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◆猫に特化したWEBサイト
Cat Pressで配信している記事のほとんどは猫に関する情報のため、主な読者層
である猫好きな⼈や猫の飼い主に直接リーチできる媒体です。 

＜特に広告効果の⾼いジャンル（例）＞ 
猫をモチーフにデザインした商品、猫に関するイベント、猫カフェ、猫のテレビや映画などの
エンタメ情報、⼈気猫の写真や動画、猫をテーマにしたゲームやアプリ、猫の飼い主に向けた
商品やサービス、猫にまつわる調査など。

◆主な読者層は20〜40代の⼥性

◆最新の猫ニュースを配信

サイトの利⽤者は⼥性および25歳〜44歳の利⽤者が6割〜7割を占めており、消
費意欲の⾼い⼥性（F1〜F2）層が利⽤しているサイトです。読者層の多くは猫に
関するトレンドや最新情報に興味のあるユーザーであるほか、当サイトへの問い
合わせやSNSのフォロワー状況などから、出版社、メディア関係者、イベント企
画者、カメラマン、クリエイター、猫カフェ運営者などからの注⽬が⾼い媒体と
しての側⾯も持ち合わせています。

Cat Pressではほぼ毎⽇新しい猫のニュースを配信中。gooニュースやスマート
ニュースなど、国内⼤⼿のニュースメディアやニュースアプリにも記事を提供し
ています。

PV：245,000/⽉、ユニークブラウザ：173,000/⽉ 
※集計期間:2023/01/01〜01/31、Googleアナリティクス

Cat Press 記事提供

＜提携メディア＞

NTTドコモ（docomo）NTTレゾナント

NTTドコモ（docomo）
マイマガジン

SmartNews, Inc.
スマートニュース

 サイトの特徴
cat-press.com
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 1-1. ディスプレイ広告＞広告枠＞掲載位置

※各広告枠の料⾦等は次ページ参照

＜PC記事ページ＞＜PCトップページ＞ ＜モバイル記事ページ＞＜モバイルトップページ＞
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cat-press.com

記事コンテンツ 記事コンテンツ

Cat Press内にある特定の広告枠（A〜F）にバナー画像を配信
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広告枠 掲載⾯ 掲載端末 掲載期間 料⾦ 想定IMP 平均CTR 広告サイズ 広告サイズ

A トップ＋記事 PC＋Mobile 1ヶ⽉ 120,000円 120,000 0.45%
336×280 

300×250 

300×600 

336×280 

300×250 

320×100 

320×50

B トップ＋記事 PC＋Mobile 1ヶ⽉ 60,000円 100,000 0.25% 728×90

C トップ＋記事 PC＋Mobile 1ヶ⽉ 20,000円 84,000 0.10%

336×280 

300×250
D トップ＋記事 PC＋Mobile 1ヶ⽉ 17,000円 80,000 0.09%

E 記事ページ PC＋Mobile 1ヶ⽉ 125,000円 96,000 0.63%

F トップ＋記事 PC 1ヶ⽉ 6,000円 26,000 0.12%
728×90 

728×180


（⽉間・ネット） （⽉間） （⽉間）

↑

（PC） （Mobile）

 1-2. ディスプレイ広告＞広告枠＞掲載料⾦
cat-press.com

空き枠がある場合は1⽇単位（⽇割り計算）〜⻑期掲載も可能ですのでお問い合わせください。
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プラン詳細

価格 230,000円

想定IMP 240,000imp

掲載期間 1ヶ⽉

掲載場所 トップ / 記事ページ

掲載端末 PC / TB / SP

原稿サイズ ●P参照

原稿仕様 GIF /JPG 100KB以内

⼊稿本数 3本まで

レポート Imp / CTR / Click

最上部にインパクト抜群の広告を表⽰ 
⇒バナー画像に加えて、テキスト＋テキストリンクを同時に表⽰することで、ブランドや商品
の特別感を演出しながら認知の拡⼤、貴サイトへの誘導を図ります。

