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仮想通貨とブロックチェーンの今と未来がわかるWebメディア



創刊にあたってのご挨拶

月間約1億5000万PVという圧倒的なアクセス数を誇る専門ニュースサイト群「Impress Watch」

における新媒体として、このたび「仮想通貨 Watch」を創刊いたします。

2017年は仮想通貨元年とも呼ばれ、同年4月から仮想通貨法である「改正資金決済法」が施行、仮想
通貨の代表でもあるビットコインの価格が一時は1BTCあたり200万円を超えるなど、市場規模が急
激に拡大し、ユーザー数も一気にも伸長いたしました。

そうしたなか創刊する「仮想通貨 Watch」では、仮想通貨の基礎知識から各取引所の特長、ウォ
レットやセキュリティ対策、市場性や相場の状況、税金対策などはもちろん、自作PCによるマイニ
ングやクラウドマイニング、また仮想通貨の基盤技術であるブロックチェーンに関する情報などを
わかりやすく紹介していき、「仮想通貨とブロックチェーンのトレンドが知りたいなら読むべき媒
体」のナンバーワンとなることを目指していきます。

特に詐欺やトラブルにつながる情報も錯そうするなかにおいて、仮想通貨・ブロックチェーンに関
心を持つ読者に上質な情報を提供していき、仮想通貨市場のさらなる活性化やブロックチェーンの
ビジネス活用を促進していくことで、業界の健全な発展の一助になりたいとも考えております。

また仮想通貨 WatchではWebメディアを核としながらリアルイベントなど様々な展開をしていきた
いと考えておりますので、今後の展開にご注目ください。
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媒体概要について

＜媒体名＞
仮想通貨 Watch（カソウツウカウォッチ）

＜テーマ＞
暗号通貨（仮想通貨）とブロックチェーンの今と未来が分かるWebメディア

＜編集部名＞
仮想通貨 Watch編集部

＜創刊日＞
2018年5月22日（火）

■プレスリリースなど情報のご提供
仮想通貨やブロックチェーンに関するプレスリリースや発表会などの情報をご提供いただける場合は、下記メールアドレスまで
お寄せくださいますよう、お願いいたします。

なお、お寄せいただいた情報の掲載可否は編集部で独自に判断しており、掲載の可否についてのお問い合わせには応じかねます
ので、あらかじめご了承ください。

仮想通貨 Watch編集部のメールアドレス：
crypto-watch@impress.co.jp
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新媒体で掲載する想定記事

＜仮想通貨＞

 仮想通貨の相場から税金対策といった投資に関する情報

 技術者で無くても理解できる範囲で仮想通貨関連の技術解説

 仮想通貨取引所の特徴（扱う仮想通貨の種類や取引方法などの違い）

 マイニングの最新動向（マイニング方法からクラウドマイニング情報など）

＜ブロックチェーン＞

 技術者でなくても理解できる範囲でのブロックチェーンの技術解説

 技術者が発信するブロックチェーンに関する情報

 就職目的などで業界に求められている人材（知識や技術、知識）

 スマートコントラクトに関する最新動向

＜そのほか＞

 関連する書籍やイベントの情報

メインは仮想通貨、サブでブロックチェーンの情報を掲載
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インプレスの既存媒体における関連記事掲載

BCCC第7回リスク管理部会
ダークウェブの実態 ～仮想通貨NEMの不正流出事件と取引の追跡方法も

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/1114825.html

国連機関でのブロックチェーン・プロジェクトからミライの社会を考察する夜
難民支援「暗号通貨基金」も ～効率と透明性を求め国連でブロックチェーン活用が進む

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/1114278.html

イーサリアムの創設者 Vitalik氏と外務大臣 河野 太郎氏が会談、仮想通貨に新たな動き

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1113873.html

仮想通貨投資に飛びつく前に心得ておくべきこと
暴落は怖くない？ 余剰資金をコツコツ積み立て

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1080997.html

仮想通貨イーサリアム日本初の公式コミュニティイベント、“世界の不均衡・不平等”解決に向けて

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1114449.html

① ② ③ ④ ⑤

①

②

③

④

⑤

＜掲載媒体：INTERNET Watch＞
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インプレスの既存媒体における関連記事掲載

ゲームの空き時間にマイニング！GeForceで仮想通貨「モナコイン」を掘ってみた
ゲーミングPCを有効活用 text by マイナー太郎

マイニングをはじめてみたい人向けのPCを組む、仮想通貨に向いたPCパーツの選び方
手軽にPCマイニングを始める手順を解説 text by マイナー太郎

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/pcmining/1074798.html

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/pcmining/1090087.html

ビットコインって怪しいの？仮想通貨をマイニングしているユーザーに最近の事情を聞いてみた
数年前とはいろいろ違う？PCマイニングの今、8月1日危機の話も text by 藤本健
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1071960.html

