
爆サイ.com ／ 一般系SP広告枠

＼月間10憶PVを超える日本最大級のローカルクチコミ掲示板／

MEDIA GUIDE 2022年1～3月
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①地域密着型のクチコミ掲示板
圧倒的な情報量と利便性の高さから地方ユーザーを中心に絶
大な支持を得ています。

＼爆サイ.comのポイント！／

②合計3,900以上の掲示板を保有
100以上のカテゴリが47都道府県別で分かれています。

風俗カテゴリはお店や嬢個人の

クチコミサイトとしても人気！

クチコミ掲示板としては日本最大級！

カテゴリ数

爆サイ.comのアクセス数は国内48位、掲示板カテゴリ数において 堂々の1位！

アクセス数

※2021/11/15のデータです

※ランキングはSimilarWebのデータを参照しています※2021/11/15のデータです

爆サイ.comとは？
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関東や関西だけでなく、様々な地域カテゴリにも多くのユーザーがいます。

メインユーザーは２０代後半〜４０代の男女が中心で８割がスマホユーザーです。

※2021年11月現在。Googleアナリティクスのデータを元に作成
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爆サイ.comはこんな人が見ています！
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爆サイ.comでは、以下のようにカテゴリを一般、成人、ギャンブルに分けて掲示板を保有しています。

一般カテゴリ

■雑談掲示板

■ニュース掲示板

■スポーツ掲示板

■病院・病気・福祉掲示板

■グルメ・飲食掲示板

■土木・建設・運輸・交通掲示板

■ママ・育児掲示板

■サークル掲示板

■芸能掲示板

■釣り・漁掲示板

■恋愛掲示板

■ヘアーサロン・エステ掲示板

■一般求人掲示板 掲示板カテゴリ
PV比率

■クラブ・ディスコ・フェス掲示板

■お祭り・レジャー掲示板

■社会掲示板

■趣味掲示板

■政治・経済掲示板

■災害掲示板

■ネットサービス掲示板

■なりきり掲示板

■ゲーム掲示板

■公務員掲示板

■美容掲示板

■動画掲示板

■風俗掲示板

■出会い系掲示板

■R18掲示板

■不良・族掲示板

■風俗求人掲示板

成人カテゴリ

■メンエス・回春マッサージ掲示板

■お水掲示板

■ホスト掲示板

■LGBT掲示板

■お水・ホスト求人掲示板

成人カテゴリ

62％

一般カテゴリ

30％

広告掲載はエリアやカテゴリなどセグメントを切って

掲載箇所を限定する広告配信が可能です。

掲示板カテゴリ
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■電子書籍 ■出会い・マッチングアプリ ■電子タバコ
■ED・AGA ■ギャンブル ■ナイトレジャー ■LGBT関連 など

特に効果が出やすい案件ジャンル

ギャンブルカテゴリ

■パチスロ掲示板 ■ギャンブル掲示板

ギャンブルカテゴリ
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メニュー詳細

■メニュー名 SPヘッダミドル（一般） SPヘッダミドル（成人・ギャンブル）

■掲載料金（税別） ¥120,000〜 ¥135,000〜

■imp単価／ CPM ＠¥0.040 ／ ＠¥40 ＠¥0.045 ／ ＠¥45

■想定配信数 3,000,000 imp 〜

■掲載カテゴリ（※4ページ参照） 一般カテゴリ 成人カテゴリ・ギャンブルカテゴリ

■配信デバイス スマートフォン

■消化期間 1ヶ月間（掲載開始は毎月1日〜 or 15日〜）

■想定CTR 0.15% 0.15%

■原稿仕様

サイズ：320×100pix
形 式：GIFバナー (静止画可)
容 量：50KB以内
入稿可能原稿本数：最大5本（原稿別URL可）
※アニメーション原稿は3ループ以内 (無限ループ不可)
※枠線と境界線が分からない白背景はNG。(その際は画像に1pxの枠線が必須)

■掲載不可業種
アダルトサイト／同時登録／風俗系サイト／
競合サイト etc.

同時登録／風俗系サイト／競合サイト etc.

