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編集長メッセージ

non-no編集部、MORE編集長、UOMO編集長を経て、
2017年T JAPAN編集部へ。
2020年7月、T JAPAN編集長に就任。
現在、第８編集部（SPUR、MAQUIA、T JAPAN）部長代理、
兼エディターズ・ラボ室部長代理。

T JAPAN 編集長

八巻富美子

T JAPANは、米国ニューヨーク・タイムズ社が発行する
『T:The New York Times Style Magazine』の日本版です。
全米で最も影響力のある雑誌のひとつとされる米国版と同様、
豊かな知性や洞察力を持ち、真に価値あるものを求める
マチュア世代の富裕層のための媒体です。
ラグジュアリーなファッション、ジュエリー、時計や車は
もちろん、アートや建築の最新トピック、注目の知識人への
インタビュー、さらに旅、食、美容など、すべての記事に
独自のスタイルを持ち、グローバルな視点で世界と日本の今
を伝えます。
T JAPAN webは、翻訳、オリジナル問わず本誌記事をすべて
転載するとともに、年4回刊行の本誌ではカバーしきれない
幅広い情報をweb独自の切り口で配信しています。
よりタイムリーに届くニュース性の高いwebの記事は、
本誌読者の富裕層のみならず、若い世代のエグゼクティブ層
にも広く読まれています。
“ほかと違う”価値を知る読者に、みなさまの素晴らしい製品
やサービスを、“ほかにない”切り口でご紹介します。
ぜひT JAPAN webをご活用ください。

PROFILE

知的好奇心と高い感度を持つ
富裕層・エグゼクティブ層が読者です。
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T JAPAN web 概要

T JAPAN web（https://www.tjapan.jp ）は、ニューヨーク・タイムズ
社が発行している雑誌「T: The New York Times Style Magazine」の
日本版「T JAPAN」の公式サイトです。

本誌コンテンツのほか、T JAPANならではの視点で切り取った、上質
でインテリジェンスにあふれたウェブオリジナルの情報を発信。
ファッション、ビューティ、デザイン＆インテリア、アート、トラベ
ル、フード、エンターテインメント等のカテゴリーを網羅し、
Facebook、Instagram、Twitter、LINEなどのSNSオフィシャルアカウ
ントも展開しています。

知的な記事内容と見やすく美しいビジュアルで高い人気を誇る米国版
T Magazineのウェブサイトからピックアップした、翻訳記事の掲載も
おこなっています。

SNS・提携メディア

https://www.tjapan.jp/
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• NEW TOPICS

1 2 3

人気コンテンツ

独自の視点で
著名人をインタビュー

アートとの関わり方から
企業やブランド像を

読み解く新連載がスタート

ファッションアイテム特集
が大人気！

今注目の文化人や著名人をT JAPAN
独自の視点でインタビューし、公式
SNSで高い支持を獲得。
インタビューを絡めたタイアップも
可能。

アートやファッションに精通した
エディター石田潤が企業やブラン
ドを取材。
アートから見えるブランドの今を
切り取る。

シーズンに合わせた大人にふさわ
しいファッションアイテムを厳選
してピックアップ。
物のみの撮影と絡めたタイアップ
も可能。

https://www.tjapan.jp/entertainment/17448840 https://www.tjapan.jp/fashion/17510091https://www.tjapan.jp/art/17515353

https://www.tjapan.jp/entertainment/17448840
https://www.tjapan.jp/fashion/17510091
https://www.tjapan.jp/art/17515353
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T JAPAN web ユーザープロフィール／トラフィック

T JAPAN web トラフィック (2022年6月末) 

月間ページビュー数：約182万PV ／ 月間ユニークユーザー数：約20.4万UU

T JAPAN web ユーザープロフィール (2021年5月時点) 

