独占的に掲載します。
特に、ミディアムレクタングルバナーはスペースも大きく、高い訴求力が見込めます。

メニュー ミディアムレクタングルバナー

想定PV 1,500,000PV/月
単価 @¥0.27
料金 405,000円

サイズ

■画像サイズ： ヨコ300×タテ250px
■Altタグ：全角20文字以内
■ファイルサイズ：100KB以内
≪gif規程≫

■アニメーション：可能
■稼働時間：15秒
■ループ制限：不可

ファイル形式 画像（gif・jpeg・png）

枠数 1（固定）

掲載期間 1ヶ月

原稿差替 期間内1回まで無料

同時入稿 2本まで可

保証形態 期間

備考
・バナーやコピーの企画、制作を弊社に依頼される場合

は別途見積となります。
・入稿締切：5営業日前

PC TOPページ PC 下層ページ
スマホ
TOPページ
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┃インフィード広告 ピックアップコラム／季節のおすすめ枠
TOPページ、下層ページでも目立つ位置に表示されるピックアップコラム／季節のおすすめ枠内に、画像＋テキストで情報掲載ができます。

メニュー
①ピックアップ

コラム ②季節のおすすめ

想定PV 1,500,000PV/月
単価 @¥0.27 @¥0.27
料金 405,000円 405,000円

サイズ

■画像サイズ
ヨコ178×タテ108px

※掲載エリアやデバイス、
ブラウザにより表示サイズは
変わります

■ファイルサイズ：
20KB以内

■テキスト
全角28文字以内

■画像サイズ
ヨコ178×タテ108px

※掲載エリアやデバイス、
ブラウザにより表示サイズは
変わります

■ファイルサイズ：
20KB以内

■テキスト
全角28文字以内

ファイル形式 画像（gif・jpeg・png） 画像（gif・jpeg・png）

枠数 3 3

掲載期間 1ヶ月

原稿差替 期間内1回まで無料

保証形態 期間

備考

・バナーやコピーの企画、制作を弊社に依頼される場合
は別途見積となります。

・入稿締切：5営業日前
・掲載場所が変わることがございます。

※6枠の内、掲載位置は
応相談

※5枠の内、掲載位置は応相談

14
PC TOPページ

PC 下層ページ

①

①

①

②

②

②
スマホ
TOPページ
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┃ダウンロードバナー
テンプレートやイラストの「ダウンロード完了」時にバナー広告を掲載します。
アクティブなユーザーへの告知が可能で、高い効果が見込めます。

メニュー ダウンロードバナー

想定PV 30,000PV/月
単価 @¥5
料金 150,000円

サイズ
■画像サイズ：ヨコ400×タテ300px
■ファイルサイズ：100KB以内
■ Altタグ：全角20文字以内

ファイル形式 画像（gif・jpeg・png）

枠数 1

掲載期間 1ヶ月

原稿差替 期間内1回まで無料

同時入稿 2本まで可

保証形態 期間

備考
・バナーやコピーの企画、制作を弊社に依頼される場合

は別途見積となります
・入稿締切：5営業日前

⑤

15
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┃タイアップ記事広告
テンプレートBANKのコラムと同様の体裁でタイアップ記事を作成・掲載します。
コラムのひとつとして、貴社製品・サービスを詳しく説明したい場合におすすめです。

メニュー
タイアップ記事広告

プランA プランB プランC

料金 500,000円 1,000,000円 1,500,000円

原稿仕様
■テキスト：3,000文字程度 ※応相談
※誘導枠の仕様について、「ピックアップコラム」はp.14、「メルマガ

編集記事」はp.8をご参照ください

誘導枠 ピックアップコラム ピックアップコラム
コラム一覧

ピックアップコラム
コラム一覧
メルマガ編集記事
（1回）

枠数 1 1 1

掲載期間 1ヶ月

保証形態 期間

備考

・プランA：クライアント様にて記事原稿およびピックアップ
コラム掲載用画像をご提供ください

・プランB・C：原稿、ピックアップコラムすべて当社にて
制作いたします

・料金には誘導枠掲載費を含みます
・製品・サービスのロゴマーク・写真等はご提供ください
・遠方などの特別な取材や、新規テンプレート・イラスト

制作、撮影等については別途料金が必要です
・誘導枠の設計や記事の内容により料金が変更になることが

あります
・入稿締切：30営業日前

テンプレートBANKのコラムと
同じ体裁で記事を掲載します
※記事タイトルには［PR］と表示されます

16

ピックアップコラム

コラム一覧
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※料金はすべて税抜価格です。
※上記料金は2022年3月時点のものです。今後変更する可能性がありますのでご了承ください。
※メールの配信数・想定impは、若干前後する場合があります。なお、記載の件数に著しく満たない場合は、再見積いたします。
※アンケートメール広告の料金はメール・Webページを合わせた金額です。詳細はp.9-10をご覧ください。

