
MEDIAGUIDE 

2016.July 

NNAとは… 

 ●アジア各国・地域での経済ビジネス情報の編集・発行および日本国内での情報配信を行う共同通信社グループのメディア 

 ●現在、東京、北九州、韓国、香港、台湾、上海、北京、広州、大連、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、インド、 

  ベトナムに現地法人ないし現地事務所を設置。さらにオーストラリア、英国の会社と提携して、各地の経済ビジネス情報を日本語で提供しています 

 ●日刊紙「Daily NNA」データベース「NNA POWER」など有料サービス契約企業数は約7,000社（2015年3月現在） 

 ●メールマガジン等が利用できる無料会員組織「NNA倶楽部」の登録数約22,000人（2016年6月現在） 

共同通信グループ  株式会社エヌ・エヌ・エー  営業本部 日本営業部  Tel  03-6218-4332   広告窓口E-mail  crossmedia@nna.asia 



NNA.ASIAとは 

1日約300本の経済ニュースを毎日更新。 

アジアの経済ビジネス情報に特化したニュースサイト 

 海外・アジア事業担当者を中心に、国際派ビジネスパーソンに広く利用されています！ 

●アクセスデータ(2016/06) 

月刊ページビュー：120万PV 

月刊ユーザー：   20万UU 

1ユーザーあたりの平均PV：      4.2PV  

1ユーザーあたりの平均滞在時間：     約6分 

アクセスのピークは 
平日午前中のビジネスタイム 

●時間帯別アクセス推移 

0時  1時  2時 3時 4時  5時   6時  7時  8時   9時 10時 11時  12時  13時  14時   15時 16時  17時  18時  19時   20時 21時  22時  23時  

日本 

ASIA 

●地域別アクセス(2016/06) 

全体の75％が日本から、 
25％がアジアからのアクセスです 



ユーザー属性 
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純広告メニュー  バナー広告＆テキスト広告  

表示方法 Imps数 掲載料金（税別） 掲載期間 

ローテーション 100,000保証 150,000 円 1カ月 

ローテーション 300,000保証 390,000 円 1カ月 

ローテーション 500,000保証 550,000 円 1カ月 

*サイズ：300×250px 

*画像：gif,jpeg/100KB以内またはswf/200KB以内 

*掲載開始日、掲載期間にご希望がある場合はお問合わせ下さい 

*保証imp数に達しない場合は期間を延長する場合があります 

300px 
× 

250px 

300px 
× 

250px 

●プライムディスプレイバナー 

表示方法 Imps数 掲載料金（税別） 掲載期間 

固定 500,000想定 250,000 円 1カ月 

*サイズ：テキスト35文字以内 

*掲載開始日、掲載期間にご希望がある場合はお問合わせ下さい 

*保証imp数に達しない場合は期間を延長する場合があります 

●テキスト広告 



純広告メニュー  メールマガジン  

━━━━━━━━━━━━ 
アジアの経済ビジネス情報 
NNA倶楽部ビジネスニュース 
2016/05/27（金） 
http://www.nna.jp/ 
━━━━━━━━━━━━ 
※このメールはNNA倶楽部会員の皆様にお送りしています。配信停止はこちら 
http://news.nna.jp/app/lite/member 
 
 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
                ＜詳細＞ http://news.nna.jp/app/lite/member 
 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 
１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９ 

http://www.nna.jp/ 
 

━━━各国・地域のニュース━━━ 
■中国（CN） 
・すし具材のあじかん、広州に巻きずし店開設 
http://news.nna.jp/free/news/20160527cny025A.html 
その他の記事見出し一覧（本文有料） 
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_cny_daily.html 
 
■香港（HK） 
・アリババ系のバ蟻金服、香港で営業許可を申請 
http://news.nna.jp/free/news/20160527hkd005A.html 
その他の記事見出し一覧（本文有料） 
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_hkd_daily.html 
 
■台湾（TW） 
・台湾版「Ponta」、長栄航空など３社と提携 
http://news.nna.jp/free/news/20160527twd010A.html 
その他の記事見出し一覧（本文有料） 
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_twd_daily.html 
 
■韓国（KR） 
・ソウルで１日20万円使う中国人、爆買い健在 
http://news.nna.jp/free/news/20160527krw012A.html 
その他の記事見出し一覧（本文有料） 
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_krw_daily.html 
 
■タイ（TH） 
・岐阜県知事、県産品や観光地をＰＲ 
http://news.nna.jp/free/news/20160527thb002A.html 
その他の記事見出し一覧（本文有料） 
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_thb_daily.html 
 
■ベトナム（VN） 
・パナ、ハノイのショールームをリニューアル 
http://news.nna.jp/free/news/20160527icn005A.html 
その他の記事見出し一覧（本文有料） 
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_icn_daily.html 
 
━━━━━━━━━━━━ 
発行：株式会社 エヌ・エヌ・エー 
（共同通信グループ） 
http://www.nna.jp/ 
内容について要望・感想・質問等を歓迎します。 
nnaclub@nna.asia までお寄せください。 
━━━━━━━━━━━━ 
Copyright（C）1997- NNA All rights reserved. 
本メールの無断転載・複製・転送を禁じます。 