メインユーザーは30～40代の働く男女

【男女比】

女性

63％

男性

37％

【未既婚】 【居住地】

東阪エリアの主要都市がメイン

【ブランド志向】

ブランド志向の層が

約8割占める
※2019年9月ユーザー調査より

【世帯年収】

800万円以上：48%

3,000万円以上：4%
※2019年9月ユーザー調査より

【年齢】30～40代が約6割、20代も2割以上をカバー

※2019年9月ユーザー調査より

【職業】約8割が有職者、内4割がビジネスラグジュアリー層

既婚

48％

未婚

52％

関東

50%

関西

16%

中部

14%

九州

7%

東北

4%

中国

4%

北海道

3%

四国

2%

500万未満
30%

500～800万
22%

800～1,000万
19%

1,000～1,500万
15%

1,500～2000万
10%

3,000万以上
4%

ブランド志向
80%

低価格志向

20%
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タイアップ広告
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メニュー名 原稿タイプ 期間 料金 掲載内容 想定PV
誘導

リンク
申込期限

オリエン
期限

①
記事タイアップ

外部拡散
パッケージプラン

撮影・
取材型

CMS 4週間
G ¥2,800,000
（制作費込み）

記事2~3ページ
8,000～

13,000PV
3種まで 42営業日前 35営業日前

素材
入稿型

CMS 4週間
G ¥1,800,000
（制作費込み）

記事2~3ページ
8,000～

13,000PV
3種まで 32営業日前

オリエンなし
※内容によって
オリエンを実施
（25営業日前）

②
【連載型】

記事タイアップ
撮影・
取材型

CMS 4週間
G ¥4,000,000
（制作費込み）

記事4本 40,000PV～
1記事

3種まで

1記事目公開の
42営業日前

※撮影・制作内容に
より異なる

1記事目公開の
35営業日前

（1回）
※撮影・制作内容に

より異なる

③

本誌転載
タイアップ
外部拡散

パッケージプラン

本誌
転載

CMS 4週間
G ¥1,500,000
(制作費込み)

本誌転載記事
2 ページから
※ページ数は

本誌タイアップの
内容による

8,000～
13,000PV

3種まで
本誌お申込みと

同時
本誌お申込みと

同時

④ ニュースパブ
素材

入稿型
CMS 4週間

G ¥800,000
(制作費込み)

ニュース記事
1ページ

2,000PV～ 3種まで
15営業日前
※素材支給も

同日〆切
オリエンなし

・①②撮影・取材型の制作費には、 撮影費 ＋ 原稿制作費が含まれています。
モデルやタレント等著名人の起用、撮影内容によっては別途お見積もりとなります。
写真点数はテンプレートや企画、商材に合わせて編集部より最適なものをご提案させていただきます。

・撮影点数追加希望の場合は、N10万円/1点となります。
・メニューは変更になる可能性がございます。詳細は担当者までお問い合わせください。
・次ページの「タイアップ広告 ご掲載に際して」も必ずご確認ください。

※上記までにオリエンが実施されていない場合、
掲載開始が遅れる場合がございます。

※アーカイブ有（モデルによる）

タイアップ広告一覧
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メニューに含まれるもの
（制作費込み）

・タイアップページ掲載（制作費込み）
・誘導枠（制作費込み）
・レポート（対象メニューに限り）

別途お見積もり・
追加料金となる場合

・撮影型メニューでの、モデルの指定やタレント等著名人の起用、遠方ロケ等特別なご相談が伴う撮影
・撮影型メニューでの、撮影点数の追加（N10万円/1点）
・誘導リンク数を各メニューの上限以上に増やす場合N5万円（追加10種まで）とさせていただきます。
※10種以上ご希望の場合はご相談ください。
・画像加工や編集
・誘導枠の画像の差し替え
・クライアント様サイトや販促ツールなどで、コンテンツの二次使用（ポスターなど、高画質データが必要な場合はさらに別途お見積もり）

※料金は起用まわり（モデル、美容家、その他スタッフ）やページの仕様等により変動いたします。
その他、ご要望やご相談内容によって別途お見積もりとさせていただきます。

