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2021年度10⽉版
公益財団法⼈東京⼤学新聞社



• 1920年、『帝國大学新聞』として創刊。東京大学とは、組織的・人的・財政的に独立しており、学生新
聞としては唯一の公益財団法人です。

• 学生が主体となってウェブメディアでの発信や新聞紙面発行を行い、東大の学内行政や研究に関する
ニュース、学生にとって役立つ情報から、広く社会問題を考えるコンテンツまで、さまざまに発信して
います。

• 主な事業内容
1. デジタル事業：『東大新聞オンライン』の編集及び運営
2. 新聞事業：『東京大学新聞』の編集及び発行
3. 出版事業：東京大学情報本等の編集、出版及び販売
4. 文化事業：各種イベントの開催
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東京⼤学新聞社の概要



タイアップ広告のご案内

東⼤新聞では、サービスの宣伝に直接つながるもの
だけでなく、クライアントが掲げる理念や社会的価
値を広めるためのタイアップ記事広告も作成してい
ます。
東⼤⽣・東⼤受験⽣・教育熱⼼な保護者を知り尽く
した学⽣記者が、東⼤関係者に響く記事を共に作り
上げます。東⼤⽣を対象としたアンケート調査を
セットにした記事広告も⼿掛けています。

料⾦︓内容により個別に⾒積もり（これまでは1回に
つきおよそ50万円〜100万円）。紙⾯、オンライン
それぞれで別途掲載料がかかります。
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これまでのタイアップ広告の例
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SCSK様タイアップ JBS様タイアップ

東⼤⽣のキャリアに
ついて、社会的価値
を推進し、かつ企業
のメリットになる内
容を発信

学びと仕事の
接続

⼥性活躍
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◆東大新聞オンラインは、東京大学に所属する学生ら
で構成する公益財団法人東京大学新聞社が運営する
ニュースサイトです。
毎週月曜日の放課後に編集会議を開催し、学生が主
体となって執筆・編集・撮影などを行っています。コ
ンセプトは「東大の知をひらく」。
東京大学に関するニュースや東京大学関係者へのイ
ンタビューなどを掲載し、東大生のみならず受験を控
えた高校生やそのご家族、就活生など他大学の皆さま、
東京大学のスポーツでの活躍に興味を持つ方々などに
ご愛読いただいています。

◆ページビューは本サイト月平均19万PV
SmartNewsなどで月平均5万PV
ユニークユーザー数は月刊80,000～100,000
で推移しております。

http://www.todaishimbun.org/
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『東⼤新聞オンライン』の概要
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『東⼤新聞オンライン』広告サイズ①
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①

パソコン スマートフォン

①はトップページ
上部と、記事ページ
上部に掲載されます

①
■広告データ仕様

PC：横900×縦150
pixcel
SP：横600×縦400
pixcel

・データ形式：JPEG、
GIF、PNG
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『東⼤新聞オンライン』広告サイズ②
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②

パソコン
…

②

②は3ヶ所に
表示されます

スマートフォン

■広告データ仕様

PC、SP共に：
横700×縦583
pixcel

・データ形式：
JPEG、GIF、PNG



『東⼤新聞オンライン』広告サイズ③
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パソコン スマートフォン

③は記事文中に
表示されます

■広告データ仕様

PC、SP共に：
横700×縦583
pixcel

・データ形式：
JPEG、GIF、PNG

3 3
※この図とは画像の
大きさが異なります。
②と同じ大きさです
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『東⼤新聞オンライン』広告料⾦