マイニング専用OS「ethOS」で仮想通貨を掘ろう、導入から設定までを実践！
安定性がウリのマイニングOS、ビデオカード×10枚以上の環境も構築可能 text by マイナー太郎
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/column/pcmining/1096316.html

① ② ③ ④

①

②

③

④

＜掲載媒体：AKIBA PC Hotline!＞



新媒体の想定読者層について

テレビでビットコインについて初めて知ったけどよく分からないという初心者層から、投資家、仕
事で仮想通貨・ブロックチェーンの活用を検討したいビジネスマン、ブロックチェーン産業への就
職を考えて技術を学んでいる学生まで、幅広い読者層をターゲットとして展開していきます。

 仮想通貨に興味のある読者全般

 投資家

 ビジネスマン、OL

 主婦層

 学生、就活生

 マイニングに興味のある読者

 仮想通貨関連企業、決済導入企業

 ブロックチェーン関連企業

年齢層は主に仮想通貨は10代～30代が中心
ブロックチェーンは20代～40代が中心

男女比率は男性7割：女性3割のイメージを想定

※博報堂金融マーケティングプロジェクト、1万人を対象に仮想通貨に関
する生活者調査などを参考に読者層を想定

7



広告・プロモーション用メニュー

仮想通貨 Watchでは通常の広告メニューに加え、プロモーション用メニュー、お客様の利用促
進やサポート向上などにつながる販促ツール、オリジナルコンテンツなどの受託制作メニュー
もご案内いたします。

 ネイティブタイアップ（記事タイアップ広告）

 ニュースリリース、イベント情報などの有料掲載

 純広告・バナー広告

 仮想通貨Watchのブランドを活用したリアルイベントの開催

 ユーザー利用ガイド、販促ツール、Webコンテンツ制作など

＜媒体広告メニュー＞

＜受託制作メニュー＞
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↑PR表記

ネイティブタイアップについて

PR

記事見出し

記事、誘導ともに通常の記事とほぼ同様の見え方となるタイアップ記事です。
読者が日ごろ親しんでいる記事デザインを通じて、自然な商品・サービスの訴求が可能です。

通常の記事デザインで貴社の製品・サービスを解説、紹介

記事ページ

TOPページ

デザイン Impress Watchの通常記事デザイン

誘導方法
記事見出し
掲載初日は上から3番目以内に掲出保証
2日目以降は時系列順で下に移動

費用
制作費＋媒体費

￥1,500,000（税別）
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ニュースリリース、イベント情報などの有料掲載

イベント情報

オウンドメディア
コンテンツ

ニュースリリース

ニュースリリース

イベント情報

オウンドメディア
コンテンツ

仮想通貨 Watchトップ

掲載依頼

PR・リリース欄

原文のママで
ページ掲載

ニュースリリース、イベント情報、製品・サービスを紹介したオウンドメディアコンテンツなどを
有料で掲載するサービスです。
トップページの「PR・リリース欄」から誘導する形で、ほぼ原文のママで掲載いします。

