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BL情報サイト「ちるちる」とは

スタート12年腐女子のBLポータルサイトちるちる
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2008年にスタートした腐女子のポータルサイト「ちる

ちる」（株式会社サンディアス）は、11万点以上のボー

イズラブ関連作の書評とデータが登録されたBLのインフ

ラサイトです。いまでも毎月200冊近く刊行されるBLを

データベース化し、日々データ量は増えていっています。

BL文化に真面目に取り組んできた株式会社サンディアス

は、データを豊富に蓄積し、定期的にユーザーと交流を

重ねることで、BLファンの需要をしっかりと把握してま

いりました。

これらの経験を糧として、今後もBLジャンルのさらなる

拡大と貢献を目指し邁進してまいります。

作品ページイメージ（SP）



ちるちるは
日本最大級のBLファンコミュニティ＆レビューサイトです

約640万PV/月

（約55万UU/月）

11万点以上

BL作品掲載

サイト等データ 広告結果

会員数約16万人
毎月約2000人新規登録
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約8.5万
Twitterフォロワー

※2020年10月現在
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データで見るBLファンの実態

毎日約53件の新規レビュー投稿 毎日約120件の新規Q&A投稿
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他社様との取り組み
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12年にわたり蓄積した豊富なBL情報を活用して、記事広告の作
成や他社メディアさまへ記事提供を行っております。

各種フェアのご紹介やプッシュしたい作品のご紹介などを、ちる
ちるユーザーにダイレクトに発信しています。

記事広告、記事提供

事例：BL小説特集ページ（hontoさま）

BLコンサルティング

事例：各電子書籍配信サイトさまの記事広告

BL作品特集ページのコンテンツ制作など、マーケティング活
動のお手伝いをいたします。BLの流行に敏感なスタッフが時
流やユーザー層に合わせて作品の選定や煽り文の作成などを
行い、貴社のBLコンテンツを盛り上げます。

また、BLのマーケティングは一般向けの手法に当てはまらな
い部分が多々ありますため、BL層にマッチした広告配信のコ
ンサルティングなどもお任せください。



他社様との取り組み
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TSUTAYAさま、HMVさまとのコラボを実施。
書籍売り場で弊社スタッフがBLソムリエとなり、お客さまにBL
をオススメするイベントを行うことで売り場活性化のご協力をい
たしました。

また、日販さまと協業でBL漫画専門ガイドブック「B＋
LIBRARY」を発行。全国約600書店にて無料で配布しておりま
す。

書店イベントプロデュース

事例：CHILL CHILL BOX 5th presents
朗読劇「逢魔時コンフュージョン 」（2020年）

声優イベント企画運営

2016年より、人気声優を迎えた朗読劇＆トークイベント
「CHILL CHILL BOX」を年に2回開催しております。

これまで古川慎さま、白井悠介さま、中島ヨシキさま、佐藤
拓也さまにご出演いただき、ちるちるオリジナルの脚本や
キャスト陣のお写真などを掲載したパンフレットもユーザー
の皆様に好評をいただいております。



プレミアムバナー（SP&PCトップページ）
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SP＆PC両方でトップページに表示

プレミアムバナー（ S P & P C トップページ）

掲載期間 7日間 14日間

価格（税別） 200,000円 400,000円

想定imp 9,000/day

表示方法 ローテーション

サイズ 640×200 pixel

想定CTR 1.5～2.0％

ちるちるトップのメイン広告枠です。
訪れたユーザーに確実にアピールします。

ちるちるプレミアムバナーは、サイト内で一番価値の高い場所です。重要

な告知、企業ブランディングに最適です。1週間からの利用が可能ですので、

フレキシブルに出稿することができます。

▼SP

▼PCプレミアムバナー

プレミアム
バナー

BL関連のみの掲載。白抜きや極度のアヘ顔のある画像、R18広告は不可となります



レクタングルバナー（SP&PCトップページ）

8

目立つ＆実用的なバナースペース

ちるちるレクタングルバナーは、トップページのファーストビュー周辺に表

示されるバナーです。ちるちる人気コンテンツ「作家インタビュー」の告知

や「BLニュース」のヘッドライン近くに配置され、表示回数が高いのが特

徴です。バナースペースは左図①～③で、お申し込み順にお取りします。

BL関連のみの掲載。白抜きや極度のアヘ顔のある画像、R18広告は不可となります

人気コーナー付近で表示回数大！

レクタングルバナー（SP&PCトップページ）

掲載期間 14日間

価格（税別） 700,000円

想定imp 25,000/day

表示方法 固定

サイズ 600×500 pixel(表示サイズは半分ほどになります)