Point

 2-1. ディスプレイ広告＞ヘッダー強化プラン
cat-press.com

②バナー上に装飾テキストを表⽰ 
Cat Pressが推している感を演出

③バナー下にテキストリンクを表⽰ 
画像だけでは伝わらない商品の魅⼒を、 
テキストリンクで補⾜しながら誘導を図る

①サイトの⼀番⽬⽴つ場所に表⽰ 
極めて認知されやすくクリック率も⾼い広告枠

（クリック）

（クリック）

（⼀般的なバナー広告） （ヘッダー強化プラン）

※PC＆モバイルサイト共にA枠の広告スペースを使⽤。いずれもバナー上にテキスト、バナー下にはテキストリンクを表⽰します。

⾃分⽤はもちろん、ギフトにもぴったり

＜⼈気の猫スイーツブランドから登場＞

貴
サ
イ
ト

②

③

バナー画像のみ表⽰ テキスト＋バナー画像＋テキストリンク 
3つ同時に表⽰

6P



プラン詳細

価格 240,000円

想定IMP 220,000imp

掲載期間 1ヶ⽉

掲載場所 トップ / 記事ページ

掲載端末 PC / TB / SP

原稿サイズ ●P参照

原稿仕様 GIF /JPG 100KB以内

⼊稿本数 3本まで

レポート Imp / CTR / Click

Point

 2-2. ディスプレイ広告＞記事前後占有プラン
cat-press.com

②記事を読んだ後に誘導 
記事の直後に配置した広告は最もクリック率が
⾼い（当サイト実績）

③認知拡⼤にも有効 
全ての記事で本⽂前後に広告が表⽰されるめ、
認知を拡⼤させる効果も⾼い

①記事を読む前に認知 
後で誘導しやすいよう最初に意識付けを⾏う

①記事を読む直前に 
広告を認知させる

②記事を読んだ直後に誘導する

貴サイトCat Press

広告枠は「A枠＋E枠」の2枠を使⽤します。※PCサイトのA枠はB枠に変更可

記事 本⽂

  誘導枠 ②

  誘導枠 ①

貴サイト

ユーザー

記事の前後にバナー広告を表⽰ 
⇒記事を読む前に広告を認知させて、記事を読んだ後に貴サイトへ誘導します。 
 （ユーザーのサイト滞在⽬的は記事を読むこと＝記事の読了後が最も他のサイトへ遷移しやすいタイミング）
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 cat-press.com

広告が表⽰される回数を保証

※掲載期間は1ヶ⽉を想定。保証対象の数値に満たない場合は期間を延⻑する場合があります（追加費⽤の負担はなし）

バナー広告

テキストリンク広告

ユーザー

Point貴サイト

貴サイト

 2-3. ディスプレイ広告＞インプレッション保証プラン
cat-press.com

・リスクを減らしながら認知度アップ 
広告の表⽰回数を⼀定数保証するため、事前の
想定より広告効果が下回るリスクを回避できる

誘導

誘導

広告の表⽰回数を保証 
⇒インプレッション（＝広告表⽰回数）が⼀定の数値に達するまで掲載を継続するプラン。 
 多くのユーザーに広告を⾒てもらえるので認知度の向上が期待できます。

表⽰回数 価格 単価

プランA 100,000 50,000円 0.5円

プランB 200,000 75,000円 0.5円

プランC 300,000 180,000円 0.6円

プランD 400,000 240,000円 0.6円

プランE 500,000 350,000円 0.7円

共通仕様

原稿サイズ 600×600px以下

原稿仕様 GIF /JPG 100KB以内

掲載場所 当サイトに⼀任

⼊稿本数 バナー4本まで（変更は週1回）

レポート Imp / CTR / Click

保証→
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広告のクリック数を保証 
⇒クリックが⼀定の数値に達するまで掲載を継続するプラン。 
 クリックされない限り費⽤が発⽣しないため費⽤対効果が明確な広告です。

