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入稿素材／入稿時の注意点

＜共有＞
■全メニューにおいて altテキストは不可となります。

＜バナー広告＞

■バナーが背景と同化する場合は、枠線の設置をお願いいたします。

1、枠線について
以下に該当するバナー、Flashバナー（代替gifバナー含む）につきましては、掲載不可となります。

・背景（白）と同化しているもの
・背景（白）と一部同化しているもの
・弊社にて枠線が視認性に欠けると判断したもの
・アニメーション中に背景と同化している箇所が含まれるもの、または視認性に欠ける箇所が含まれているもの

■透過バナーは一律不可となります。

■アニメーションは、3ループ以内・15秒以内に停止すること。

■景品表示法に定める不当表示に当たる広告表現を使用した場合は、掲載不可となります。

入稿素材
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※広告仕様につきましては、各仕様ページをご確認ください。
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入稿素材／入稿時の注意点

＜共通＞
■広告の掲載開始時刻は原則水曜日の12：00のみです。掲載終了は水曜日の11時59分です。
※入稿は掲載前週の金曜日18時までにお願いします。

■期間中の広告原稿の差替えを希望する場合は、本原稿と同時に差替え原稿をご入稿ください。
また差替え希望日の指定可能日時は水曜日の12：00のみとなります。（原則1回まで）

■入稿受領後、及び掲載開始後の入稿内容変更は対応いたしかねますので、予めご了承ください。

■リンク先URLの文字数制限について
各広告からのリンク先URLは、200文字（URLエンコード後）までとさせていただきます。

■リンク先URLがAdverTimesと類似する他社メディアになる場合、お断りすることがございます。

■規定は変更となることがあります。

入稿時の注意点

※広告仕様につきましては、各仕様ページをご確認ください。
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【デスクトップ版（PC）】バナー（ウェルカム・スプレッド・レクタングル） 原稿仕様

対象メニュー バナー形式 入稿素材 容量 アニメーション サイズ（横×縦pxl）

ダブルレクタングル

Flashバナー

.swfファイル

100KB以内

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

300×600

.gifファイル
（代替gif）

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

PNGバナー .pngファイル -

JPEGバナー .jpgファイル -

gifバナー .gifファイル 可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

対象メニュー バナー形式 入稿素材 容量 アニメーション サイズ（横×縦pxl）

スプレッドバナー

Flashバナー
.swfファイル

100KB以内

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

1080×100 

.gifファイル
（代替gif）

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

PNGバナー .pngファイル -

JPEGバナー .jpgファイル -

gifバナー .gifファイル 可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

対象メニュー バナー形式 入稿素材 容量 アニメーション サイズ（横×縦pxl）

ウェルカムバナー

Flashバナー

.swfファイル

100KB以内

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

640×480

.gifファイル
（代替gif）

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

PNGバナー .pngファイル -

JPEGバナー .jpgファイル -

gifバナー .gifファイル 可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

対象メニュー バナー形式 入稿素材 容量 アニメーション サイズ（横×縦pxl）

レクタングル

Flashバナー

.swfファイル

100KB以内

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

300×250

.gifファイル
（代替gif）

可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

PNGバナー .pngファイル -

JPEGバナー .jpgファイル -

gifバナー .gifファイル 可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）
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【スマートフォン版】バナー（ウェルカム・トップ） 原稿仕様

【デスクトップ版】ウェルカム・スーパー・レクタングル／【スマートフォン版】ウェルカム・トップ 注意事項

■期間中の広告原稿の差替えを希望する場合は、本原稿と同時に差替え原稿をご入稿ください。
（差替え希望日の指定可能日時は水曜日の12：00のみとなります。 ）
■バナーが背景と同化する場合は、枠線の設置をお願いいたします。
■透過バナーは一律不可となります。
■アニメーションは、3ループ以内・15秒以内に停止すること。
※規定は変更となることがありますのでご了承ください。

対象メニュー バナー形式 入稿素材 容量 アニメーション サイズ（横×縦pxl）

トップバナー

PNGバナー .pngファイル

100KB以内

-

640×300JPEGバナー .jpgファイル -

gifバナー .gifファイル 可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）

対象メニュー バナー形式 入稿素材 容量 アニメーション サイズ（横×縦pxl）

ウェルカムバナー

PNGバナー .pngファイル

100KB以内

-

320×400JPEGバナー .jpgファイル -

gifバナー .gifファイル 可（3ループ以内、15秒以内に停止すること）
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リンク先URL使用制限文字・記号一覧／文字数制限

