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ちるちるとは

腐女子のBLポータルサイト
ちるちる
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、これまで刊行さ

れた５万点以上のボーイズラブ関連作の作品書評を掲載中、またファン同士が交流を深めることができる腐

女子のインフラです。BL作品のレビューは10万を超え、BL専門のレビューサイトとして日本最大級となっ

ています。

BL販売促進のために
昨今、BL関係の電子書籍の売上は上昇傾向が続いています。

一般書籍の電子書籍普及が進まないなかで、女性向けの漫画書籍の電子化普及は著しいです。弊社は、これ

からの主役である電子書籍ジャンルの販売促進に貢献いたします。
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ちるちるユーザー概要

2016年8月現在

ユニークユーザー数 27498人（／日）

ページピュー数 204190PV（／日）

平均滞在時間 4分49秒

月間新規セッション比率 28％

（グーグルアナリティクス推定値）
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スマートフォンの比率が毎年伸びています

デバイスはスマホから、10代～30代が7割利用
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90％が女性のユーザー 30前半までの利用が70％です

3



レビュー数
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増加が止まらない！ユーザー、レビュー数

ちるちるは、年度を追うごとにユーザー、PVともに増

加の一途をたどっています。

年間訪れるユーザー数は400万、PVは7千500万です。
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ちるちるのレビュアーは、多くのレビューサイトの中で

も長文で濃いレビューを書くことで有名です。

全体の70％のレビューを30代後半以上のユーザーが書

いています。



広告概要
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バナー広告

アフィリエイト広告

ブログ記事広告

タイアップ広告

安定したインプレッションと売上
一般的な出稿スタイル

迅速な対応と隙間のない品揃えで
爆発的な売上

自社更新！文章力とセンスが求
められるが、費用対効果が絶大

効果的なキャンペーン企画、商
品プレセントでタイアップ記事

ちるちるでは、４つの広告のパターンがございます。

それぞれ特徴があり、汎用的な手法から担当者のテクニックが必要なものまで、ニーズにあった広告スタイルを

提供しております。

管理がシンプル
予算に見合った効果

管理が煩雑しかし
やり方次第で効果大
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SPトップページヘッダーバナー
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2017年度最注目のバナースペース

ちるちるトップページヘッダーはサイト内で一番価値の高い場所です。

重要なお知らせの告知、企業ブランディングに最適です。（2017年5月からス

タート）

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。

S Pトップページヘッダーバナー

掲載期間 1週間 2週間 1ヶ月

価格（税別） 120,000円 240,000円 450,000円

表示回数 5500/day

枠数 ２

サイズ 640×200pixel

クリック率 1.0～2.0%

BL関連のみの掲載にな
ります。
白抜きや過剰なアヘ顔
のある画像は不可とな
ります

BL関連のみの掲載になります。白抜きやアヘ顔のある画像は不可となります

クリック率ダントツのコーナー！



SP通常ヘッダーバナー
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告知と売上 目的のベストミックスバナーがここ！

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）

クリック率も他のバナーに比べて高めなので、告知やブランディン

グ、そして売上、２つの目的をバランスよくカバーするバナーです。

S P通常ヘ ッダーバナー

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 200,000円

表示回数 25000/day

枠数 6

サイズ 640×200 pixel

クリック率 0.4％～1.5%

BL、TL関連、女性向けの
広告商品の掲載になりま
す。

ブランディングと実売 二兎追うならここ



SPフッターバナー 上部下部
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実益ゲットのための超鉄板コーナーです

フッターバナーは、実践的なバナーで販売に繋がるもっとも効果

的なバナーコーナーです。

告知、ブランディングには向きませんが、少し過激なバナーも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。

S Pフッターバナー 上部下部

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 上部下部ともに 200,000円

表示回数 21,000/day

枠数 上部4 下部４

サイズ 600×500 pixel

クリック率 0.5%～1%

人気のレクタングルで抜群の効果！

上部

下部



SP作品ページサンドウィッチダブルバナー
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ちるちるで最も見られているのは、この作品ページ

ちるちるでもっともユーザーに閲覧されているページは作品

ページ。レビュー本文の上下からサンドするようにバナー表示

します。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。

S P作品ページサンドウィッチバナー

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 250,000円

表示回数 22,000/day

枠数 3

サイズ 640×200

クリック率 0.4%～1%

ページの上下にバナー表示。ランダム表示ですので同時表示にならない場合もございます。またレ
ビュー本文の間に他社バナーが表示されることがあります。

2箇所にバナー表示

レビュー上部

レビュー下部

堅実！最もおすすめできるコーナー！



SP&PCレビューバナー
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もっとも読まれるレビューの間に挟み込まれる

もっともユーザーの関心のある作品レビュー。そのレビューの間に挟まれ

たバナーはもっともユーザーの目に触れやすい場所といえます。

PC、スマホ共通のバナーになります。

S P＆ P Cレビューバナー

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 100,000円

表示回数 SP 11500, PC 7000/day

枠数 4

サイズ 640×200 pixel

クリック率 0.5％

PC、スマホ共通



PCトップページメインバナー
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腐女子のみならず版元、企業もチェックする社会の窓

PCのちるちるトップページヘッダー下は腐女子だけでなく、業界の関係者

も注目するコーナーです。

重要なお知らせの告知、企業ブランディングに最適。

1週間のみ利用が可能です。

P Cトップページメインバナー

掲載期間 1週間

価格（税別） 100,000円

表示回数 5500/day

枠数 2

サイズ 728×90 pixel

クリック率 0.5％

BL関連のみの掲載になります。白抜きや過剰なアヘ顔のある画像は不可となります

華やかに！ブランディングに最適なコーナーです



PC作品ページサンドウィッチダブルバナー
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コアユーザーに深くリーチする超実践的な作品ページ