Point

 2-4. ディスプレイ広告＞クリック保証プラン
cat-press.com

・リスクを減らしながらサイトへ誘導 
広告のクリックを⼀定数保証するため、事前の
想定より広告効果が下回るリスクを回避できる

 cat-press.com

広告がクリックされる回数を保証

バナー広告

テキストリンク広告

ユーザー

貴サイト

貴サイト

誘導

誘導

※過去にCat Pressでディスプレイ広告の掲載
実績がある企業様向けのプランです

※バナー画像は内容を相談のうえ決定したものをご⽤意いただきます。クリック率極端に低いと想定される場合はお受けできない場合があります。 
※掲載期間は1ヶ⽉を想定。保証対象の数値に満たない場合は期間を延⻑する場合があります（追加費⽤の負担はなし）

クリック数 価格 単価

プランA 500 50,000円 100円

プランB 700 87,000円 125円

プランC 1,000 150,000円 150円

プランD 1,250 218,000円 175円

プランE 1,500 300,000円 200円

共通仕様

原稿サイズ 600×600px以下

原稿仕様 GIF /JPG 100KB以内

⼊稿本数 バナー4本まで（変更は週1回）

掲載場所 
リンク⽂⾔

当サイトに⼀任

レポート Imp / CTR / Click

保証→
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 3-1. ニュース記事広告＞掲載イメージ
cat-press.com

②記事広告ページへ誘導 Point

・理解度が深まる 
ユーザーに読んでもらう情報量が多いため、商
品やサービス等に対する認知や理解が深まりや
すい。

・効果の持続 
記事広告はCat Press内で半永久的に残り続ける
ため、広告契約の終了後も継続的な認知拡⼤、
サイトへのアクセス流⼊に繋がる。

・読まれやすい 
ニュース記事と同じ（広告⾊を排除した）デザ
インのため、ユーザーに読まれやすい。

・態度変容の期待 
宣伝内容への理解が深まった状態で貴サイトへ
誘導するため、ユーザーが申込や購買⾏動等の
アクションを起こしやすい。

①新着ニュースとして配信

③貴サイトへ誘導

ニュース記事と同じ⾒た⽬の広告を配信 
⇒記事広告ページを作成して、トップページなどの新着ニュースエリアに配信します。
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 3-2. ニュース記事広告＞料⾦等

記事広告プラン プランA プランB プランC プランD

記事の作成 申込者様 申込者様 Cat Press編集部 Cat Press編集部

⽂字数 〜800字 〜2,000字 〜1,000字 〜3,000字

画像数 1 5 3 20

リンク数 1 3 3 10

公開前確認 なし あり あり あり

掲載後修正 なし 1回 1回 5回

掲載期間 無期限 無期限 無期限 無期限

費⽤(ネット) 1,000円 30,000円 50,000円 175,000円

PR表記箇所 PRタグ PRタグ PRタグ＋アイキャッチ画像＋⽂末

執筆者名 組織名 or 申込者名 組織名 or 申込者名 Cat Press編集部 Cat Press編集部

公開までの流れ 申込確定＞記事内容の送信＞内容の審査＞公開
申込確定＞ヒアリング＞構成案の提出＞初稿提出＞最終稿の提
出＞公開
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 3-3. ニュース記事広告＞オプション
cat-press.com

ニュース記事広告＋バナー広告（A枠〜F枠）の併⽤も可能です。
②記事広告ページへ誘導

Point

・露出拡⼤ 
バナー広告も同時に掲載することでCat Press
内での露出が⼤幅に増加。ニュース記事広告の
特性（読まれやすい・理解度が深まる・態度変
容の期待・効果の持続）に加えて、認知度の拡
⼤も期待できる。 

・相乗効果 
ニュース記事広告とバナー広告のテイストを合
わせることで、広告⾊を排しながらユーザーの
信頼を獲得。各広告を単体で利⽤するよりも相
乗効果が期待できる。 

・特別割引 
ニュース記事広告（プランAは除く）とバナー
広告を同時に発注頂く場合は、バナー広告費
⽤を10％オフで提供させていただきます。 

※バナー広告枠の定価は6P参照

①新着ニュースとして配信

③貴サイトへ誘導

例：バナー広告 A枠
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 4-1. SNS広告＞Twitter プレゼントキャンペーン 
cat-press.com