お申込・入稿

・ご掲載の際はあらかじめ企業審査が必要となります。必ず事前にお問い合わせください。
・内容、時期によってはお申込期限、進行スケジュールが異なるため、必ず弊社担当者までお問い合わせください。

・画面遷移形式、スクロール形式など、ブランドや商品の訴求に最適なデザイン・構成をご提案させていただきます。
・素材入稿型メニューは、画像データやリリース資料を事前にクライアント様にご用意・ご入稿いただいております。

ご掲載

・タイアップ内容やボリューム、要望等により、オリエン時などに公開開始日を調整させていただく場合がございます。
・記事中や誘導枠にはPR表記が入ります。
・競合調整や、記事ページ内の競合排除はいたしません。
・メルマガや誘導枠等の表現は弊社にお任せください。
・企画内容により、想定PV数に変動がございます。
・掲載期間延長をご希望の場合は、事前に延長の可否をご相談ください。
・ユーザーアクセス環境や機種、OSのバージョンにより、うまく表示されない場合がございます。
・外部リンクにクリックカウント用のパラメーター付きURLを入稿ご希望の場合、1URLにつき1種類とさせていただきます。

それ以外の計測タグは掲載できかねます。
・ご契約状況等により、アーカイブは急遽削除する場合がございます。

レポート

●タイアップページPV数・UU数・滞在時間
●指定リンク先への誘導数
●SNSからの誘導数（リーチ数・アクション数・エンゲージメント率など）
●オプション（アンケート、外部誘導・拡散メニューなど）

・付帯誘導枠（編集誘導枠、SNS投稿）はレポート対象外
・レポート提出は掲載終了より10営業日後となります。
・速報値など、弊社定型外のレポート報告をご希望される場合は、別途お見積もりとさせていただきます。
・長期間のもの、ページ数が多いものに関しては、別途費用が発生する場合がございます。
・レポートの形式は変更になる可能性がございます。

すべてのタイアップ広告に関する注意事項です。必ずご確認ください。

タイアップ広告 ご掲載に際して
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記事タイアップ（撮影・取材型）
外部拡散パッケージプラン

本誌転載タイアップ
外部拡散パッケージプラン

ニュースパブ

お申込み・素材入稿
（15営業日前）

↓
初校プレビュー（テストアップ）

（10営業日前）
校正中２営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
再校プレビュー（テストアップ）

（６営業日前）
校正中１営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
念校プレビュー（テストアップ）

（２営業日前）
↓

公開

※下記スケジュールは目安となるため、お申込みやオリエン実施
のスケジュールによっては、公開日が遅れる可能性がございます。

・実施内容、時期、撮影スケジュールによってはお申込期限、進行スケジュールが
異なるため、必ず弊社担当者までお問い合わせください。

・モデルやタレント等の著名人のキャスティングが入る場合はスケジュール調整を
させていただきます。

・素材手配や撮影の都合等により、一部順序が入れ替わったり工程が短縮される場
合がございますのでご了承ください。

・外部誘導・拡散メニューありの場合、誘導枠は校正1回で責了となります。
申込みまたは内容確定は15営業日まで、もしくは各メニューの規定に準じます。

タイアップ広告 進行スケジュール

お申込み（42営業日前）
↓

オリエン（35営業日前）
※撮影と制作内容によって変動

↓
ラフ案＆撮影企画書提出（30営業日前）

↓
撮影（20営業日前）

↓
初校プレビュー（テストアップ）

（10営業日前）
校正中２営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
再校プレビュー（テストアップ）

（６営業日前）
校正中１営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
念校プレビュー（テストアップ）

（２営業日前）
↓

公開

お申込み（本誌と同時）
↓

オリエン（本誌と同時）
↓

（本誌校了後進行開始）
↓

初校プレビュー（テストアップ）
（６営業日前）

校正中１営業日想定
↓

念校プレビュー（テストアップ）
（3営業日前）

校正中１営業日想定
↓

公開

記事タイアップ（素材入稿型）
外部拡散パッケージプラン

お申込み（32営業日前）
↓

オリエン（25営業日前）
↓

素材入稿（18営業日前）
↓

初校プレビュー（テストアップ）
（11営業日前）
校正中1営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
再校プレビュー（テストアップ）