広告スペース
掲載料⾦（カッコは税抜）

1ヶ⽉間 3ヶ⽉間 6ヶ⽉間
①サイト上部バナー

（最⼤10社のローテーションでランダムに表⽰）
55,000円
（50,000円）

148,500円
（135,000円）

264,000円
（240,000円）

②サイトトップ右側バナー
（最⼤10社のローテーションでランダムに表⽰）

33,000円
（30,000円）

89,100円
（81,000円）

158,400円
（144,000円）

③記事中バナー 55,000円
（50,000円）

148,500円
（135,000円）

264,000円
（240,000円）

記事広告
（記事上部にPUBLIC RELATIONSと表記）

応相談（企画料、取材・調査等、
制作費がかかります）

※その他の期間の料金はご相談下さい
■広告データ仕様

①PC：横900×縦150pixcel SP：横600×縦400pixcel
②横700×縦583pixcel
③記事中表示
横700×縦583pixcel

・データ形式はJPEG、GIF、PNGで、リンク先ご指定のうえメールでお送りください。



「⽉刊東京⼤学新聞」の概要

n 発刊日：毎月第二火曜日（年13回予定）※発刊日
の変更もあります。
・24面１部500円（税込）（年13回予定）
・増刊号 24面（予定） 無償配布（年2回）

n 紙面サイズ：タブロイド版／発刊部数：約１～３
万部（無償増刊号含む）

n 主な記事内容：
n 東大を中心とする国内外の大学・研究機関に
よる最新の学術成果や社会への応用事例

n 東大の研究者・学生・職員等が行なっている
文芸、美術、スポーツなど文化的諸活動の取
り組み

n 東大の学内行政や文部科学行政に関する時事
n 配布先：定期購読者への郵送。東大（生協・ロー
ソン）及び日販・トーハンを通じて全国の書店
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特集号
※購読者の約90％が定期購読です。

受験関連号（入試問題解答号ほか）
※オープンキャンパス号・受験生応援号（無償配布）は、
100％受験生及び、受験関係者です。
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『東京⼤学新聞』購読者内訳

特集号（約8,000部） 受験関連号（約20,000部）
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『東京⼤学新聞』広告サイズ

②1/3⾯

③1/4⾯

①全⾯

④半1/3⾯

⑤半1/4⾯



『東京⼤学新聞』広告料⾦表
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■書籍広告は③と⑤のサイズです。
■その他スペース、記事中はお問い合わせ下さい。
■カラー（4C）の場合、上記広告料⾦に￥99,000 （税込）を加算します。
■編集タイアップ・記事広告
「広告」と表記します。
広告料⾦に加え、企画料、取材・調査等の制作費がかかります。

料⾦は税抜き価格
（＋消費税がかかります）

単位︓円
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広告スペース
幅×⾼さ（㎜） 料⾦（カッコは税抜）

①全⾯ 247×367 396,000円（360,000円）

②1/3⾯ 247×121 132,000円（120,000円）

③1/4⾯ 247×88.5 99,000円（90,000円）

④半1/3⾯ 122×121 66,000円（60,000円）

⑤半1/4⾯ 122×88.5 49,500円（45,000円）
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東京⼤学新聞社の刊⾏物

現役東大生がつくる東大受験本
東大20○○シリーズ
現役東大生による東大情報本として30年の歴史を誇る「サクセスシリーズ」が2016年
版よりリニューアル。
現役東大生が、受験へのモチベーションアップ、東大での学生生活や人生への示唆と
なることを目的に編集した一冊です。
東大受験を目指す高校生や中学生のみならず、その保護者や受験・教育関係者などを
主な購読者層として捉えています。
毎年7月刊行予定。

広告スペース
天地×左右（㎜） 料⾦（カッコは税抜）

カラー（表2） 210×148 528,000円（480,000円）

カラー（表2対向） 210×148 517,000円（470,000円）

カラー（表3） 210×148 517,000円（470,000円）

カラー（中1ページ） 210×148 495,000円（450,000円）

モノクロ（中1ページ） 210×148 297,000円（270,000円）
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東京⼤学新聞のSNS告知広告

■回数、料⾦は柔軟に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。

広告⽅法 料⾦（カッコは税抜）

Twitter、Facebook 告知各４回 88,000円（80,000円）

Twitter、Facebook 告知各４回
＋バナー②１カ⽉ 110,000円（100,000円）

SNSは Twitter、Facebook を展開。
主に東大新聞オンラインの記事を紹介しています。

2021年10月現在
Twitterは約1.3万フォロワー、Facebookは約4500
フォロワーです。

広告は文章の先頭に【PR】と入れて、指定の日に
告知いたします。


