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ホスラブ小説 媒体 ver.3.1

・インター ット の い ユーザー層
・F1、M1層が90%を占める
・ のある な
・情報過多世代故に効果のあるプッシュ型広告

・スマートフォン配信枠の設定
・ べる配信 合いと配信
・最大5つのURL設定項目

F1
・

M1
層
へ
の
訴
求
力
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月間1億PV平均PV

2009 4月サイト開設

約35.7万人会員数

docomo、au、softbank、PC等対応キャリア

http://book.hostlove.comURL

ホスラブ小説媒体名

ユーザーが60%強

90%がF1・M1層

首都圏が約半数を占める

ホスラブ小説はキャバクラ、ホスト、風俗等を
テーマにしたちょっと大人のユーザー参加型
「ケータイ小説作成サイト」です。

期に り月間約1億PVを安定的に達成しており、
またその大部分をF1・M1層が占める内訳と
なっております。

※google analytics調べ
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26.87 %PCその他

20.07 %フィーチャーフォン(FP)

53.06 %スマートフォン(SP)

※google analytics調べ (期間:2013/07/01 – 2013/09/15)

半数のユーザーがスマートフォンからアクセス
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SP トップページ

SP トップページ上部広告

320x100px ※1 100KB以内バナータイプ

プレミアムプラン – パック
プレミアムプラン – スマホ

対象プラン

ローテーションバナー表示タイプ

SP 上部広告

320x100px ※1 100KB以内バナータイプ

プレミアムプラン – パック
ペーシックプラン – パック
プレミアムプラン – スマホ
ベーシックプラン – スマホ

対象プラン

ローテーションバナー表示タイプ

SPコンテンツ内広告表示ページ

※1：640x200pxサイズも可能
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PC トップページ

PC トップページ上部広告

320x100px ※1 100KB以内バナータイプ

プレミアムプラン – パック対象プラン

ローテーションバナー表示タイプ

PC サイドバー広告

320x100px ※1 100KB以内バナータイプ

プレミアムプラン –パック
ペーシックプラン –パック

対象プラン

プラン順 一覧バナー
※上からプレミアム、ベーシックの順で表示
※各プラン内の順序はランダム

表示タイプ

※1：640x200pxサイズも可能
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PC コンテンツ内広告表示ページ

PC 上部広告

320x100px ※1 100KB以内バナータイプ

プレミアムプラン – パック
ベーシックプラン – パック

該当プラン

ローテーションバナー表示タイプ

PC サイドバー広告

320x100px ※1 100KB以内バナータイプ

プレミアムプラン –パック
ペーシックプラン –パック

対象プラン

プラン順 一覧バナー
※上からプレミアム、ベーシックの順で表示
※各プラン内の順序はランダム

表示タイプ

※1：640x200pxサイズも可能
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FP トップページ上部広告

192x53px 4KB以内バナータイプ

プレミアムプラン – パック対象プラン

ローテーションバナー表示タイプ

FP 上部広告

192x53px 4KB以内バナータイプ

プレミアムプラン – パック
ベーシックプラン – パック

対象プラン

ローテーションバナー表示タイプ

FP トップページ

FPコンテンツ内広告表示ページ
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■SP/PCバナー ■FPバナー原稿仕様

docomo(FP)用 1本 au(FP)用 1本 SoftBank(FP)用 1本
PC用 1本 スマホ用 1本

設定URL

1ヶ月もしくは半月（※日割りをご希望の場合は別途お問合せ下さい。）掲載期間

PCモード / SPモード / FPモード 全広告表示ページ上部
PCモード サイドバー上部

（参照 P.3,4,5,6）

掲載箇所

プレミアムプラン – パック
1ヶ月 枠

最大3本本数

gif または jpg形式

最大100KB

320x100ピクセル※1サイズ

¥270,000(税込)掲載

4,000,000PV保証最 保証

最大3本本数

gif または jpg形式

最大4KB

192x53ピクセルサイズ

半月 枠

¥135,000(税込)掲載

2,000,000PV保証最 保証

※1：640x200pxサイズも可能



8

■SP/PCバナー ■FPバナー原稿仕様

docomo(FP)用 1本 au(FP)用 1本 SoftBank(FP)用 1本
PC用 1本 スマホ用 1本

設定URL

1ヶ月もしくは半月（※日割りをご希望の場合は別途お問合せ下さい。）掲載期間

PCモード / SPモード / FPモード トップページ以外の広告表示ページ上部
PCモード サイドバー下部

（参照 P.3,5,6）

掲載箇所

ベーシックプラン – パック
1ヶ月 枠

1本本数

gif または jpg形式

最大100KB

320x100ピクセル ※1サイズ

¥129,600(税込)掲載

1,500,000PV保証最 保証

1本本数

gif または jpg形式

最大4KB

192x53ピクセルサイズ

半月 枠

¥64,800(税込)掲載

750,000PV保証最 保証

※1：640x200pxサイズも可能
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■SPバナー原稿仕様

