
Ｗｅｂページ広告のご案内

かがやきパソコンスクールのＷｅｂページは、「パソコンスクール」や「聴覚障害」「難聴」といった検

 
索キーワードで検索エンジン大手のＧｏｏｇｌｅに合わせて最適化しております。
弊スクールに興味のある方以外にも、検索キーワードで訪れる方にもご覧いただいております。
また、弊スクールでは、新聞・雑誌・テレビ等で取り上げられることもしばしばあり、アクセス数の維

 
持に役立っております。
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トップページ全貌

上段スペース
画面サイズが1,024×768ドットで全画面表示をした場合に、最初におおむね表示さ

 
れる部分です。
弊スクールからの新着情報も表示されるエリアです。
弊スクールの会員さまや福祉関係者が頻繁にチェックしていると思われる部分です。

中段スペース
画面サイズが1,024×768ドットで全画面表示をした場合に、下方へスクロールさせ

 
て表示する部分です。
弊スクールの講座の紹介や、無料サービスなどを紹介しているエリアです。

下段スペース
画面サイズが1,024×768ドットで全画面表示をした場合に、中段スペースよりもさら

 
に下方へスクロールさせて表示する部分です。
弊スクールへのお問い合わせや、聴覚障害関係リンクを掲載している部分です。

トップページのご案内

かがやきパソコンスクールサイトのトップページは、閲覧するユーザのパソコン画面環境を１，０２４×

 
７６８ドットと想定して設計しております。画面表示をした場合に画面スクロールをせずに表示される上

 
段スペースと、下方への画面スクロールが必要な中・下段スペースにそれぞれ掲載エリアを設けてお

 
ります。

http://kagayaki.school-info.jp/

http://kagayaki.school-info.jp/


かがやきパソコンスクール広告ご掲載のご案内 3

広告スペース②

縦６０ピクセル×横１５０ピクセル３枠分
＠１枠１５，０００円／月

・バナーでもテキストでも掲載可能です。
（併用も可）

・３枠分まとめてのご利用いただいた場
合には、請求総額から２０％を割引させて
いただきます。

広告スペース①

縦６０ピクセル×横４１５ピクセル１枠分
＠１枠５０，０００円／月

・バナーでもテキストでも掲載可能です。
（併用も可）

上段スペースへの広告ご掲載のご案内
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広告スペース③

テキスト広告
＠１行７，５００円／月

・ご掲載はテキストのみとなります。
・１行の文字数は３４文字まででお願い
いたします。

広告スペース④

テキスト広告
＠１行４，５００円／月

・ご掲載はテキストのみとなります。
・１行の文字数は３４文字まででお願い
いたします。

広告スペース⑤

フリースペース
＠１枠１２，０００円／月

・バナーでもテキストでも掲載可能です。
（併用も可）

続く

中段スペースへの広告ご掲載のご案内
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続く

広告スペース⑥

テキスト広告
＠無料

・ご掲載はサイト名又は御社名のみです。
・聴覚障害者の利便性向上につながると思われ
るサイト様を中心に弊スクールで審査の上、掲
載させていただきます。

・原則としてＧｏｏｇｌｅにおいてページランクが「４」
以上のページとの相互リンクとさせていただいて
おります。

下段スペースへの広告ご掲載のご案内
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「かがやきチャンネル」への広告掲載のご案内

【かがやきチャンネルと、広告掲載について】

・放送メディアのバリアフリー化を推奨するひとつの形として提案していた、かがやき手話ニュースを進化させる。

 
・ろう者等、手話を常用する聴覚障害者と聴者との相互理解を推進し、手話を一般社会に普及させる。

 
・聴覚障害者が常用とする手話と日本語とのバイリンガル性を生かし、聴覚障害者が就労できる場の拡大を目指す。

 以上の目的を持ち、かがやきパソコンスクールの協力を得て、かがやきチャンネルを制作いたしました。

皆さまもかがやきチャンネルという媒体を利用し、聴覚障害者やＮＰＯ等関連団体等、聴覚障害に関係する方々に向けて商品や、

 
企業の社会貢献活動等をＰＲしてみませんか？

 
皆さまとご一緒に社会貢献ができると幸いに存じます。

【かがやきチャンネルに広告を掲載するメリット】

・新しい広告の形として、動画に広告が掲載できる。（文字、CM）

 
・手話を常用する聴覚障害者が就労できる場の拡大を応援することができる。
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「かがやきチャンネル」に掲載可能な広告の種類

掲載ページ 広告掲載場所 広告の種類 備考

トップページ

 
（コンテンツページ

掲載料プラス500円）

かがやき手話ニュース動画内

テキスト表示
（スポンサー会社名）

動画タイトルの次に表示

ＣＭ動画 動画の最後に表示

ページの右サイド

テキストリンク
（会社名のみ）

テキストリンク
（キャッチフレーズ）

画像（バナー） 掲載料：テキスト表示プラス500円

各コンテンツページ

各コンテンツの動画内

テキスト表示
（スポンサー会社名）

動画タイトルの次に表示

ＣＭ動画 動画の最後に表示

動画下部

テキストリンク
（会社名のみ）

テキストリンク
（キャッチフレーズ）

画像（バナー） 掲載料：テキスト表示プラス500円
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「かがやきチャンネル」今後の掲載予定