（ユーザー）

参加②

Cat Press

（当選者）

①キャンペーンツイートを投稿 【Cat Press】 
②キャンペーンに参加     【ユーザー】 
③抽選により当選者を決定   【Cat Press】 
④当選者に賞品等を提供・発送 【貴社】 
⑤当選者が感想を投稿     【ユーザー】 
⑥集計レポート提出      【Cat Press】

抽選③

商品発送④

感想投稿⑤

キャンペーン投稿①

貴社
集計レポート⑥

Point

・⼝コミの拡散 
当選者が受け取った賞品（＝貴社商品）の感想
をTwitterに投稿することで、そのフォロワー
に対して⼝コミの拡散が期待できる。

・潜在顧客の認知獲得 
Twitterで集客を⾏っていない場合は、現在
リーチできていない潜在顧客層への認知獲得が
期待できる。

プラン詳細

価格 100,000円

想定IMP 20,000imp

実施期間 2週間（⽬安）

レポート 
内容

・キャンペーン投稿 
（RT、いいね、IMP、クリック） 
・当選者の投稿 
（RT、いいね）

備考

・投稿にはPR等の表記を挿⼊ 
・当選者⼈数等の詳細は応相談 
・WEBからTwitterへ誘導施策を⾏う場
合あり（誘導分はレポートの対象外） 
・キャンペーン参加条件はCat Pressの
Twitterフォロー＆ツイートのRTを想定

＜キャンペーン実施⼿順＞

※キャンペーン投稿から賞品の紹介ページへリンクしますので、貴社商品
ページ等のURLをご用意ください。Cat Pressのニュース記事広告と併用す
る場合は、記事広告ページにリンクすることも可能です。

https://twitter.com/CAT_PRESS/status/1281845117905600512過去事例：

Cat PressのTwitterでプレゼントキャンペーンを展開 
⇒貴社が宣伝したい商品等をユーザーに贈呈し、Twitterでの認知拡⼤や⼝コミの拡散を図ります。
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 5-1. サイトジャック広告
cat-press.com

Point

バナー広告枠をすべて独占 
⇒サイト全体を貴社のブランドや製品バナーでジャック。ユーザーに強烈なインパクトを与えます。

プラン詳細

価格 500,000円

想定IMP 720,000 imp

掲載期間 1ヶ⽉

掲載場所 トップ / 記事ページ

掲載端末 PC / TB / SP

原稿サイズ ●P参照

備考 バナー4本まで（変更は週1回）

レポート Imp / CTR / Click
⇒上記の全広告枠に貴社指定のバナーや誘導先を設定します

・広告接触率がほぼ100％ 
サイトを訪れたほとんどのユーザーに訴求 

・記憶に残りやすい 
強烈な印象でユーザーの記憶に残りやすい 

・話題の創出 
⽬⽴つ広告でSNS等での話題づくりを狙う 

・豊富な広告枠で誘導 
全バナー広告枠から貴サイトへ誘導

＋モバイルサイトの「A枠」と「E枠」にはバナー直下にテキストリンク広告を増設 14P



＜掲載開始⽇＞ 
平⽇・⼟⽇祝いつでも可（時間指定は応相談）。 

＜⼊稿締切＞ 
配信開始⽇時の24時間前まで。 

＜配信規定＞ 
・バナー画像のサイズは100KB以内、形式はjpg/png/gif（アニメやループ不可）、ALTテキストなし、広告の外枠は必須 
・バナー画像には社名・サービス名・ブランド名いずれかの表記（難しい場合は広告であること⽰す【ＰＲ】表記）が必要となります。 

＜配信期間＞ 
広告の配信期間は基本1ヶ⽉ですが、空き枠があれば1⽇単位で掲載することも可能（料⾦は1ヶ⽉を30⽇と定義して⽇割り計算）。 
1ヶ⽉を超える⻑期の掲載にも対応しています。 