（６営業日前）
校正中１営業日

↓
公開

【連載型】
記事タイアップ（撮影・取材型）

お申込み（42営業日前）
↓

オリエン（35営業日前）
※撮影と制作内容によって変動

↓
ラフ案＆撮影企画書提出（30営業日前）

↓
撮影（20営業日前）

↓
初校プレビュー（テストアップ）

（10営業日前）
校正中２営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
再校プレビュー（テストアップ）

（６営業日前）
校正中１営業日

↓
校閲（中１営業日）

↓
念校プレビュー（テストアップ）

（２営業日前）
↓

公開
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①記事タイアップ（撮影・取材型/素材入稿型） 外部拡散パッケージプラン

取材や撮影を行い構成するプランとクライアント様からのご提供素材で構成するプラン、
2種類をご用意。T JAPAN webのクオリティを生かした記事広告を掲載いたします。

原稿タイプ
撮影・取材型 素材入稿型

CMS CMS

期間 4週間（アーカイブ有/モデルによる）

料金
G ¥2,800,000
(制作費込み)

G ¥1,800,000
(制作費込み)

掲載内容

・記事2~3ページ
※編集記事と同じフォーマットで、取材素材と支給素材を使用してCMSで制作

≪外部拡散メニューを下記から１つお選びください≫
・SmartNew：11,000クリック保証
・Facebook＋Instagram（PO配信）：4,600クリック想定
・Twitter：4,000クリック想定

想定PV 8,000～13,000PV想定/1回

誘導リンク 3種まで

申込期限 掲載希望の42営業日前 掲載希望の32営業日前

オリエン期限 35営業日前
※素材支給も同日〆切

オリエンなし
※内容によってオリエンを実施

（25営業日前）

レポート ○ ○

入稿素材

・リリース資料（商品画像・サービス資料など）
・画像：4点まで /

画像形式：jpg, png, gif /画像サイズ：横500px以上
※アニメーション不可

・動画：ご希望の場合は、動画サイト（YouTube、Vimeo）のURL
もしくは、mp4ファイルにてご入稿ください。

掲載カテゴリ

・サイト内コンテンツの7カテゴリより選択
※内容を鑑みてご提案させていただく場合もございます。

（FASHION・BEAUTY・ART・ENTERTAINMENT・DESIGN & 
INTERIORS・FOOD・TRAVEL）

備考 ・マーシン゙は一律20%となります。（代理店様、レッフ様゚含む）

併せてP8の「タイアップ広告 ご掲載に際して」を必ずご参照ください。

Smartnews
11,000クリック保証

PO配信
4,600クリック想定

下記外部拡散メニューが
パッケージに含まれております
（ひとつをお選びください）

Twitter
4,000クリック想定

◆事例
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② 【連載型】記事タイアップ（撮影・取材型）

原稿タイプ
撮影・取材型

CMS

期間 4週間（アーカイブ有/モデルによる）

料金
G ¥4,000,000

(制作費込み *撮影費・原稿制作費含)

掲載内容 記事4本

想定PV 40,000PV～

誘導リンク 1記事3種まで

申込期限 1記事目公開の42営業日前 ※撮影・制作内容により異なる

オリエン期限 1記事目公開の35営業日前（1回）※撮影・制作内容により異なる

レポート 〇

掲載カテゴリ

・サイト内コンテンツの7カテゴリより選択
※内容を鑑みてご提案させていただく場合もございます。

（FASHION・BEAUTY・ART・ENTERTAINMENT・DESIGN & 
INTERIORS・FOOD・TRAVEL）

備考
・基本、写真点数は4～8点程度を想定していますが、企画や商材に

合わせて編集部より最適なものをご提案させていただきます。

取材（必要に応じてカメラマンの撮影を含む）を行い4回の連載で記事を掲載します。

併せてP8の「タイアップ広告 ご掲載に際して」を必ずご参照ください。

◆事例
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③ 本誌転載タイアップ 外部拡散パッケージプラン

