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ここでしか読めないコンテンツがたくさん！　毎日更新のWEBマガジン

40～50代の美と健康を全力応援！ 
雑誌MyAge×デジタルOurAge

◎タイアップの場合、制作費として別途 １ページあたりグロスで375,000円をいただきます。＊広告料金は税抜き価格です。

スペース 料金（円） 原稿寸法（天地×左右mm） 純広申込締切 校了
表4 1,200,000 250×217

発売日の
40日前

発売日の
22日前

表2見開 2,000,000 297×464
表2（シングル） 1,000,000 297×232

4C1P 800,000 297×232
表3（シングル） 800,000 297×232

年 3 回発行 A 4 変型判 定価1,150円（本体1,045円）

読者女性たちは、変わりゆく自分の体にポジティブに向き合い、悩みや不安を放置せず、自分に役
立つ情報を摂取することに貪欲です。人生１00年時代、50歳は折り返し地点にすぎません。これか
らの人生をどう生きるか。この先の時間を豊かに、元気に過ごすためのコンテンツを、私たちも貪
欲にお届けします。MyAgeはきっとあなたのお役に立ちます！

デバイスは、スマホ率87％。通勤中も家でも、WEBマガジンだからこそ気軽に記事に触れてもら
っていることがわかります。この世代ならではの体の不調に関する記事を読んで、役立ててもら
いたい。“世代あるあるの記事”を見てクスっと笑って欲しい。信頼のおける健康と美容情報であり
ながら、共感の得られる情報の宝庫でいたいと考えています。
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年 齢

40代
34.0%

50代
41.0%

29歳以下
6.0%

60歳以上
8.0%

30代
11.0%

読者の興味関心（健康・美容）

1.更年期症状・対策
2.目の健康
3.白髪
4.免疫力
5.筋肉・筋力
6.顔たるみ
7.腸内環境
8.血管力、血圧
9.ダイエット
10.体にいい食事・栄養
11.骨盤底筋、尿もれ

平均発行部数 25,000部

＊総PVは月間トータル
リーチ数に含みません

324,986UU

月間トータル
リーチ数

＊月間トータルリーチ数とは １カ月の販売部数（印刷物・デジタル版）、WEBサイトのユ
ーザー数、SNSフォロワー、メルマガ会員の合計人数で媒体の拡散力を示す一つの指標139.6万人

43,927人

4,292,529 自社PV：1,564,190
外部PV：2,728,339

OurAge広告メニューMyAge広告メニュー

春・夏・秋の年3回発行。40～50代女性の美と健康を全力応援します！

MyAge／OurAge共通　読者特徴：
8割近くを占めるのが40代50代の女性。更年期による心身の不調や加齢による容
姿の変化を切実に実感する世代だけに、体のケアや美容の情報に強い興味関心をも
っています。特に「自分に役立ち、不調な悩みをなんとかしてくれる」情報の収集に
は熱心で、日々、前向きにセルフケアに取り組んでいる女性たちです。

年 3回、各号 4カ月をかけてじっくり丁寧に取材する健康記事が人気。読者と同じ40代50代の編集スタ
ッフが、この世代特有のリアルな悩みを医師や専門家に深堀り取材し、わかりやすく伝えます。

媒体特性
人気カテゴリーは「更年期」「大人ビューティ」。世代特有の症状や白髪などの悩みについての記事がよ
く読まれています。一条ゆかり先生の連載などOurAgeでしか読めない寄稿家たちの連載も充実。

媒体特性

［マイエイジ］［アワエイジ］

12.しみ
13.首・肩のトラブル
14.漢方
15.髪と頭皮の健康
16.骨力
17.シワ・ほうれい線
18.冷え
19.脳・認知力
20.�股関節・脚、
足のトラブル

原稿タイプ 期間 料金 本数 保証PV 申込・オリエン期限

【連載型】
取材・撮影型（CMS） 要相談 G ¥2,700,000

（制作費込み） 記事４本 42,000 PV 1記事目の公開は35営業日前
※撮影・制作内容により異なる

取材・撮影型
（CMS） 1ヵ月 G ¥600,000

制作費N ¥300,000 記事１本 10,000 PV 35営業日前
※撮影・制作内容により異なる

クライアント素材入稿型
（CMS） 1ヵ月 G ¥600,000

（制作費込み） 記事1本 7,000 PV 15営業日前
※素材入稿同日〆切

Instagram

3,477人フォロワー

Twitter

4,427人フォロワー

Facebook

94,235人フォロワー

LINE NEWS　ダイジェスト

819,944人友だち
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OurAgeスペシャル寄稿家① MyAge／OurAge世代の「知りたい」「気になる」のツボをおさえた多彩な寄稿家陣

