クアラルンプール日本人会ウェブサイト：バナー広告掲載のご案内
◎バナー広告について
当会ウェブサイトのポータル画面の右側に縦一列 10 枠、下側に横一行 5 枠で最大 15 のバナー広告枠
を用意致しております。クリックすると広告主様のページへ誘導します。
実例は http://www.jckl.org.my/ をご参照ください。
広告の表示位置についてご注意：各広告は、閲覧者がブラウザ表示を行う毎にランダムな位置に配置・表示
され、広告主様に公平となるよう配慮されています。

◎掲載価格
契約期間

3 ヶ月

6 ヶ月

12 ヶ月

当会法人会員価格

RM360 (RM120/月)

RM660 (RM110/月)

RM1,200 (RM100/月)

非会員 価格

RM720 (RM 240/月) RM 1,320 (RM 220/月)

RM 2,400 (RM 200/月)

◎広告原稿（データ）・仕様
サイズ
：43（縦）x 148（横） ピクセル
ファイル形式 ：JPG または PNG
・広告原稿は広告主様に上記仕様にてご用意いただき、当会に納品いただきます。
・広告の発注時と、バナーの差替え時は、上記仕様のデジタルデータ広告素材を当会まで広告開始日
の 5 営業日前迄にご送付ください。その際に、リンク先の URL についてもご指示ください。
・制作会社の紹介が必要な場合、当会より紹介可能です。制作会社とのバナー制作にかかわる交渉は
広告主様の責任でお願い致します。
・バナー差替え、またはリンク変更の回数は、3 ヶ月毎に 1 回ずつとさせていただきます。

◎広告のご発注
ご注文は指定発注書にて随時受け付けております。指定発注書については、お申し込み時にお問合わ
せください。当会ではお申込み内容、空き広告枠等の状況を確認後、可能な掲載開始日・期間等を広
告主様へご連絡致し、その時点で受発注が合意できたものと致します。なお、所定の掲載料を掲載開
始日までにお支払いください。
ご注意:
1. バナー広告は、マレーシアまたは日本に拠点をおく法人または団体からの申し込みに限ります。
2. バナーやリンク先を含めて広告内容が当会の目的や運営方針に沿わない場合、著作権侵害や不当表示、その他
マレーシアの法律に抵触する可能性、社会通念上問題があったり、ウィルス等、安全性に問題があると考えら
れる場合等は、当会の判断により掲載をお断りしたり、中断または、中止したりする場合があり、その理由は
開示いたしません。
3. 当会は、広告内容についての責任を負いません。

お申込み・問い合わせ先
The Japan Club of Kuala Lumpur クアラルンプール日本人会
事務局 担当：大前、森 Tel: 03-2274-2274, Email: office@jckl.org.my
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The Japan Club of Kuala Lumpur: Website Banner Advertisement
Banner Advertisement
A total number of 15 slots have been allocated for banner advertisement on the website. There are 10 slots on the right
side of the page and 5 slots at the bottom of the page. For reference, please visit our live website at
http://www.jckl.org.my.
Important Note: Display of Banner Advertisement
Sequence / arrangement of the banners are set to be displayed on a random order. The sequence is different every time
user refreshes the page.
Banner File – Requirement
Size: 43 (height) x 148 (width) pixels
File Format: JPG or PNG
•
•
•
•

Banner file has to be provided by the advertiser to Japan Club.
Banner file has to be submitted at least five (5) working days before the preferred advertisement start date / banner
change date (see below). When the banner is submitted, the advertiser has to also provide the URL to link the banner.
If recommendation for banner design is needed, Japan Club is able to introduce the advertiser to a design agency. The
advertiser is responsible for the communication with the design agency on the banner production.
Banner change / update of URL link is allowed once every 3 months.

Advertisement Rate
Rate
Contract Period

3 Months

6 Months

12 Months

Corporate Member’s Rate

RM360
(RM120/month)

RM660
(RM110/month)

RM1,200
(RM100/month)

Standard Rate

RM720
(RM240/month)

RM1,320
(RM220/month)

RM2,400
(RM200/month)

Making Advertisement Order
We accept applications all year round. Please contact us for the application and fill in the order form when making an order.
We will review the content of the advertisement, check the availability and period after receiving the order form. Once it is
approved, we will contact the advertiser. Payment has to be made before the advertisement start date.
Important Notes:
1.
2.

3.

Only applications from companies or organizations based in Malaysia or Japan will be accepted.
Japan Club reserves the right to remove any banner without prior notice, if the banner or content of the linked URL is
considered to have breached our policy, or found to be illegal in context with Malaysian law, or in violation of another’s
copyright or intellectual property. We may also refuse to post, discontinue or cancel your order should there be issues
with misrepresentation, social norms, or safety, based on the club’s discretion.
Japan Club is not responsible for the content of the banner.

Application / Enquiry
The Japan Club of Kuala Lumpur
Office: Ms Omae / Ms Mori Contact No.: 03-2274-2274 Email: office@jckl.org.my
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