＜画像変更＞ 
バナーの差し替えはA・B・E枠のみ3回まで対応。それ以外の広告枠、および掲載期間が1ヶ⽉未満の場合は不可。 

＜広告効果＞ 
想定IMP(表⽰回数)、平均CTR(クリック率)は当サイトにおける過去の実績を元にした参考値であり、値の効果を保証するものではございません。 
ただし、想定インプレッションを⼤きく下回る場合は無償で他の広告枠を解放し、想定値に近い⽔準に達するまで誘導いたします。 

＜レポート＞ 
広告掲載の終了後にレポートをご提出します（⽇別のインプレッション数＆クリック数をGoogleアナリティクスで計測）。 

※本ページの事項について例外適⽤をご希望の場合は事前にご相談ください。

 6-1. 注意事項＞ディスプレイ広告
cat-press.com
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＜記事広告ページの作成＞ 
・記事のデザインフォーマットはカスタマイズ不可となります。 
・画像サイズは各100KB以内、形式はjpg/png/gif（アニメやループ不可）になります。 
・Cat Pressが記事広告ページを作成する場合、テキスト以外に必要な素材（貴社保有の画像など）の提供に可能な限りご協⼒ください。 

＜表⽰＞ 
・記事広告はトップ以外のページにも新着記事として表⽰されます。 
・新着ニュースが追加されるごとに、記事広告の表⽰位置は低下していきますがサイト内には残り続けます。 
・PCサイトでは約20⽇、モバイルサイトでは約10⽇ほどトップページに掲載され続けます。 
・掲載時にはサイトのレイアウト等が若⼲変更されている場合がありますのでご了承ください。 

＜配信＞ 
・配信⽇時は極⼒ご要望に応じます。 
・Cat Pressの提携メディアに広告記事は配信されません。 

＜レポート＞ 
・掲載開始後にGoogleアナリティクスで計測した記事広告ページの⽇別PV推移を2回レポーティングします（プランAは除く）。 
※レポート提出のタイミングは記事広告の配信開始から1ヶ⽉後と12ヶ⽉後ですが、指定することも可能です。 

＜備考＞ 
・業種や広告内容によってはお受けできない場合があります。 
・トピックス掲載位置及び⽂⾔は当サイトの編集権となります。 
・ヒアリングは基本的にWEBまたはお電話にて承ります。 
・Cat Pressの他の広告プランと組み合わせて集客することも可能です（別途バナー広告枠を購⼊して、記事広告ページに誘導する等） 

※本ページの事項について例外適⽤をご希望の場合は事前にご相談ください。

 6-2. 注意事項＞ニュース記事広告
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掲載可否＆空き枠確認

申込確定

レポート
＜ご請求＞ 
基本は掲載終了⽉の⽉末締め翌⽉末払い。 
記事広告のみ掲載開始⽉の⽉末締め翌⽉末払いとなります（プランAのみクレジットカードによる前払い）。

⼊⾦

＜専⽤フォームから申込可＞ 
⇒https://forms.gle/ZL3cYEfmSwbhUkUw6

素材⼊稿

掲載開始

広告申込

＜専⽤フォームから確認可＞ 
⇒https://forms.gle/jSBa8xwDkFdrCQr28

＜⼊稿規定・掲載基準・留意事項・免責事項等＞ 
https://cat-press.com/rule.pdf 

＜各種お問い合わせ＞ 
https://cat-press.com/contact

・当サイトからの申込確定メールの受領を持って広告契約の成⽴となります。 
・申込確定後の広告商品の変更や期間変更、キャンセルは基本お受け致しかねます。 
・仮押さえの措置はございません。

・ディスプレイ広告の⼊稿は掲載開始の2営業⽇前までにお願いします。 
・記事広告の素材は、掲載のみの場合は2営業⽇前、作成込みの場合は5営業⽇前までにご提供ください。

※広告主様、商材等によっては掲載をお断りさせていただく場合があります。

cat-press.com
 7-1. 申込・掲載までの流れ
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