原稿タイプ
本誌転載

CMS

期間 4週間（アーカイブ有/モデルによる）

料金
G ¥1,500,000
(制作費込み)

掲載内容

本誌転載記事 2 ページから
※ページ数は本誌タイアップの内容による
※本誌掲載記事の素材を使用し、CMSで制作

≪外部拡散メニューを下記から１つお選びください≫
・SmartNew：11,000クリック保証
・Facebook＋Instagram（PO配信）：4,600クリック想定
・Twitter：4,000クリック想定

想定PV 8,000～13,000PV想定 ※本誌出稿ページ数により変動

誘導リンク 3種まで

申込期限 本誌お申込みと同時

オリエン期限 本誌お申込みと同時

レポート 〇

掲載カテゴリ

・サイト内コンテンツの7カテゴリより選択
※内容を鑑みてご提案させていただく場合もございます。

（FASHION・BEAUTY・ART・ENTERTAINMENT・DESIGN & 
INTERIORS・FOOD・TRAVEL）

備考 ・マーシン゙は一律20%となります。（代理店様、レッフ様゚含む）

T JAPAN 本誌掲載のタイアップ広告を T JAPAN web へ転載いたします。
ソーシャル上での拡散誘導費込みのパッケージプランです。

併せてP8の「タイアップ広告 ご掲載に際して」を必ずご参照ください。

Smartnews
11,000クリック保証

PO配信
4,600クリック想定

Twitter
4,000クリック想定

下記外部拡散メニューが
パッケージに含まれております
（ひとつをお選びください）

◆事例
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④ ニュースパブ

原稿タイプ
素材入稿型

CMS

期間 4週間（アーカイブ有/モデルによる）

料金
G ¥800,000
(制作費込み)

掲載内容
ニュース記事1ページ
※編集記事と同じフォーマットで、素材を支給いただきCMSで制作

想定PV 想定2,000PV～

誘導リンク 3種まで

申込期限 掲載希望の15営業日前 ※素材支給も同日〆切

レポート 〇

入稿素材

・リリース資料（商品画像・サービス資料など）
・画像：4点まで

画像形式：jpg, png, gif /画像サイズ：横500px以上
※アニメーション、ロゴやテキストの入った画像不可

・動画：ご希望の場合は、動画サイト（YouTube、Vimeo）のURL
もしくは、mp4ファイルにてご入稿ください。

掲載カテゴリ

・サイト内コンテンツの7カテゴリより選択
※内容を鑑みてご提案させていただく場合もございます。

（FASHION・BEAUTY・ART・ENTERTAINMENT・DESIGN & 
INTERIORS・FOOD・TRAVEL）

素材をご提供いただき、編集記事と同じ体裁でニュース記事タイプの広告を掲載。

併せてP8の「タイアップ広告 ご掲載に際して」を必ずご参照ください。

◆事例
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タイアップ広告 誘導枠

SP

▼掲載カテゴリTOPページ ▼TOPページ ▼掲載カテゴリTOPページ▼TOPページ

PC

①

②

掲載開始日より1か月（ローテーション表示）

掲載開始日より1か月（ローテーション表示）

掲載開始日より1か月（ローテーション表示）

②

①

①

②

①

②

・誘導枠のサムネイルやテキスト、掲出位置等は、編集部任意とさせていただきます。
・サイトデザインの変更に伴い、誘導枠も変更になる可能性があります。
・誘導枠にはPR表記が入ります。
・メニューにより異なりますので、詳細は担当までお問合せください。
・進捗状況に応じ、集英社の任意で誘導強化などを行う場合があります。