記号/文字 制限内容 備考

# 「%23」に置換してください。 「%23」にURLエンコード処理を施して入稿してください。

リダイレクトを用いている場合はアンカー指定のリンク先にリンクできない場合がございます。

＜ 「%3c」に置換してください。 「%3c」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

＞ 「%3e」に置換してください。 「%3e」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

| 「%7c」に置換してください。 「%7c」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

{ 「%7b」に置換してください。 「%7b」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

} 「%7d」に置換してください。 「%7d」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

¥ 「%5c」に置換してください。 「%5c」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

^ 「%5e」に置換してください。 「%5e」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

[ 「%5b」に置換してください。 「%5b」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

] 「%5d」に置換してください。 「%5d」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

` 「%60」に置換してください。 「%60」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

" 「%22」に置換してください。 「%22」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

半角スペース 「%20」に置換してください。 「%20」にURLエンコード処理を施して入稿ください。

全角文字/記号 右記参照ください 全角文字や記号をURLに使用する場合はリンク先の文字コードに合わせてURLエンコード処理を施して入稿ください。半角カタカナは使用できません。
なお、一部の記号を使用したURLでは正しくリンクしない場合があり、修正をお願いすることがございます。

&xxx; 使用できません。 文字参照*は使用することができません。 *例）&amp; &nbsp; &quot; &lt; &gt; などは使用できません。

各広告からのリンク先URLは、200文字（URLエンコード後）までとさせていただきます。

リンク先URLの文字数制限について

リンク先URL使用制限文字・記号一覧
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※エンコードした結果、アクセスできるリンク先であれば問題ございません。
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禁止事項
・ 文頭及び文末のスペース、半角スペースの連続使用、半角の<>、半角カタカナ使用
・ 文字化けをおこす可能性がある文字の使用（全角「～」、「－」、「゛」、「￠」、「∥」、半角「¥」、「+」）
・ 機種依存文字の使用

機種依存の使用不可文字代表例

注意事項
・機種依存文字が含まれない文字に限り、顔文字の使用が可能となります。（連続使用は不可）
・ユーザー環境により、表示が崩れたり正しく表示されない可能性があります。

テキスト広告 禁止事項
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【デスクトップ版（PC）】Flash入稿規定 ／ アクションスクリプト、ボタン作成時の注意事項

アクションスクリプトの注意点

・ 上記以外のアクションスクリプトは、原則使用不可となります。

・ 以下のようなスクリプトは都度ご相談・ご連絡ください。

外部通信／オンマウスアクション

・ActionScript 3.0 に対応しております

・Flash10.1以下のバージョンに対応しております。

大容量バナーに関する注意点

・ 音声：大容量バナーについては使用可能。ただし、デフォルトOFFでお願いいたします。
・ ユーザーに不快感を与える恐れがある表現等については、音声の修正をお願いさせて頂く場合がございます。

・ オンマウス処理：可 ※オンマウスの秒数制限は無し（ループは不可）/マウスが外れたら停止

・ ボタンは１つのみ作成ください。
・ アニメーションの最後に stop(); アクションを設定してください。
・ バナー全体（表示上最前面のレイヤー）にボタンシンボルを設置し、インスタンス名を「btn_mc」としてください。
・ ボタンアクションとして、以下のスクリプトをボタンシンボルに記述してください。
・ リンク先は1箇所のみとなります。
・ 構造を把握しやすくするため、レイヤーに分かりやすい名前をつけてください。
・ clickTAG （入稿していただいたリンク先URL）と targetTAG （ウィンドウ指定）は弊社配信システム側で設定しますので、
直接値を書きこまないようお願いいたします。

その他注意点

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

getURL(clickTAG, targetTAG);
}

} ※階層を分けず、一つの階層に全てのシンボル・レイヤーを入れて下さい

・ 入稿規定は変更となる場合がございます。
・ 激しく点滅したり、高速振動しているものは掲載できません。

ボタン作成時の注意点
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ご不明な点はお問い合わせください。

株式会社宣伝会議 広告本部 ad-info@sendenkaigi.co.jp       電話：03-3475-3010

本社 〒107-8550 東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階
北海道本部 〒060-0001 札幌市中央区北一条西4-1-2
東北本部 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1
中部本部 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル
関西本部 〒530-0003 大阪市北区堂島2-1-31
中四国本部 〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル
九州本部 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル

電話：03-3475-3010 FAX：03-3475-3075
電話：011-222-6000 FAX：011-222-6670
電話：022-266-6981 FAX：022-266-6986
電話：052-952-0311 FAX：052-952-0312
電話：06-6347-8900 FAX：06-6347-8944
電話：082-545-7311
電話：092-731-3331 FAX：092-731-3151

企画内容はウェブサイトからもご覧いただけます。
http://biz.sendenkaigi.com/

【連絡先】