⼀条ゆかり（漫画家） 君島⼗和⼦（「FTC」クリエイティブディレクター）

地曳いく⼦（スタイリスト） 吉川千明（美容家・オーガニックスペシャリスト）

＊2021年 4 月 1 日時点のものです。＊起用条件および起用料金などはモデルによって異なります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
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OurAgeスペシャル寄稿家② MyAge／OurAge世代の「知りたい」「気になる」のツボをおさえた多彩な寄稿家陣

中込久理（美容エディター） 朝倉匠子（エイジング・スペシャリスト） 杉野宏子（美容外科・美容⽪膚科医） おおたわ史絵（内科医・作家）

＊2021年 4 月 1 日時点のものです。＊起用条件および起用料金などはモデルによって異なります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

石井さとこ（⻭科医師） 樫出恒代（漢⽅薬剤師） 横森理香（作家・エッセイスト） 佐々涼子（ノンフィクションライター）

加藤紀子（タレント） 井上きみどり（漫画家・コラムニスト） 庄司いずみ（野菜料理家） ヨシダヨウコ（快眠コンシェルジュ）
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OurAgeスペシャル寄稿家③ MyAge／OurAge世代の「知りたい」「気になる」のツボをおさえた多彩な寄稿家陣

末森陽子（フードコーディネーター）

＊2021年 4 月 1 日時点のものです。＊起用条件および起用料金などはモデルによって異なります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

中島由紀子（映画ジャーナリスト） 安田まゆみ（マネーセラピスト） 杉本佳子（美容⾷研究家） 山田玲子（料理研究家）

小原誉子（京都ライター） 小野アムスデン道子（旅⾏ジャーナリスト） YUKIRIN（美容ジャーナリスト） 大滝美恵子（フードライター）
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2022年春夏広告企画

年 3 回発行のムック ｢ MyAge ｣ と、
毎日配信のWEB マガジン「 OurAge 」。
更年期や白髪、肌の衰え･･･心身が大きく変化する
40～50代女性の美と健康を全力応援する
紙媒体とWEBのミックスメディアです｡

医師や専門家に丁寧に取材した
わかりやすく信頼度の高い健康記事は、
リアルな悩みを持つ読者世代から
高い支持を得ています。
ぜひこの機会にお試しください！

2021年 秋冬号表紙 米倉涼子さん



MyAge＋OurAge お試しセットプラン

＋

①ムック「MyAge」TU

②WEB「OurAge」転載

年３回（３月､7月､11月）発行のムック「MyAge」と
毎日更新のWEBマガジン｢OurAge」。40～50代を中心と
する女性たちに信頼を得ている姉妹メディアを、
お得にお試しいただけるセットプランです。さらに、
WEBに最適なオリジナル要素の追加も可能です。

対象号
MyAge 2022年 春号 （３月初旬発売)

夏号（７月初旬発売）

企画料金

①MyAge２ｐ＋OurAge転載 G170万円

①MyAge４ｐ＋OurAge転載 G280万円

実施内容

①MyAge本誌２ｐまたは４ｐタイアップ
(取材・撮影・制作費込み）

・モデル指名、著名人起用、撮影内容によっては別途お見積り

②OurAge転載
・MyAgeタイアップの転載記事制作
（CMS／4000~6000PV保証）
・クライアント様サイトへのリンクURL（３つまで）
・掲載期間：本誌発売日から1カ月（31日間）

③OurAgeサイト内バナー制作・掲出
掲載期間中、バナーからタイアップページへ誘導します。

④MyAge／OurAge公式 Facebook 投稿
・クリエイティブ・投稿タイミングは編集部任意。
・PR表記あり

【オプション】

★WEBオリジナル要素追加 ＋G 30万円～
①~④に加えて、②の記事にWEBオリジナル要素を追加
例）撮影掲載アイテムを増やす／プロの推薦コメント追加、
プレゼント／アンケートの実施･･･など、
最適な内容を編集部からご提案

通常料金 協賛価格

２ｐG235万円→G120万円
４ｐG470万円→G200万円

通常料金 協賛価格

２ｐ分G 60万円→ G50万円
４ｐ分G100万円→G80万円

【オプション】
WEBオリジナル
要素追加もOK！

クライアント様
サイトへ誘導



OurAgeタイアップ＋SmartNewsブーストパッケージ

企画料金
G 150万円

（～2022年５月実施まで）

実施内容

①OurAgeオリジナルTU（９0万円）

・撮影、制作費込み
・リンク３URLまで／6000～10000PV想定

②SmartNewsブースト
G 60万円（10,000クリック保証）分

③OurAgeサイト内バナー制作・掲出
タイアップ掲載期間中、サイト内で目立つバナーから
タイアップページへ誘導します。

申込期限 42営業日前※内容により異なります

備考

・企画内容により想定PV数に変動あり
・３カット想定
・原稿確認１回

■以下別途お見積もりいたします。
・モデル、タレント、ジャーナリストなどの指名起用
・動画
・二次使用のご相談
・撮影が早朝深夜、1日以上、場所指定がある場合
・字幕や通訳（翻訳）が必要な場合
・高度なレタッチが必要な場合