チャンネル名 更新日 ゲストの予定

既
存
チ
ャ
ン
ネ
ル

かがやき手話ニュース 毎週金曜日

熟年世代に送るニュース 第１、３金曜日

手話単語ムービー 第２、４火曜日

かがやき友の会 第３火曜日

かがやきインタビュー 年３回以上

手話や聴覚障害を切り口として、さまざまな分野で活躍

 
している方や長年活動している方など

かがやきコラム 第１、３水曜日～

自分史 第２、４木曜日

追
加
予
定

 

チ
ャ
ン
ネ
ル

かがやき取材 年３回以上
障害者の人材紹介会社、聴覚障害児養護施設、身体障

 
害者更生援護施設など

かがやきエンターテイメント

 
（デフジョーク・お笑いなど）

年３回以上 ろうの俳優、ろうのタレントなど

かがやきパソコンスクールのご案

 
内

2009年11月20日

以下のように新しいチャンネルを追加しつつ、更新して参ります。
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「かがやきチャンネル」
 

11月の更新スケジュール

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

かがやき手話ニュース
熟年世代に送るニュース
手話単語ムービー
かがやき友の会
かがやきコラム
自分史

11月についてはそれぞれの印のタイミングで更新いたします。



「かがやきチャンネル」への広告掲載料のご案内
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※

 

トップページ掲載はプラス¥500になります。

※

 

パック形式の価格になっておりますが、個別の申し込みをご希望の方はご相談くださいませ。

掲載する内容 月額（1件あたり） 備 考

テキストリンク（社名のみ） ¥3,500 画像掲載（プラス¥500/個）

テキストリンク、キャッチフレーズ（商品名、サービス名、社名） ¥5,000

テキストリンク、キャッチフレーズ（商品名、サービス名、社名）

 
＋

 
映像でのスポンサー表示

¥9,500

テキストリンク、キャッチフレーズ（商品名、サービス名、社名）

 
＋

 
映像でのスポンサー表示

 
＋

 
CM放映（持ち込み）

¥35,000

テキストリンク、キャッチフレーズ（商品名、サービス名、社名）

 
＋

 
映像でのスポンサー表示

 
＋

 
CM放映（持ち込み）

 
＋

 
取材番組

応相談
¥50,000～¥100,000
CM（30秒まで）



「かがやきチャンネル」トップページのご案内
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トップページ
広告スペース①

ここにテキストリンク、キャッチフ

 
レーズが掲載できます。
（画像掲載の場合はプラス500 
円になります。）
また、トップページ掲載につき、

 
プラス500円になります。

ここにテキストリンク、キャッチ

 
フレーズが掲載できます。
（画像掲載の場合はプラス500 
円になります。）
また、トップページ掲載につき、

 
プラス500円になります。

この動画のタイトルの後にス

 
ポンサーが表示されます。

 
（文字）
トップページ掲載につき、プ

 
ラス500円になります。

この動画の最後にＣＭが掲

 
載できます。（３０秒以内）
トップページ掲載につき、プ

 
ラス500円になります。

トップページ
広告スペース②



「かがやきチャンネル」コンテンツページのご案内
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ここにテキストリン

 
ク、キャッチフレー

 
ズが掲載できます。
（画像掲載の場合

 
はプラス500円にな

 
ります。）

ここにテキストリンク、

 
キャッチフレーズが

 
掲載できます。
（画像掲載の場合は

 
プラス500円になり

 
ます。）

この動画の最後に

 
ＣＭが掲載できま

 
す。
（３０秒以内）

この動画のタイトル

 
の後にスポンサー

 
が表示されます。

 
（文字）

全コンテンツペー

 ジに２件ずつ広告

 が入ります。

コンテンツページ

広告スペース①

各コンテンツに２件ずつ、最大１８件まで掲載できます。
※掲載料は、掲載個数に応じて加算されますのでご注意願います。

コンテンツページ

広告スペース②
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Ｗｅｂページ広告のご利用にあたっての留意事項等

• 広告効果の把握について
– 弊スクールでは、バナー広告等の表示回数やクリック数の把握はしておりません。必要に応じてお客さまご自

 
身でリファラーの管理をお願いいたします。

– また、表示回数やクリック数の保証も行っておりません。

– 弊スクールホームページ自体のアクセス数については、ご希望により日別・月別でレポートをお渡しすることは

 
可能でございます。その際は、単純なアクセス数のみのカウントになります。

• ご入稿について
– バナー広告の場合はＷｅｂページに取り付けるバナー画像又は当該バナーのＵＲＬを、広告掲載日の３日前ま

 
でに弊スクールまでお送り願います。

– テキスト広告につきましても、広告掲載日の３日前までに弊スクールまでお送り願います。

– なお弊スクールでは、広告そのものの編集や改造はいたしませんので、入稿時にはそのまま掲載できる内容

 
でお願いいたします。

– 入稿方法は、磁気媒体でも電子メールへの添付でもいずれの方法でも対応可能でございます。

– かがやきチャンネルへの持込ＣＭにつきましては、firestorageというオンラインサービスがございますので、そ

 
ちらに動画ファイルをアップロードしていただき、表示されたＵＲＬを広告掲載日の3日前までに弊スクールに電

 
子メールでお送り願います。

– 持ち込みＣＭは30秒以内に収まるようにお作り願います。

• その他
– お支払い方法は、原則として現金前払い（口座振込）でお願いしております。

– 掲載期間は、一ヶ月単位といたしますが、一ヶ月を超えてご掲載日数に端数がある場合は、特例として以下の

 
計算式で日割り計算を行います。

日割り料金＝（月額掲載料金×ご利用日数）÷暦日数
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