https://www.templatebank.com/

広告メニュー一覧
Mail

配信数 料金 単価 枠数
1,620,000 1,620,000    1.00 1

指定件数 50,000～ 2.00～ 1

ビジネスプラン 385,000 770,000       2.00 1

営業・企画プラン 220,000 440,000       2.00 1
総務プラン 113,000 226,000       2.00 1
エグゼクティブプラン 90,000 900,000       10.00 1
IT・エンジニアプラン 118,000 236,000       2.00 1
自営業プラン 235,000 1,175,000    5.00 1
公務員・教員プラン 101,000 202,000       2.00 1
専業主婦プラン 166,000 332,000       2.00 1
シニアプラン 646,000 1,292,000    2.00 1
ミドルプラン 586,000 1,172,000    2.00 1
ミドルプラン 526,000 1,052,000    2.00 1
Women'sプラン 503,000 1,006,000    2.00 1
Men'sプラン 435,000 870,000       2.00 1
首都圏プラン 630,000 1,260,000    2.00 1
近畿プラン 266,000 532,000       2.00 1
東海プラン 177,000 354,000       2.00 1

1,326,000 1,989,000    1.50 1
指定件数 70,000～ 3.00～ 1

編集記事 1,620,000 567,000       0.35 1
ヘッダ広告 1,620,000 486,000       0.30 2
ミドル広告 1,620,000 340,200       0.21 2

1,620,000 600,000～※ 0.37～ 1

Web
掲載面 表示方法 掲載期間 想定imp. 料金 単価 枠数 サイズ ファイル容量 Altタグ

バナー ミディアムレクタングルバナー TOP、下層ページ 固定 1ヶ月 1,500,000 400,000       0.27 1 300×250 100KB以内 全角20文字まで

ピックアップコラム TOP、下層ページ 固定 1ヶ月 1,500,000 400,000       0.27 3
画像：178×108

テキスト：全角28文字以内
20KB以内 全角20文字まで

季節のおすすめ TOP、下層ページ 固定 1ヶ月 1,500,000 400,000       0.27 3
画像：178×108

テキスト：全角28文字以内
20KB以内 全角20文字まで

ダウンロード完了時 固定 1ヶ月 30,000 150,000       5.00 1 400×300 100KB以内 全角20文字まで
プランA コラム面 固定 1ヶ月 － 500,000       - - -
プランB コラム面 固定 1ヶ月 － 1,000,000    - - -
プランC コラム面 固定 1ヶ月 － 1,500,000    - - -

愛知、岐阜、静岡、三重

20～40代男性 〃
〃東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬

メニュー 属性 サイズ
貴社独占メール・テキスト（全件） 全件 件名：全角35文字以内、本文：36文字×100行以内
貴社独占メール・テキスト（ターゲティング）

営業・販売、企画・マーケティング 〃

〃
自営業 〃

40歳以上の女性
〃

〃

専業主婦 〃

総務・人事・経理・財務 〃

営業・販売、企画・マーケティング、
総務・人事・経理・財務、管理職

〃

研究・開発・技術

50代以上男女

指定条件にて（p.7～8参照）

〃

20～40代女性 〃

経営者・団体役員、管理職 〃

公務員、教員

40歳以上の男性

〃

〃

貴社独占メール・HTML（ターゲティング） 指定条件にて（p.7参照） 〃

〃

貴社独占メール・HTML（全件） 全件 件名：全角35文字以内、本文：p.7参照
〃

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山

おすすめ
セットプラン

定期メール
マガジン広告

全件

アンケートメール広告（メール） 全件

全角36文字×10行程度
全件 全角36文字×5行以内
全件 全角36文字×10行以内

定型文

3

ダウンロードバナー

メニュー

インフィード

テキスト
3,000文字程度

タイアップ
記事


掲載料金・仕様

		Mail

		メニュー				属性 ゾクセイ						配信数 ハイシンスウ		料金 リョウキン		単価 タンカ		枠数 ワクスウ		サイズ						ファイル形式 ケイシキ		入稿期限 ニュウコウキゲン		詳細 ショウサイ

		貴社独占メール・テキスト（全件） キシャドクセンゼンケン				全件 ゼンケン						1,620,000		1,620,000		1.00		1		件名：全角35文字以内、本文：36文字×100行以内						テキスト		3営業日前		p.5