③

①

②

③

③
③ ③
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タイアップ広告 オプション
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※1）ダイジェストやモーショングラフィック用にコマ撮り撮影や動画撮影が発生する場合は別途お見積りとなります。
・③④⑤⑥ダイジェスト動画の制作は、1クリエイティブごとN¥100,000～別途お見積りとなります。
※ブーストで活用の場合はプランに含まれている場合もありますので、詳細は別途ご確認ください。
・指定の音源を希望される場合は、別途お見積もりとなります。
・字幕や通訳（翻訳）、高度なレタッチが必要な場合、また画像加工や素材の編集につきましては別途お見積もりとスケジュール調整が必要となります。
・動画をリサイズする場合はN¥100,000～となります。大幅なサイズ変更の際は再編集となり、別途お見積もりとなります。
・別セッティングの物撮りは別途お見積もりとなります。（商品の色味合わせのレタッチできかねます）
・その他、実施内容により別途お見積もりとスケジュール調整が必要となります。

メニュー 料金 想定秒数 オリエン 構成案

①
ダイジェスト

（追加撮影はなし ※1）

静止画を活用し、
スライダーのように展開する動画にします。
SNS用の動画素材としても最適です。

G ¥350,000～ 15秒 × ×

②
モーショングラフィック

（追加撮影はなし ※1）

静止画を活用し、人物やアイテムを
アニメーションのような動きに見せる動画にします。
SNS用の動画素材としても最適です。

本誌タイアップ素材 G ¥500,000～
15秒

× ×

WEBオリジナル G ¥700,000～ ○ ○

③ オフショット
撮影風景やオフショットなど、
コンテンツのオフショット動画として構成します。

G ¥800,000～ 60秒 × ×

④ オフショット＆インタビュー
タイアップ起用のモデルやデザイナーのインタビュー
などを、撮影のオフショットと組み合わせて構成します。

G ¥1,000,000～ 60秒 ○ ×

⑤ オフショット＆HOW TO
メイクなどのHOW TOと、撮影のオフショットを
組み合わせて構成します。

G ¥1,000,000～ 60秒 ○ ○

⑥ オリジナル
クライアント様の御要望に応じて、
プランニングいたします。

G ¥1,500,000～ 60秒～ ○ ○

・記事タイアップ（撮影・取材型/素材入稿型） 外部拡散パッケージプラン
・【連載型】記事タイアップ（撮影・取材型）
・本誌転載タイアップ 外部拡散パッケージプラン

※次ページの注意事項もあわせてご確認ください。

・マージンは一律20％となります。

タイアップ広告オプション① 動画制作メニュー

対象メニュー

料金別途ご相談
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撮影に関しまして
・④⑤⑥の撮影は、タイアップの撮影日と同日想定です。（撮影移動箇所は都内近郊最大２箇所まで）

早朝および深夜の撮影、および撮影場所のご指定によっては別途費用が発生します。

制作に関しまして

・「①ダイジェスト」におきまして、素材写真が不足している場合はご相談させていただきます。
・T JAPAN×ブランドクレジットまたはMOREのロゴが想定秒数以外に別途数秒程度入ります。（ブランドロゴ使用はNG）
・本誌転載タイアップでの実施をご希望の場合、担当までご相談ください。
・縦動画の制作をご希望の場合は事前にご相談ください。

二次使用に関しまして

・タイアップ実施期間中の使用に限ります。
・1メディア（自社サイト）に付き、Ｎ10万円が別途かかります。

※SNS（ Facebook・Twitter・Instagramの３点）はセットで１メディア扱いとさせていただきます。
※交通広告・自社アプリ・店頭などでの二次使用は都度お見積もりいたします。

・起用するモデルによっては二次使用不可の場合や、二次使用費別途お見積もりの場合がございますので事前にご相談ください。

その他
・タイアップの内容と大幅に異なるモーショングラフィック制作をご希望の場合は、

⑥のオリジナルプランで対応させていただきます。
・オリエンまでに本編とダイジェスト版のご希望サイズ（１：１、１６：９など）をお知らせください。

タイアップ広告オプション① 動画制作メニュー 注意事項
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タイアップ広告オプション② アンケートほか