掲載料金：1本あたり￥300,000（税別）

企業様

掲載
ページ
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PR表記が入ります



PCサイト メニュー 掲載 期間 料金 サイズ 容量 枠数

1 ビルボード TOP+記事 任意 大:¥2.0/imp 小:¥0.5/imp 大:970×250 小:728×90 150KB未満 1

2 テキストリンク TOP 1週間(月～日) ¥300,000/週 テキスト全角30文字 - 2

3 プレミアムハイブリッド ※1 TOP 1週間 ¥1,200,000/週 画像＋テキスト（弊社制作） - 1

4

ハイブリッド ※1 TOP 1週間 ¥800,000/週 画像＋テキスト（弊社制作） - 4

ネイティブアド ※4 TOP 任意 2円/imp 画像＋テキスト - 1

5 レクタングル TOP 1週間(月～日) ¥1,200,000/週 300×300 (300×250) 100KB未満 3

6 スカイスクレイパー TOP 1週間(月～日) ¥800,000/週 300×800 150KB未満 1

7 追従型バナー TOP＋記事 任意 ¥1.0/imp ※2 300×600 150KB未満 1

8 ハイケージャック ※3 TOP 1週間(月～日) ¥1,500,000/週 1600×800 150KB未満 1

1+8 ハイインパクト TOP 1週間(月～日) ¥3,000,000/週 ビルボード＋ハイケージャック - 1

9 ローテーションレクタングル 記事 任意
カテゴリ指定なし：

¥0.5/imp
カテゴリ指定あり：

¥1.0/imp

300×300 (300×250) 100KB未満 1

10 ローテーションスカイ 記事 任意 300×800 150KB未満 1

11 ローテーションプレミアム 記事 任意 468×150 150KB未満 1

12 記事面ハイケージャック※3 記事 任意

カテゴリ指定なし：
¥1.5/imp

カテゴリ指定あり：
¥3.0/imp

1600×800 150KB未満 1

スマホサイトメニュー 掲載 期間 料金 サイズ(左右×天地) 容量 枠数

1 プレミアムハイブリッド ※1 TOP 4週間 ¥1,000,000 / 4週間 画像＋テキスト（弊社制作） - 1

2 ハイブリッド ※1 TOP 4週間 ¥ 500,000 / 4週間 画像＋テキスト（弊社制作） - 4

3 レクタングル TOP+記事 任意 ¥1.0/imp 300×300(300×250) 100KB未満 1

純広告メニューについて

スマホ版広告枠

PCサイトTOP PCサイト記事面

■…ページスクロールに合わせて追従するタイプとなります
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広告掲載に関する規定について

 Impress Watchの広告掲載基準に準拠

https://ad.impress.co.jp/docs/kijun.htm

＜仮想通貨 Watchにおいて特に厳格化すべき代表的な内容＞

・国内の法令、国際条約などに反するもの

・投機、射幸心を著しくあおる表現が使われているもの

・許認可を要する業種で許認可のない広告主によるもの

・オンラインカジノなど、ネットワークを利用した賭博、およびそれに類するサービス

・弊社広告審査委員会が不適当と判断したもの

 当面はICOへの投資、勧誘、営業に関する事項については基本的には掲載不可といたします。

 仮想通貨取引所様は金融庁へ登録済み、みなし業者（上場企業に限る）以外は掲載不可とします。

 各団体(JBA、JCBA、BCCC、新団体など)が策定する自主規制(広告規制)の内容にも準拠していきます。

 そのほか、個別の案件ごとに審査をさせていただきます。

広告掲載にあたっては、下記の基準をもとに可否を判断いたします。
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媒体名を利用したリアルイベントの開催

ユーザーの“ホンネ”を聞けるリアルの場を提供

「仮想通貨 Watch」の媒体ブランドを利用したセミナー、製品体験会といったイベントの開催につい
ても受託サービスの一環として実施いたします。弊社媒体で記事を執筆する人気のライターや仮想通
貨やブロックチェーンに関する書籍の著者、有識者などを講師として招き、トークショーやクライア
ント企業様の製品やサービスの解説、レクチャーをその場で行っていただくことで、読者のホンネを
ダイレクトに聞き出すことも可能です。

・セミナー
・トークショー
・製品体験会 etc

・人気ライター
・仮想通貨書籍の著者
・有識者、著名人 etc

×
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受託制作（カスタム出版）サービスのご案内

インプレスグループ

出版を中心にした専門メディアグループ

株式会社インプレス

・ITを中心とした専門分野に特化したメディアの展開、運営

・さまざまな企業様向けに受注製作事業への取り組み

「出版社ならでは」のリソースを
生かしたコンテンツ制作

①出版リソースや書籍・雑誌等のブランドを活かしたコンテンツ制作

例：OEM出版、「できるシリーズ」特別編の制作、など

②書籍制作で培った、初心者からコアユーザーまで幅広くカバーする編集力を活かしたコンテンツ制作

例：店頭配布用の小冊子の作成、購入者特典用・製品Webページ設置用の操作ガイドの作成、など

店頭販促、アフターサポート、販売員教育をはじめ、目的に沿ったコンテンツ
の制作を提案致します。



・メーカー、金融機関、商社など大手企業向けの豊富な制作実績、リピート発注の多さ

・出版社ならではの視点、ノウハウで「お客様に伝えたいポイント」をしっかり解説

・目次案・構成案のご提案から執筆、デザインまで一貫して対応。発注者側の負担が軽減

・IT、フィンテック、仮想通貨などに関する知識の深い執筆者や編集者が制作を担当

＜編集のプロである出版社がつくる利用ガイドや販促コンテンツ＞

＜インプレスによる金融機関様向けの受託制作の実績＞

みずほ銀行様 三井住友VISA様全国地方銀行協会様横浜銀行様
福岡FG様ほか

千葉銀行様三井住友海上様

インプレス受託制作（カスタム出版）のメリット
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インプレスグループの仮想通貨関連の刊行物

仮想通貨に関する書籍は売り上げが拡大

2017年9月発売の「5000円ではじめる仮想通貨投資入門」は6刷りまで決定（3月現在）
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