購買欲のあるユーザーが熟読するPCの作品ページ。このバナーはレ

ビュー本文の上下からサンドするようにバナー表示します。

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。

P C作品ページサンドウィッチダブルバナー

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 200,000円

表示回数 20,000/day

枠数 3

サイズ 728×90または640×100

クリック率 0.5%

バナー下部

バナー上部

レヴュー本文を挟
むようにバナー表
示

長期で足場固めをするならこのコーナー

ページの上下にバナー表示。ランダム表示ですので同時表示にならない場合もございます。またレビュー本
文の間に他社バナーが表示されることがあります。



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全て20％以上、なかには

80％、月売上1000万円超のストアも。

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

アフィリエイト利率10％、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利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



アフィリエイト管理画面
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驚くほど超簡単操作！ アフィリエイト管理ページ

管理ページでアフィリエイトする作品を一覧で表示。

ちるちる掲載作品を一気にダウンロードしてエクセル

に自社のコードを追加して流し込んで完了。

商品にコメントを個別につけることも可能です。企業

ブログといっしょに活用することで大きな効果が期待

できます。

ISBNデータを
つなぎこむだ
けでリンク

アフィリエイ
トリンクした
作品にコメン
トをつけるこ
ともできます

担当者さまのお時間がない場合は、データをご提供いただけますと、弊社が平日に限り

更新させていただきます。要相談

アフィリエイトの仕組みを自社でお持ち、またはシステム利用の契約をされている企業さ

まの利用となります。

継続すると効果は指数関数的に増大



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、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



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

表示回数 10,000/day

表示回数は推定です。他社の書き込みが多いと表示数は少なくなります。



出版社さま自社作品解析ページ
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自社作品の評価がズラっと！年齢、アクセス数一覧

出版社さまの発売した作品について、ちるちるユー

ザーのアクセス、評価した年齢層、評価した年代の統

計を管理ページから閲覧できます。

作品ごとに期間、アクセス順などでソートも可能。感

覚でなんとなく理解していたデータに裏打ちをするこ

とができます。

アクセス数

滞在時間

評価・レビュー数

年代別評価

自社作品解析ページ

掲載期間 1ヶ月

価格（税別） 60,000円

月額150,000円以上の広告契約を頂いた
クライアント様に限り無料提供

作品のひとつ
ひとつの
データが詳細
に閲覧できま
す

個々の作品の統計データがリスト化！



SP&PCトップスライド企業キャンペーンバナー
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スマホとPCでちるちるコラボキャンペーン企画広告

ちるちるとコラボしたキャンペーンを展開するときにご利用いただけるバ

ナーです。フェア、イベント告知のできるスペースです。

バナー、記事制作など弊社で行う場合は、制作代別になります。

スライドバナーの表示順で金額が異なります。

広告管理ページに対応しておりません

S P＆ P Cトップスライド企業キャンペーンバナー

掲載期間 7日間（火曜または金曜日昼12時開始）

価格（税別）
1枚目表示100,000円/２枚目表示60,000円/

3枚目表示 30,000円

表示回数 5500/day

枠数 ４

サイズ 640×200 pixel

クリック率 0.5％

企業さまのキャンペーン告知
コラボ企画をお知らせするバナーです
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個人でちるちるとコラボイベントの告知スペース

個人、作家やBLキャンペーンを展開するときにご利用いただけるバナーで

す。企画記事、キャンペーン、イベント告知にご利用いただけます。場合に

よって無料提供する場合もございます。スライドの順番は２番目以降になり

ます。バナー、記事制作など弊社で行う場合は、制作代別になります。

広告管理ページに対応しておりません

個人、作家の方とちるちるの
コラボ企画をお知らせするバナーです

S P＆ P Cトップスライド個人キャンペーンバナー

掲載期間 7日間（火曜または金曜日昼12時開始）

価格（税別） 要相談

表示回数 5500/day

枠数 ４

サイズ 640×200 pixel

クリック率 0.5％

SP&PCトップスライド個人キャンペーンバナー



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昼12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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広告についての傾向

ちるちる広告の成功例

バナー
カラーページより、本文から抜き出した画像が効果的です。
年の差、リーマンなどの定番ワードよりも、パワーワードで煽るスタイルがクリック数を稼げます。

ランディングページ
回遊性が高く、１つの特集、作品を集めたページよりも総合BLページのほうが効果が高いです。

問題点
スマホのキャリア決済がメインのストアさまの傾向として
バナークリック率が非常高いのですが、ランディングページから会員登録が行われない事例が非常に多くなっています。

クリック率と会員登録数が比例しませんので、その問題をクリアするには
ランディングページにて、できるだけ多くの作品を在庫している提示するなどのするとよいと思われます。

どのような作品がちるちるでは受けているか

21

ちるちるでは、年に１回、ユーザー評価・投票によるランキングイベント「BLアワード」を
行っております。
こちらは出版社さま、作家さまをはじめ非常に関心度が高いイベントになっており、
今年度は日販さまと共同で、全国のリアル書店でフェアも実施いたしました。

http://www.chil-chil.net/blAwardRank/y/2017/

http://www.chil-chil.net/blAwardRank/y/2017/

