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「病害虫・雑草の情報基地」の利用数の推移①

毎年前年の数値を上回り、順調に伸長しています。

■月間PV数（サイトで閲覧されたページの合計数） ※2014年12月31日現在

：2012年 ：2013年 ：2014年
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「病害虫・雑草の情報基地」の利用数の推移②

利用ユーザー数は年々増加しています。

■利用ユーザー数（サイトのユニークユーザーの合計数） ※2014年12月31日現在

：2012年 ：2013年 ：2014年



「防除ハンドブック」作物ごとのPV数の推移

新しいハンドブックのPV数は公開2年目以降に増加する傾向にあります

：2012年 ：2013年

リンゴ：2013年1月、カキ：2013年3月、難防除雑草：2014年3月、日本ナシ：2014年6月、
ネギ：2014年7月、イチゴ：2014年9月、アブラナ科野菜：2014年10月

：2014年

※2014年の期中に公開したハンドブック

※2014年12月31日現在



サイトの利用ユーザーの例

専業農家

兼業農家

普及センター・
病害虫防除所・
農業試験場 職員等JA職員

• 会員登録者の多くを生産者
や農業関係者が占めてい
ます。

• 広告掲載ページを閲覧する
一般ユーザーも、同様に数
多くの生産者や農業関係者
が利用していることが推察
されます。

農薬メーカー

植物・家庭菜園愛好家

その他

商社・ホームセンター職員

※「病害虫・雑草の情報基地」サイトでは一部のコン
テンツの利用を会員登録制（無料）にしています。本
アンケートはおよそ7,000名の無料会員を対象に
2015年1月に実施し、職業に関して回答を頂いた
1,762名の内容をまとめたものです。

「病害虫・雑草の情報基地」サイト 会員登録者の職業別内訳
※会員登録者アンケート（2015年1月実施）より抜粋



バナー広告を掲載できるページ

下記のページ内に、農薬をはじめとした農業資材（肥料、植物調節剤、被覆資材、抑止ネット等）、
種苗、企業サービス等のバナー広告を掲載できます。

○「防除ハンドブック」
・病害虫・雑草の個別ページ

○特集ページ

目次ページ、画像検索ページはPV数が多く、
数多くのユーザーに広告を表示できます。

個別の病害虫、雑草に特化しているので、広告資材
とユーザーとの親和性が高く、効率的でリーズナブル
な広告活動が可能です。

○「防除ハンドブック」
・目次ページ

・画像検索ページ

広告

広告

広告

広告

広告



バナー広告の種類

バナーデータの形式はJPEGまたはGIFになります。
また、バナー広告は静止画を基本とします。
※動画データを掲載する場合は別途御見積もりになります。

○バナー広告のサイズ
・ノーマルサイズ（ヨコ200pixel×タテ120pixel）
・ラージサイズ（ヨコ200pixel×タテ180pixel）
の2種類になります。

ノーマルサイズ
（ヨコ200pixel×タテ120pixel）

ラージサイズ
（ヨコ200pixel×タテ180pixel）



広告掲載金額のご紹介

■広告掲載金額について

・掲載金額の算出方法

B：掲載ページ数×5,000円＋
A：広告掲載ページの昨年のPV合計数に基づく金額
（PV数に応じた金額表は次頁を参照）

合計金額が掲載金額となります。
※掲載期間：掲載開始日から原則1年単位。

★金額算出例
・掲載する広告：園芸殺菌剤1種
・掲載する広告のサイズ：ノーマルサイズ（ヨコ200pixel×タテ120pixel）
・掲載期間：2014年10月1日～2015年9月30日
・掲載するページ
①「トマト・ナスピーマン」の目次ページ
②「トマト 疫病」ページ

A： ①のPV数：81,384＋②のPV数：5,501＝86,885PV * B： 掲載ページ数：2×5,000円

280,000円（税抜き） 10,000円（税抜き）

この合計金額290,000円（税抜き）が、掲載金額になります。
※掲載期間：掲載開始日から原則1年単位。

*：2013年9月1日～2014年8月31日のPV数

広告の掲載金額は、掲載するページのこれまでのPV数（ページの閲覧数）と連動いたします。





各ページのPV数と広告掲載金額の例①

○目次ページのPV数例 ： 目次ページはPV数が多く、数多くのユーザーに広告を表示できます。

防除ハンドブックの
目次ページ

PV数
（2014年4月1日~2015年3月31日）

バナー広告掲載金額（税抜き）*
・掲載期間：2015年5月1日～2016年4月30日
・バナーサイズ：ノーマル（ヨコ200pixel×タテ120pixel）

イネ 43,202 182,750円

豆類 31,389 155,500円

ナス・トマト・ピーマン 81,847 285,000円

キュウリ・スイカ・メロン 62,423 243,800円

ネギ 11,742 86,000円

カンキツ 136,895 388,600円

リンゴ 30,689 155,500円

カキ 27,876 140,000円

・PV数はその年や期間より変動いたします。実際の広告掲載金額は弊社までお問い合わせください。
・他のページのPV数等については、弊社までお問い合わせください。

*掲載ページ金額（１ページ5,000円）を含む



防除ハンドブック 病害虫・雑草の項目
PV数

（2014年4月1日
~2015年3月31日）

バナー広告掲載金額（税抜き）*
・掲載期間：2015年5月1日～2016年4月30日
・バナーサイズ：ノーマル（ヨコ200pixel×タテ120pixel）
※1種類のバナー広告を下記複数のページに掲載時の金額