		貴社独占メール・テキスト（ターゲティング） キシャドクセン				指定条件にて（p.7～8参照） シテイジョウケンサンショウ						指定件数		50,000～		2.00～		1		〃						〃		〃

		おすすめ
セットプラン		ビジネスプラン		営業・販売、企画・マーケティング、
総務・人事・経理・財務、管理職 エイギョウハンバイキカクソウムジンジケイリザイムカンリショク						385,000		770,000		2.00		1		〃						〃		〃		p.6

				営業・企画プラン エイギョウキカク		営業・販売、企画・マーケティング						220,000		440,000		2.00		1		〃						〃		〃

				総務プラン ソウム		総務・人事・経理・財務						113,000		226,000		2.00		1		〃						〃		〃

				エグゼクティブプラン		経営者・団体役員、管理職  ケイエイシャダンタイヤクインカンリショク						90,000		900,000		10.00		1		〃						〃		〃

				IT・エンジニアプラン		研究・開発・技術						118,000		236,000		2.00		1		〃						〃		〃

				自営業プラン		自営業  ジエイギョウ						235,000		1,175,000		5.00		1		〃						〃		〃

				公務員・教員プラン キョウイン		公務員、教員 キョウイン						101,000		202,000		2.00		1		〃						〃		〃

				専業主婦プラン センギョウ		専業主婦						166,000		332,000		2.00		1		〃						〃		〃

				シニアプラン		50代以上男女						646,000		1,292,000		2.00		1		〃						〃		〃

				ミドルプラン		40歳以上の男性 サイイジョウダンセイ						586,000		1,172,000		2.00		1		〃

				ミドルプラン		40歳以上の女性 サイイジョウジョセイ						526,000		1,052,000		2.00		1		〃

				Women'sプラン		20～40代女性						503,000		1,006,000		2.00		1		〃						〃		〃

				Men'sプラン		20～40代男性						435,000		870,000		2.00		1		〃						〃		〃

				首都圏プラン シュトケン		東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬						630,000		1,260,000		2.00		1		〃						〃		〃

				近畿プラン キンキ		大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山						266,000		532,000		2.00		1		〃						〃		〃

				東海プラン トウカイ		愛知、岐阜、静岡、三重						177,000		354,000		2.00		1		〃						〃		〃

		貴社独占メール・HTML（全件） ゼンケン				全件 ゼンケン						1,326,000		1,989,000		1.50		1		件名：全角35文字以内、本文：p.7参照 ケンメイゼンカクモジイナイホンブンサンショウ						HTML		5営業日前		p.7

		貴社独占メール・HTML（ターゲティング） キシャドクセン				指定条件にて（p.7参照） シテイジョウケンサンショウ						指定件数		70,000～		3.00～		1		〃						〃		〃

		定期メール
マガジン広告 テイキコウコク		編集記事 ヘンシュウキジ		全件 ゼンケン						1,620,000		567,000		0.35		1		全角36文字×10行程度 テイド						テキスト		3営業日前		p.8

				ヘッダ広告		全件 ゼンケン						1,620,000		486,000		0.30		2		全角36文字×5行以内 イナイ						〃		〃

				ミドル広告		全件 ゼンケン						1,620,000		340,200		0.21		2		全角36文字×10行以内 イナイ						〃		〃

		アンケートメール広告（メール） コウコク				全件 ゼンケン						1,620,000		600,000～※		0.37～		1		定型文 テイケイブン						〃		10営業日前		p.9

		Web

		メニュー				掲載面 ケイサイメン		表示方法 ヒョウジホウホウ		掲載期間 ケイサイキカン		想定imp. ソウテイ		料金 リョウキン		単価 タンカ		枠数 ワクスウ		サイズ		ファイル容量 ヨウリョウ		Altタグ		ファイル形式 ケイシキ		入稿期限 ニュウコウキゲン		詳細 ショウサイ

		バナー		ミディアムレクタングルバナー		TOP、下層ページ カソウ		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		1,500,000		400,000		0.27		1		300×250		100KB以内		全角20文字まで ゼンカクモジ		gif、jpeg、png		5営業日前		p.13

		インフィード		ピックアップコラム		TOP、下層ページ カソウ		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		1,500,000		400,000		0.27		3		画像：178×108
テキスト：全角28文字以内 ゼンカクモジイナイ		20KB以内		全角20文字まで ゼンカクモジ		gif、jpeg、png　　　　テキスト		〃		p.14

				季節のおすすめ キセツ		TOP、下層ページ カソウ		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		1,500,000		400,000		0.27		3		画像：178×108
テキスト：全角28文字以内 ゼンカクモジイナイ		20KB以内		全角20文字まで ゼンカクモジ		gif、jpeg、png
テキスト		〃