形式・サイズ 配信数 掲載料金（税別） 

テキスト 
 

39文字×5行 
 

※リンクURL含む 

1回掲載 50,000 円 

3回掲載 100,000 円 

10回掲載 300,000 円 

●NNA倶楽部ビジネスニュース ヘッダー広告 

 ●NNA倶楽部ビジネスニュース 

   配信通数  約22,000通 

   発行頻度  週5回（月～金） 

   コンテンツ 各国/地域の無料公開記事とヘッドライン一覧 

   形 式   テキストメール 

【NNA倶楽部とは】 

 ・2013年7月よりスタートした無料会員組織。 

  毎月300～400人の新規登録があり、現在の会員数は約22,000人（2016年6月現在） 

 ・メールマガジン「NNA倶楽部ビジネスニュース」会報「アジア通」等の媒体、 

  NNA主催セミナー参加料金の割引、現地ガイダンスなどのサービスを提供している 

 ・会員の約半数が日本在住 
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入稿規定 

入稿可能ファイル：JPG、GIF、SWF（要代替ファイル） 

JPEG,GIF FLASH 

ファイルサイズ 100KB以内（GIF、JPG）  200KB以内（GIF、JPG）  

アニメーーション （gif）アニメ可、無限ループ可  （gif）アニメ可、無限ループ可  

ALTテキスト 不可 不可 

  下記FLASHについて 

バージョン Flash player ６以降  

ActionScript 

on(release){  
if((clickTAG.substr(0,5) == "http:") or (clickTAG.substr(0,6) == "https:")){ getURL(clickTAG,"_blank"); }  

}※大文字小文字の差異が無いように記述してください。   

禁止ActionScript  

・外部ファイルを取り込んだり、外部サーバーと通信を行う処理を行うコマンド・オブジェクト。  
・SWFファイルがクライアントとなりサーバーにリクエストを出す あらゆる関数  
・タイムライン上でのgetURL()関数の使用  ・極度にCPU負荷率を高めるスクリプト設計  
・グローバルプロパティ、及び_root・_level0 階層に対するプロパティの変更を禁止  
 ※アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているかの説明をしてください。  
  再度プログラムの変更を依頼することがあります。   
 

その他   

・バックグランドカラーはレイヤーで設定すること  
・使用する文字は、アウトライン化 
・フレームレートは12～18fpsを推奨   
・Flashの圧縮機能は使用可  
・「読み込みプロテクト」のチェックオフ  
・クリッカブルエリア以外は完全透過で入稿   



掲載基準 

 掲載原稿や支給されるバナ－、リンクサイトについてNNAの基準に基づき審査します。審査におい
て、下記に該当するとNNAが判断した場合、広告の内容、形式、デザイン、リンク先等の変更をお
願いすることがございます。また、契約途中の広告変更にも同様の審査を行います。 
 前項に対し、変更承諾が得られない場合又は広告掲載開始までに変更の申し入れを行うことができ
ない場合には、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任を負うことなく当該広告掲載契約を解
除する事がございます。 

（1）アダルト関連及びリンクを含むサイト及び内容 
 
（2）著作権その他知的所有権の保護に違反する内容を含むサイト及び内容 
 
（3）上記以外の違法な内容を掲示しているサイト及び内容 
 
（4）第三者の権利を侵害するサイト及び内容 
 
（5）家族や友人など特定の利用者だけを対象としてるサイト及び内容 
 
（6）出会いのサイト及び内容 
 
（7）その他公序良俗に反するサイト及び内容 
 
（8）バナーの内容と全く関係のないサイト 



入稿規定について 

広告掲載に関する注意事項 
■お申込みについて 

お申込みアドレス：crossmedia@nna.asia 

■掲載時間について 

掲載開始時間：掲載開始日 正午12:00～  
掲載終了時間：掲載終了日 ～午前11:59 

■入稿について 

gif/jpeg素材  配信開始指定日5営業日前 
Flash素材    配信開始指定日7営業日前 
入稿アドレス： crossmedia@nna.asia   Subject に”[入稿]”と必ず記載ください。 

■その他 

1. 原稿差し替えは１週間に１回までとさせて頂きます。 
2. 掲載可能な原稿本数は、1週間のうち3本までとさせて頂きます。 
3. リンク先は１原稿につき1本までとします。また受領後のリンク先、原稿等の変更は、原則受け付けません。 
4. 広告原稿の背景が白・透明の場合は1pixel分の枠を付けてください。 
5. 掲載レポートは掲載終了後10営業日以内に提出いたします。 

掲載可否確認、掲載申込、入稿等は、インターネット広告推進協議会の「インターネット広告掲載トラフィックマニュアル」 
をご参照の上、お送り下さい。 
http://www.jiaa.org/traffic/traffic.html  

mailto:crossmedia@nna.asia
mailto:crossmedia@nna.asia
http://www.jiaa.org/traffic/traffic.html


会社概要 

商号 
 
所在地 
 
設立年月 
 
資本金 
 
主要株主 
 
事業概要 
 
 
URL 

株式会社エヌ・エヌ・エー（NNA JAPAN CO., LTD.） 
 
〒105-7201 東京都港区東新橋1-7-1 汐留メディアタワー９階 
 
1995年（平成7年）8月1日 
 
1億円  
 
一般社団法人共同通信社 
 
アジア各国・地域での経済ビジネス情報の編集・発行および 
日本国内での情報配信 
 
http://nna.jp/ 

【問合せ先】 

株式会社エヌ・エヌ・エー 営業本部日本営業部 
TEL  :03-6218-4332 
E-mail: crossmedia@nna.asia 
 

mailto:crossmedia@nna.asia