目的別 オプションメニュー名 料金 概要

インセンティブ・
ユーザーアンケー

ト
① アクションフォーム

1 ～ 3問 G ¥150,000
4 ～10問 G ¥250,000
11～20問 G ¥350,000

（システム＋集計データ）
発送・作業費：別途見積り（NET）

応募や、アンケートなどを行いたい場合。
※個人が特定できる情報はお出しできません。
※簡易の集計データでのお渡しとなります。
（クロス集計などが必要な場合は別途お見積もりとなります）

表現力アップ

② 動画制作
P16参照ください

エンコードのみ：G ¥100,000～

動画を作成して、WEBページ上で配信。
ご要望の動画制作のレベルにより別途お見積りいたします。
また、お手持ちの動画の配信も可能です。

③
モデル指定・著名人の

起用
別途お見積り

モデルや美容ライター他、著名人等をご指名の場合。
出演者のランクにより（指定の有無を問わず）別途お見積りいたします。

④ 通販連動 別途お見積り
HAPPY PLUSの各誌通販サイトでの商品の販売。
販売の規模に応じて、別途お見積りいたします。

⑤
ポスター用

撮影費
N ¥200,000～

WEBオリジナルタイアップにて使用した写真を貴社のポスターにご利用頂
く場合、通常のWEBタイアップより高画質なデータが必要となります。
※データ納品、弊社制作納品に関わらず、別途撮影制作費を頂きます。
※二次使用費は別途となります。

誘導強化 ⑥ レクタングルバナー G ¥150,000/1W （制作費込み） バナーは弊社にて作成いたします。

ユーザー
体験度アップ

⑦ イベント連動 イベント実費（NET）
イベントと連動したタイアップが可能です。
詳細につきましては、別途担当者にお問い合わせください。

※メニューは変更になる可能性がございます。詳細は担当者までお問い合わせください。
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タイアップ広告オプション② 外部誘導・拡散メニュー一覧

メニュー 想定数 料金 詳細ページ

① 想定クリック数 6,500CL～ G ¥500,000～ P20

② 想定クリック数 2,900CL～ G ¥500,000～
P21

③ 想定再生数 200,000再生～ G ¥500,000～

④ 想定クリック数 2,500CL～ G ¥500,000～
P22

⑤ 想定再生数 100,000再生～ G ¥500,000～

⑥ 想定imp数 2,000,000imp～ G ¥500,000～

P23⑦ 想定クリック数 2,500CL～ G ¥500,000～

⑧ 想定再生数 110,000再生～ G ¥500,000～

⑨ 想定クリック数 3,500CL～ G ¥500,000～
P24

⑩ 想定再生数 120,000再生～ G ¥500,000～

⑪ 想定クリック数 2,050CL～ G ¥500,000～
P25

⑫ 想定再生数 100,000再生～ G ¥500,000～

⑮ 想定再生数 83,000再生～ G ¥1,000,000～ P26

⑯ 保証クリック数 5,000CL～ G ¥300,000～ P27

⑰ 想定クリック数 7,000CL～ G ¥500,000～ P28

⑱ 想定クリック数 7,000CL～ G ¥500,000～ P29

⑲ 保証クリック数 8,300CL～ G ¥500,000～ P30

⑳ 想定クリック数 16,600CL～ G ¥500,000～ P31

PO配信

ストーリーズ

LINE 広告

YDA・GDN

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・運用期間は、原則広告配信開始からタイアップ掲載終了日までとなります。

・起用モデルによってはビジュアル掲出不可の場合がございます。
・動画クリエイティブにてクリック訴求メニュー実施の場合、想定数が変わります。
・再生想定メニューはオリジナル動画（集英社媒体ロゴ入り）のみとなります。

NEW
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Click！

料金

6,500
クリック想定 G¥500,000

8,700
クリック想定 G¥700,000

11,600
クリック想定 G¥1,000,000

20,800
クリック想定 G¥2,000,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。（G50万円～）
・ビューティ商材で実施をご検討の際は事前にご相談ください。
・事前に掲載可否審査が必要となります。
・LINEレギュレーションにより、タイアップページのデザイン・テ