日々アクセス数が増加しているため、継続的なご掲載でも新規ユーサーの獲得が期待できます。

低CPMでより多くの配信数をご希望されるクライアント様にオススメの広告メニューです。

SPヘッダミドル（一般・成人・ギャンブル）
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赤い箇所に広告が出ます。（掲示板・スレッド・レス一覧ページ）

TOPページ 地域別TOPページ 掲示板一覧ページ スレッド一覧ページ

ＡＤ

レス一覧ページ

ヘッダ

ミドル

ヘッダ

ミドル

ヘッダ

ミドル

SPヘッダミドル（掲載箇所）
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メニュー詳細

■メニュー名 SPレクタングル（一般） SPレクタングル（成人・ギャンブル）

■掲載料金（税別） ¥275,000〜 ¥300,000〜

■imp単価／ CPM ＠¥0.055 ／ ＠¥55 ＠¥0.060 ／ ＠¥60

■想定配信数 5,000,000 imp 〜

■掲載カテゴリ（※4ページ参照） 一般カテゴリ 成人カテゴリ・ギャンブルカテゴリ

■配信デバイス スマートフォン

■消化期間 1ヶ月間（掲載開始は毎月1日〜 or 15日〜）

■想定CTR 0.25% 0.30%

■原稿仕様

サイズ：300×250pix
形 式：GIFバナー (静止画可)
容 量：80KB以内
入稿可能原稿本数：最大5本（原稿別URL可）
※アニメーション原稿は3ループ以内 (無限ループ不可)
※枠線と境界線が分からない白背景はNG。(その際は画像に1pxの枠線が必須)

■掲載不可業種
アダルトサイト／同時登録／風俗系サイト／
競合サイト etc.

同時登録／風俗系サイト／競合サイト etc.

そのためSPヘッダミドルと比べて、より高いCTR（クリック率）が期待できます。

大きなバナーサイズ(300×250)によって視覚でユーザーに訴えかけることが可能です。

SPレクタングル（一般・成人・ギャンブル）
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TOPページ 地域別TOPページ 掲示板一覧ページ スレッド一覧ページ

ＡＤ

レス一覧ページ

赤い箇所に広告が出ます。（スレッド・レス一覧ページ）

SPレクタングル（掲載箇所）
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メニュー詳細

■メニュー名 SP一般スレインフィード SP一般レスインフィード

■掲載料金（税別） ¥50,000〜 ¥50,000〜

■imp単価／ CPM ＠¥0.005 ／ ＠¥5 ＠¥0.010 ／ ＠¥10

■想定配信数 10,000,000 imp〜 5,000,000 imp〜

■形式 画像＋テキスト テキストのみ

■掲載カテゴリ 一般カテゴリ

■配信デバイス スマートフォン

■消化期間 1ヶ月間（掲載開始は毎月1日〜 or 15日〜）

■想定CTR 0.05% 0.15%

■原稿仕様

全体サイズ：横375pix × 縦70pix
文字数：全角35文字以内
画像サイズ：50pix × 50pix
画像容量：50KB以内
入稿可能原稿本数：最大3本

全体サイズ：横375pix × 縦100pix
文字数：全角35文字以内
入稿可能原稿本数：最大3本

低CPMの枠になるため、一般カテゴリ全体に向けてより多くのユーザーにアプローチできます。

スレッドやレスのコンテンツと調和して自然な形で表示されるテキストベースの広告です。

SP一般インフィード（スレ・レス）
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メニュー詳細

■メニュー名 SP成人スレインフィード SP成人レスインフィード

■掲載料金（税別） ¥50,000〜 ¥50,000〜

■imp単価／ CPM ＠¥0.005 ／ ＠¥5 ＠¥0.010 ／ ＠¥10

■想定配信数 10,000,000 imp〜 5,000,000 imp〜

■形式 画像＋テキスト テキストのみ

■掲載カテゴリ 成人カテゴリ・ギャンブルカテゴリ

■配信デバイス スマートフォン

■消化期間 1ヶ月間（掲載開始は毎月1日〜 or 15日〜）

■想定CTR 0.05% 0.15%

■原稿仕様

全体サイズ：横375pix × 縦70pix
文字数：全角35文字以内
画像サイズ：50pix × 50pix
画像容量：50KB以内
入稿可能原稿本数：最大3本

全体サイズ：横375pix × 縦100pix
文字数：全角35文字以内
入稿可能原稿本数：最大3本

低CPMの枠になるため、成人カテゴリ全体に向けてより多くのユーザーにアプローチできます。

スレッドやレスのコンテンツと調和して自然な形で表示されるテキストベースの広告です。

SP成人インフィード（スレ・レス）
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スレインフィード広告 レスインフィード広告

SP成人インフィード（掲載箇所）

11