イネ

いもち病
（穂いもち）

6,516

96,000円イネドロオイムシ 3,095

タイヌビエ 2,090

ナス・トマト・ピーマン

トマト疫病 6,548
110,000円

テントウムシダマシ類 9,661

キュウリ・スイカ・
メロン

キュウリ褐斑病 4,912
110,000円

ウリハムシ 10,647

カンキツ

カンキツそうか病 8,202

132,500円かいよう病 7,762

ミカンコナジラミ 6,325

カキ
カキ円星落葉病 3,970

70,000円
果樹カメムシ類 5,028

○各病害虫・雑草の個別ページのPV数例 ： 個別ページはリーズナブルで効率の良い広告活動が可能です。

各ページのPV数と広告掲載金額の例②

・PV数はその年や期間より変動いたします。実際の広告掲載金額は弊社までお問い合わせください。
・他のページのPV数等については、弊社までお問い合わせください。

*掲載ページ金額（１ページ5,000円）を含む



バナー広告掲載に関する補足事項

① 金額算出の基となるPV数は、掲載期間の前年の同じ期間のPV数から算出します。

② 広告の掲載期間は、原則掲載開始日から1年間となります。

③ バナー広告の掲載金額は1種類単位で発生いたします。

④ バナーのサイズはノーマルサイズ（ヨコ200pixel×タテ120pixel）、ラージサイズ（ヨコ200pixel×タテ
180pixel）の2種類となり、掲載金額は大きさによって変動します。

⑤ 期間途中で公開された新ページは、目次ページは5,000PV、個別ページ・特集ページは1ページあたり
1,000PVとして金額を算出いたします。

⑥ 300,000PV数を超える場合の御見積もりは弊社までお問い合わせください。

⑦ 各ページのPV数は弊社までお問い合わせください。

⑧ バナー広告データの制作は弊社でも承ります（別途御見積もり）。

※キャンペーンの告知など、期間に限りがあるものはご相談ください。



広告掲載成果の報告について

バナー広告を掲載した期間の成果を報告いたします。

出稿バナー 出稿ページ 掲載期間内のPV数 バナークリック数

○月ごとのPV数

・10～12月PV ：

・1～4月PV ：

・5月PV ：

・6月PV ：

・7月PV ：

・8月PV ：

○月ごとのPV数

・10～12月PV ：

・1～4月PV ：

・5月PV ：

・6月PV ：

・7月PV ：

・8月PV ：

○報告内容
・インプレッション数（広告が表示された回数）

・バナーがクリックされた回数

・クリック率

・バナーのリンク先の平均滞在時間



■メールマガジンを活用したした会員への情報提供

広告主様へのバックアップ活動 ①-1

全国農村教育協会では上記会員に定期的にメールマガジンを配信しています。
本サイトにバナーを掲載頂いた資材は、掲載資材の情報をメルマガに掲載し、会員の方々に紹介します。

※2015年1月末に全会員に対してアンケート（生産者向け）を実施したところ、7日間で310件の返信があ
りました。解答率5％という数字は非常に高く、会員の方々のメルマガへの興味の高さを示しています。

「病害虫・雑草の情報基地」では、一部コンテンツの利用を登録制（無料）にしています

・農協営農担当者

・普及センター担当者

・農業生産法人

・生産者 etc

約7,000人が会員登録（2015年3月31日現在）。



■メールマガジンに掲載する紹介記事の文例

全農教のバックアップ活動 ①-2

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【お役立ち資材情報】
・「トマト・ナス・ピーマン」の目次ページとハダニの特集ページに
「○○○」のバナーを掲載しました。
http://○○○○○○○○○

バナーをクリックすると、○○○○の
専用ページにジャンプします。

「 殺虫剤○○○」
・先進事例を紹介
・効果の発現を動画にて公開
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



■「病害虫・情報基地」公式Twitterアカウントを設置
（2015年6月1日現在 フォロワー数：290*）

広告主様へのバックアップ活動 ②

全国農村教育協会ではフォロワーに向けて予察情報を配信しています。
本サイトにバナーを掲載頂いた資材は、掲載資材の情報をツイートし、フォロワーに紹介します。

*2015年2月末に開設以降の数字。フォロワーの多くは生産者の

方で、数は毎日増え続けています。



「病害虫・雑草の情報基地」 媒体特長のまとめ

①数多くの生産者・農業関係者向けてのPRが可能
• 年間1,600,000のPV数があり、およそ350,000人に利用されています（2014年調べ）。

• PV数、ユーザー数は今後も増えることが予想されます。

②リーズナブルな広告掲載料
• 掲載金額はPV数に応じた設定なので、ご予算に応じて出稿ページを選ぶことが可能です。

③農薬との親和性の高い媒体

• 病害虫・雑草の種類ごとの個別ページが数多くあるので、薬剤との親和性が高く、効果的な
PR活動が行えます。

④広告出稿の成果が分かる媒体
• 広告掲載期間のPV数や、バナーのクリック率等、掲載の成果を数値で表すことができます。

広告のご出稿時には、メールマガジンやSNSを使った
バックアップサービスもございます。

これからのWEBマーケティングにお役立てください！