スマホ用 1本設定URL

1ヶ月もしくは半月掲載期間

SPモード 全広告表示ページ上部
（参照 P.3）

掲載箇所

プレミアムプラン – スマホ
1ヶ月 枠

¥129,600(税込)掲載

1,200,000PV保証最 保証

半月 枠

¥64,800(税込)掲載

600,000PV保証最 保証

最大3本本数

gif または jpg形式

最大100KB

320x100ピクセル ※1サイズ

※1：640x200pxサイズも可能
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■SPバナー原稿仕様

スマホ用 1本設定URL

1ヶ月もしくは半月掲載期間

SPモード トップページ以外の広告表示ページ上部
（参照 P.3）

掲載箇所

ベーシックプラン – スマホ
1ヶ月 枠

¥61,508(税込)掲載

550,000PV保証最 保証

半月 枠

¥30,754(税込)掲載

225,000PV保証最 保証

1本本数

gif または jpg形式

最大100KB

320x100ピクセル ※1サイズ

※1：640x200pxサイズも可能
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ホスラブ小説ではクライアント様が 掲載状況確認で る ページを設けています。

お申込み枠ごとに以下の
項目をご確認頂けます。

・ご掲載プラン
・ご掲載日程
・ご登録URL
・ご登録バナー
・バナー別PV,CL,CTR
・総PV,CL,CTR
・日別定 計 計PV,CL

(最新15件)

掲載状況確認画面のログイン情報は
掲載 のご となります。



12

22.5万PV保証55万PV保証60万PV保証120万PV保証75万PV保証150万PV保証200万PV保証400万PV保証

▼ クリエイティブ仕様

▼ 配信端末

保証 および 期間保証保証形態

▼ ・ ・保証形

¥30,754¥61,508¥64,800¥129,600¥64,800¥129,600¥135,000¥270,000（ ）

gif もしくは jpgバナー形式

1) SP
計1本

1) docomo(FP)
2) au(FP)
3) SoftBank(FP)
4) SP
5) PC

計5本

設定URL

プレミアム
パック 半月

SP/PC 100KB
FP 4KB

SP/PC 320x100px※1
FP 192x53px

SP/PC 3本
FP 3本

SP、FP、PC

プレミアム
パック 1ヶ月

ベーシック
パック 半月

SP/PC 1本
FP 1本

ベーシック
パック 1ヶ月

SP 100KB

SP 320x100px※1

SP 3本

SP

プレミアム
スマホ 1ヶ月

バナー

配信端末

バナーサイズ

SP 1本バナー本数
（最大）

ベーシック
スマホ 半月

ベーシック
スマホ 1ヶ月

プレミアム
スマホ 半月

※1：640x200pxサイズも可能
SP=スマートフォン（Android、iPhone） FP=フィーチャーフォン（ガラケー） PC=PC、タブレット等
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【プレミアム パック 1ヶ月/半月】
□ サイト名（全角換算10文字以内）
□ 掲載期間
□ URL 1) docomo(FP) 2) au(FP) 3) Softbank(FP) 4) SP 5) PC
□ SP/PC用バナー 320x100px ※1 100KB 最大3点
□ FP用バナー 192x53px 4KB 最大3点

【ベーシック パック 1ヶ月/半月】
□ サイト名（全角換算10文字以内）
□ 掲載期間
□ URL 1) docomo(FP) 2) au(FP) 3) Softbank(FP) 4) SP 5) PC
□ SP/PC用バナー 320x100px ※1 100KB 最大1点
□ FP用バナー 192x53px 4KB 最大1点

【プレミアム スマホ 1ヶ月/半月】
□ サイト名（全角換算10文字以内）
□ 掲載期間
□ URL 1) SP
□ SP用バナー 320x100px ※1 100KB 最大3点

【ベーシック スマホ 1ヶ月/半月】
□ サイト名（全角換算10文字以内）
□ 掲載期間
□ URL 1) SP
□ SP用バナー 320x100px ※1 100KB 最大1点

※1：640x200pxサイズも可能
SP=スマートフォン（Android、iPhone） FP=フィーチャーフォン（ガラケー） PC=PC、タブレット等