想定CTR 1.5～2.0％

プレミアム
バナー

▼SP

▼PC

①

② ③

① ② ③



SPトップヘッダーバナー
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最注目のバナースペース

ちるちるSPトップヘッダーバナーは、サイト内でもっとも目立つ場所です。

重要な告知、企業ブランディングに最適です。プレミアムバナーと同時に

掲載することで効果がより高くなります。1週間からの利用が可能ですので、

フレキシブルに出稿することができます。

スマホ最上部に表示！モバイル向け訴求に

S P トップヘッダーバナー

掲載期間 7日間 14日間 1ヶ月

価格（税別） 120,000円 240,000円 450,000円

想定imp 9,000/day

表紙方法 ローテーション

サイズ 640×200 pixel

想定CTR 1.5～2.0％

▼SPのみに表示

SPトップ
ヘッダーバナー

BL関連のみの掲載。白抜きや極度のアヘ顔のある画像、R18広告は不可となります



SPサイト内ヘッダーバナー
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ベストミックスバナーがここ！

ちるちるSPサイト内ヘッダーバナーは、ブラウジングした時に必ず目に入

るバナーです (トップページには表示されません) 。サイト内のバナーでは

クリック率が他に比べて高めなので、告知やブランディングと売上、それ

ぞれの目的をバランスよくカバーするバナーです。

ブランディングと実売 二兎追うならここ

S P サイト内ヘッダーバナー

掲載期間 14日間 1ヶ月

価格（税別） 130,000円 200,000円

想定imp 25,000/day

表示方法 ローテーション

サイズ 640×200 pixel

想定CTR 0.４～1.5％

▼SPのみに表示

SPサイト内
ヘッダーバナー



SPフッターバナー
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実益ゲットのための超鉄板コーナー

ちるちるSPフッターバナーは、実践的で販売に繋がる最も効果的な広告

スペースです。告知、ブランディングには向きませんが、少し過激なデザ

インもOKですので、堅実な売上が期待できます。長期的な出稿にジャス

ティファイしています。

SPサイトの最下部ほぼすべてに表示

長期継続で売上アップに

S P フッターバナー

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 150,000円

想定imp 25,000/day

表示方法 ローテーション

サイズ 600×500 pixel

想定CTR 0.２～0.6％

▼SPのみに表示

SP
フッターバナー
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レビュー内バナー（SP&PC）
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コアユーザーに深くリーチする超実践的なバナー

購買欲の高いBLファンが熟読するのが、ちるちるのレビュー。ちるちるレ

ビュー内バナーは、レビュー本文の上下、そして10レビューごとにバナー

を表示します。表示回数の多さ、目立ちやすさを考えますと、売上アップ

の実践的なバナーとしてお得感が非常にあります。

長期で足場固めをするならこのコーナー

同じページ内に同メニューのバナーを複数表示しますので上下に他社バナーも表示されることがあります

レビュー内バナー ( S P & P C )

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 200,000円

想定imp 45,000/day

表示方法 ローテーション

サイズ 600×500 pixel

想定CTR 0.5％

▼SP

レビュー
内バナー

レビュー
内バナー

レビュー
内バナー

▼PC

レビュー
内バナー

レビュー
内バナー

レビュー
内バナー



PCトップバナー
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PCだけでアピールしたいときに！

ちるちるPCトップバナーは、BLファンだけでなく、業界の関係者も注目

するスペースです。重要なお知らせの告知、企業ブランディングに最適。

漫画サイトの作家募集など、PCの使用率が高い層に訴求する広告としても

効果を発揮します。

華やかに！ブランディングに最適なコーナーです

P Cトップバナー

掲載期間 1週間

価格（税別） 150,000円

想定imp 7,500/day

表示方法 固定

サイズ 728×90 pixel

想定CTR 0.5％

▼PCのみに表示

PCトップバナー

BL関連のみの掲載。白抜きや極度のアヘ顔のある画像、R18広告は不可となります



広告管理ページ
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バナー入れ替え簡単！効果測定はひと目！管理ページ