10,000
CL保証

スカルプストレッチ・ブ
ラッシングで髪も体も好
調に！

信頼度抜群、毎日更新のWEBマガジン｢OurAge｣の
オリジナルタイアップに、人気のSmartNewsブースト
をプラスしたお得なパッケージ。ぜひお試しください！

①OurAgeタイアップ

②SmartNewsブースト ③誘導バナー制作・掲出

クライアント様
サイトへ誘導



エキスパートお試し&執筆プラン

料金
G 60万円

（～2022年５月実施まで）

起用可能人物

１）料理家・庄司いずみさん
※料理家はその他、山脇りこさん、山田玲子さん、

NY在住の杉本佳子さん、ブロガー末森陽子さんなども可能
２）作家・横森理香さん
３）美容エディター・中込久理さん
４）快眠コンシェルジュ・ヨシダヨウコさん

５）イラストレーター

カツヤマケイコさん sinoさん ハルミンさん

中野久美子さん しおたまこさん 内藤しなこさん

掲載期間 1ヵ月（アーカイブ有)

想定数 6000～10000PV

リンク数 クライアント様サイト（EC含む）３つまで

メニュー
内容

①起用人物 上記１～４いずれか確約
②商品（サンプル）を指定の場所へ送付いただき、執筆者がお試し
③撮影：本人または家族・関係者による撮影（写真3カットまで）

申込期限 42営業日前

レポート
掲載終了の2週間後
・PV・UU数、滞在時間
・指定リンク先への誘導数

備考

・オリエンは、オリエンシートのご記入もしくはテレカンにて。
・事前に商材確認あり。
・記事にPRマークあり。
・掲載内容の校正は事実確認のみ1回とさせていただきます。

①OurAge連載陣の中から1名起用

１）料理家・庄司いずみさん 「簡単！野菜レシピ」

２）作家・横森理香さん「活性化チャレンジやってみた」

３）美容エディター・中込久理さん「家時間できれいになる！」

４）快眠コンシェルジュ・ヨシダヨウコさん「＃快眠プロジェクト」

５）イラストレーター「『使ってみた！試してみた！』を描いてみた」

展開イメージ

庄司いずみさん
野菜料理家

中込久理さん
美容エディター

ヨシダヨウコさん
快眠コンシェルジュ

横森理香さん
作家・エッセイスト

②クライアント様の商品を、
エキスパート本人が自宅で
お試し・撮影・記事執筆 ③OurAgeに記事掲載

LP

クライアント様
サイトへ誘導

OurAge連載陣の中からその道のエキスパートが
貴社製品をお試し・撮影・執筆。信頼感と説得力は抜群です！



料金 G 350万円 （撮影・制作費込み）

内容

①Zoomウェビナーの開催・運営
②Zoomウェビナー台本制作
③OurAge公式Instagram投稿（フィート＋ストーリーズ）
→ 参加者事前サンプリング

④寄稿家のイベント開催事後報告記事実施。
ブログ、SNS投稿（任意）

配信日時 ご相談ください

レポート
・総視聴人数
・（アンケート実施の場合は、アンケート結果）

申込期限 配信希望の45営業日前

備考

・マージンは一律20%となります。（代理店様、レップ様含む）
・編集部公式Instagram投稿の素材は、編集部の自撮り投稿となり
ます。※撮影用に商品を１セットご用意ください。
商品のご用意が難しい場合は画像対応をご相談させて頂きます。

・事前に商材の確認をさせていただきます。
・デザイン・企画等は、編集部任意となります。
・PR表記が入ります。
・スケジュールはご要望に応じてオーダー後に調整いたします。
・サンプリングの郵送費は別途お見積もりとなります。
・サンプリングの製品と同梱物は、ウェビナー実施日から１ヶ月前
までにご納品ください。

・ウェビナーはアーカイブなし。
・応募した方に向けてのクローズドのウェビナーになります。

・事後レポート記事内の画像は提供画像または動画からの切り出し
となります。
（スチール撮影ご希望の場合は別途お見積もりとなります）

・ゲスト起用の場合は別途お見積もりとなります。
・詳細は担当までお問合せください。

美と健情報への興味・関心が強いOurAge読者を、ウエビナーに招待。

クライアント様とOurAgeスペシャル寄稿家のトークでの商品訴求。

視聴者の方へ事前サンプリングを実施し、使用感・商品に対する

興味などのリアルな反応がすぐにみられるアンケート実施も可能です。

ウエビナー終了後は、編集部で報告記事を作成し配信いたします。

月1社
限定

OurAgeウェビナープラン