		ダウンロードバナー				ダウンロード完了時 カンリョウジ		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		30,000		150,000		5.00		1		400×300		100KB以内		全角20文字まで ゼンカクモジ		gif、jpeg、png		〃		p.15

		タイアップ
記事 キジ		プランA		コラム面 メン		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		－		500,000		-		3		テキスト
3,000文字程度 モジテイド		-		-		-		30営業日前 エイギョウニチマエ		p.16

				プランB		コラム面 メン		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		－		1,000,000		-						-		-		-		30営業日前 エイギョウニチマエ

				プランC		コラム面 メン		固定 コテイ		1ヶ月 ゲツ		－		1,500,000		-						-		-		-		30営業日前 エイギョウニチマエ
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お申し込みから配信・掲載までの流れ

●免責事項 ●
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または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとします。

● 損害賠償 ●
広告に関して当社が損害賠償責任を負った場合、その理由の如何を問わず、損害賠償額は、当該広告に関して当社が受領した広告料金を上限とします。

● お申込み後のキャンセルについて ●
お申込み後（ご発注後）のキャンセルは承っておりません。やむを得ずキャンセルされる場合は、下記の通りキャンセル料をご請求させていただきます。
・掲載開始日の20営業日前まで：広告料金の30％、掲載開始日の15営業日前～4営業日前まで：広告料金の50％、4営業日前以降：広告料金の100％

● ご請求について ●
・バナー掲載のご請求については掲載当月毎に請求させていただきます（当月毎の末日に請求書発行）。

弊社営業担当者までご相談ください。詳細についてご説明いたします。

広告掲載の受付メールアドレスまでお申込みください。
広告お問い合わせ用メールアドレス：mkamata@templatebank.com

メール広告・Web広告の入稿データを入稿用メールアドレスへお送りください。
入稿用メールアドレス：mkamata@templatebank.com ※入稿指定日の17時まで

弊社にて配信・掲載の準備を行います。メール広告の場合、配信サンプルを送信し、内容をご確認
いただきます。
※配信サンプル送信後に原稿修正をされる場合は、弊社効果測定前の元原稿をご修正の上、再入稿してくだ
い。

配信・掲載を開始いたします。土日祝日配信の場合は平日に配信完了報告を致します。

指定日に広告のレポートを提出いたします。

提案＆ご検討

お申し込み

広告ご入稿

配信・掲載準備

配信・掲載開始

レポート提出
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広告掲載基準
・弊社および弊社の運営するウェブサイトの品位を損なうと判断される広告でないこと
・弊社が実施する事業と競合する事業またはサービス等の広告でないこと
・ギャンブルもしくは虚偽の疑わしいと判断される情報商材などでないこと
・責任の所在、または広告主が不明確でないこと
・内容およびその目的が不明確でないこと
・内容に虚偽があるか、または誤認されやすい表現／内容でないこと
・公正／客観的な根拠なく、最大級・絶対的表現を使用していないこと
・不良商法、詐欺的内容でないこと
・関係諸法規を遵守していること
・医療、医療品、化粧品において、効能／効果などが厚生労働省の承認する範囲を逸脱していないこと
・公序良俗に反さないこと
・猥褻な内容を含まないこと
・暴力、賭博、麻薬、売春を肯定または美化するものでないこと
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれのあるものでないこと
・犯罪行為とならない、または犯罪行為に結びつくことがないこと
・懸賞専門サイト、出会い系・アダルトサイト及び、それに関連するサイトでないこと
・氏名、写真、肖像、商標、著作物、財産、プライバシーなどを無断で使用するなど、第三者の権利を侵害するものでないこと
・特定の法人、団体または個人を攻撃し、もしくは誹謗中傷しないこと
・政治／宗教団体の勧誘を目的としないこと
・視聴覚に悪影響を及ぼすおそれのないこと
・掲載申込み時、または掲載開始後、リンク先サイトの内容または表現が著しく変化しないこと
・リンク先サイトが掲載申込み時から掲載終了時まで確実に存在していること
・上記、全項目に該当するサイトへ誘導を促すサイトでないこと
・その他、弊社が不適当と判断した広告でないこと

※お申し込み後でも、掲載内容、リンク先、事業内容などが弊社基準にて不適当であると判断した場合には、掲載をお断り、もしくは中止させていただく
場合がございます。

※広告内容およびリンク先サイト内での全ての情報に関するユーザーからのクレームなどについては、広告主の責任において対処されるものであり、弊社
では一切の責任を負わないものとします。

※広告料金、メニューに関しては、弊社の都合により変更する場合がございますのでご了承ください。
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