ちるちるに広告掲載をされる企業さま、代理店さまには

もれなく広告管理ページを発行いたします。

広告掲載後は、こちらの管理ページからバナーの入れ替

え、反響を随時チェックすることが可能です。

バナーの入れ替えも簡単な操作で即時にできます。

レポートのやりとりなど不要で、ログインすれば自社の

広告の状況がひと目でわかります。

インプレッ
ション

クリック数

期間別CTR

広告媒体との面倒なやり取りは不要



記事広告(SP&PC)
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リーチ率が高く滞在時間も長い記事広告

記事広告 ( S P & P C )

掲載期間 トップページ オススメ枠7日間、BLニュースヘッドライン

価格(税別) 記事制作200,000円～(お見積りいたします）

想定imp サムネイル表示回数210,000(7日間）

枠数 １

滞在時間 最低98秒以上

想定CTR ３%~５％（ヘッドライン表示時）

BLニュースヘッドラインに1~2日表示。
ちるちるでもっともアクセスの高い広告枠です。

記事閲覧数は掲載後5000回以上。滞在時間は最低でも98秒以上。ユーザーがしっかり読み

込むコンテンツですので、確実にリーチします。弊社から企画提案するスタイル、クライ

アントさまからの提案をアレンジするスタイル、クライアントさまから提供の完全素材を

カスタマイズするスタイルなど、用途により対応可能です。フォロワー7万以上のTwitter

アカウントからも記事を発信することで、見逃しのないようにユーザーを誘導いたします。

記事広告はサイト内にアーカイブされてますので、半永久的にアクセスがございます。

▼SP(PCでも同様に掲載されます)

▼トップページ

オススメニュース
として7日間表示

BLニュース
ヘッドラインに
1～2日間表示



記事広告(SP&PC)
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BL大好きユーザーが求める形にご提案カスタマイズ
100％腐女子のちるちるユーザーに届ける
記事をご提案

自分の好みの作品があれば、大量に購入してくれるBLユーザー。ちるちるはBL好きのユー

ザーが集中するので、他のサイトとちがった作品を求めるユーザーが多いことも事実。ち

るちるに蓄積された大量のデータから、より多くの見込みのユーザーにリーチ作品、記事

構想のご提案が可能です。

一般的なリリース記事を、腐女子向けにカスタマイズすることでより確実にユーザーの需

要にこたえることが可能となります。

クライアントさまのコンテンツを拝見し、話題性と売上のバランスと保ちつつ、ユーザー

にとって目新しい記事を作成いたします。

一般的な記事広告よりも予算が必要になりますが、その分非常に効果的な記事広告となり

ます。

クライアントさまの推し作品と、ちるちるユーザーに刺さる作
品をバランス良く含み記事を制作していきます。素材を多くご
提供いただくことでさらにユーザーの関心もひけるように！

公開は、



記事広告(SP&PC)
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記事広告プラン

スタンダートプラン
企画をご提案いただき弊社でアレンジ
本文文字数 3000～3600字程度

20万円～

フルサポートプラン
弊社よりテーマ、企画をご提案

本文文字数 3600字程度
37万円～

お客様制作の記事掲載

ＢＬニュースコーナーに、お客様制作の記事を掲載
ちるちる向けのオリジナル記事に限る、記事下部に制作企業名が入ります

本文文字数 3000字程度
13万円



Twitter広告・キャンペーン

名称 価格 内容

オーガニックツイート 6万円/1件
お客様からいただいた素案をもとに弊社で投稿内容をアレンジ。
クリエイティブあり。（クリエイティブなしの場合3万円/1件）

フルサポート
キャンペーンプラン

85万円～/3日〜
(+33万/1日)

弊社より企画提案、投稿本文・クリエイティブ等を一から作成し、
キャンペーンを実施。キャンペーン+特定期間おまかせRT。(基
本はCP期間中1ツイート/day)

引用RTオプション

特定ツイートRT 5000円/1件 お客様のアカウント等、ご指定のツイートをRT。

特定期間おまかせRT 6万円/1週間 UGCなどを弊社が調べて随時引用RT。最大7RT。

◆ 取材、撮影等のオプションは別途ご発注いただけます。詳しくはp.26へ
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アフィリエイト
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常にコンバージョン20％超、最強に効果ある広告枠

最も売上に繋がる枠はアフィリエイト広告枠です。コン

バージョン率は掲載ストア平均で44.5％、全ストアが

20%以上、なかには80％・月間売上1500万円超のスト

アも。作品ページからダイレクトでのつなぎ込み、読みた

い作品にすぐにたどり着けます。

電子作品の発売日が紙媒体に近づいてきたことで、電子作

品をメインに購買する層が増えました。電子書籍リリース

当日には、その作品名での検索が急上昇します。

担当者さまのお時間がない場合、こちらでデータの入れ込

みをいたします。

掲載条件

アフィリエイト料率15％、再訪問期間30日以上

弊社でデータ入れ込みをする場合の料率はご相談になります

表示順に関しては状況に応じ1ヶ月毎に変動いたしますスマートフォン ＰＣ

地味ながら、もっとも効く枠がこちら

電子ストアさま向け



書店、電子ストアさま向け記事作成ページ
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DIYな方には激おすすめ！効果絶大自社ブログ

ご自身でプロデュース、マーケティングした販売担当

さまにはこのページは最適！

ブログ形式で記事がバンバン作れて更新できます。

HTMLの知識がちょっとあれば、プロ顔負けのクオリ

ティのページを作ってプロモーションできます。

そしてこのページのすばらしいところは更新すると

トップページの上部に新着表示されるところ。

やりがいのあるブログマーケティングです。

更新するとなんと
トップにアップ！

トップページに更新情
報が表示されます

書き込みでページ制作
ブログ形式なので簡単

記事更新ページ

ブログ形式記事ページ
P C / S P共通記事ブログ

掲載期間 1ヶ月

価格(税別) 100,000円

想定imp 30,000/day

impは想定です。他社の書き込みが多いと表示数は少なくなります。



規約

納品準備
初回お申し込みの方に限りまして
広告の出稿につきましては、掲載開始日の３営業日前までに入稿をお願いします。

クリエイティブ
画像フォーマットはJPEG ；GIF ；PNG
容量は150KB以内
GIFは基本的に大丈夫ですが、大きな動きがあるものや連続繰り返しは表示できない場合がございます。

掲載スタート
1週間、2週間コースは、基本火曜または金曜の0時よりスタートです
1ヶ月間の出稿は、その月の月初めから月末までが出稿期間となります。

枠の仮押さえ
広告枠が満枠となっている場合、広告枠の仮押さえが可能です。先着順に仮押さえさせていただき、広告枠に空きが出ましたら出稿となります。

継続、掲載のご確認
翌月の出稿継続、仮押さえに関しましては、24日（24日が土日の場合はその週の金曜）までに出稿の有無をお知らせください。

掲載のキャンセルにつきまして
契約期間の途中終了ご希望の場合でも、契約期間の満額をご請求いたします。

サーバーダウンによるサイト停止について
24時間以上またはそれに類する長時間にわたるサイトの停止につきましては、日数分の広告料を差し引きご請求いたします。

クリエイティブのレギュレーション
BLサイトになりますので、2次元男性同士のコンテンツを主体にお願いいたします。
オタク女性向けの広告以外に関しては審査が必要になります。
3次元の作品に関しましては、BLコンテンツ以外、できるだけ着衣のクリエイティブをお願いいたします。
18禁のコンテンツの場合は、直接リンクせずに18禁以外のコンテンツも入ったランディングページをご用意ください。
上記の内容に違反があった場合、予告なく広告を非表示に切り替える場合がございます。その場合も通常通りの料金が発生いたしますので、クリエイティブに懸念がある場合は事前にご相談下さい。
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備考・お問い合わせ

売価は最新の状況に合わせて3か月ごとに更新しております。

詳細は以下のお問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせください。

Mail: sales@chil-chil.net

Tel: 03-6452-6945／Fax: 03-6452-6946

https://sandias.jp/

〒150-0002東京都渋谷区渋谷3-9-10 アサヒビル2F
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