キスト等に一部制限がかかる可能性がございます。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動

致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・記事公開から、原則5営業日以内に広告運用を開始させていた
だきます。

・サムネイルやテキストにつきましては、編集部任意とさせていた
だきます。

LINE内での高いMAUを誇るタイムラインと
LINE NEWS・LINE BLOG・LINEマンガやLINEポイントなど

LINEコンテンツ内に配信が可能な運用型広告です。

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（LINE広告）

タイアップ記事

※イメージです

NEW
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料金
（クリック）

2,900
クリック想定 G¥500,000

4,000
クリック想定 G¥700,000

5,600
クリック想定 G¥1,000,000

9,700
クリック想定 G¥2,000,000

料金
（動画再生）

200,000
再生想定 G¥500,000

280,000
再生想定 G¥700,000

400,000
再生想定 G¥1,000,000

720,000
再生想定 G¥2,000,000

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として、静止画・動画各別途

N100,000円かかります（ニュースパブ除く）。
上記制作費でクリエイティブをFacebookブーストに
流用可能です。

・記事公開から、原則3営業日以内に広告運用を開始させていた
だきます。

・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動
致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。

Twitterのタイムラインに画像や動画で掲載される広告です。
特定のキーワードをツイートしているユーザーや、特定のアカウントを
フォローしているユーザなど様々なターゲット設定で配信可能です。

タイアップ広告オプション② 外部誘導・拡散メニュー （Twitter）

タイアップ記事

キーワード・ユーザー情報
などでセグメント

※イメージです

NEW
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料金
（クリック）

2,500
クリック想定 G¥500,000

3,400
クリック想定 G¥700,000

4,600
クリック想定 G¥1,000,000

8,500
クリック想定 G¥2,000,000

料金
（動画再生）

100,000
再生想定 G¥500,000

140,000
再生想定 G¥700,000

200,000
再生想定 G¥1,000,000

360,000
再生想定 G¥2,000,000

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）

・クリエイティブ制作費として、静止画・動画各別途
N100,000円かかります（ニュースパブ除く）。
上記制作費でクリエイティブをTwitterブーストに流用可能です。

・記事公開から、原則3営業日以内に広告運用を開始させていた
だきます。

・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動
致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。

Facebookのフィードに画像や動画で表示される広告です。
地域、年齢、性別はもちろん、興味関心など

細かなターゲティング設定が可能です。

タイアップ広告オプション② 外部誘導・拡散メニュー （Facebook）

Facebookフィード

性別・年齢・趣味関心などで
セグメントされたユーザー

タイアップ記事

※イメージです

NEW
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配信面は「インフィード＋ストーリーズ」と
なります。「インフィード」のみをご希望の
場合は担当までお伝えください。

性別・年齢・趣味関心などで
セグメントされたユーザー

Instagramフィード Instagramストーリーズ

料金
（imp）

2,800,000
imp想定 G¥700,000

3,600,000
imp想定 G¥1,000,000

6,660,000
imp想定 G¥2,000,000

料金
（クリック）

3,400
クリック想定

G¥700,000

4,600
クリック想定 G¥1,000,000

8,500
クリック想定 G¥2,000,000

料金
（動画再生）

150,000
再生想定 G¥700,000

200,000
再生想定 G¥1,000,000

390,000
再生想定 G¥2,000,000

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として、静止画・動画各別途N100,000円かかります

（ニュースパブ除く）。上記制作費でクリエイティブをTwitter、Facebook
ブーストに流用可能です。

・記事公開から原則3営業日以内に広告運用を開始となります。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動致します

（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能があります）。
・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。
・動画は15秒までとなります。

Like

Instagramのフィードとストーリーズ内に画像や動画で
表示される広告です。地域、年齢、性別はもちろん、
興味関心など細かなターゲティング設定が可能です。

タイアップ記事

※イメージです

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー （Instagram）

NEW
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タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー （Facebook＋Instagram PO配信）

×

Facebookフィード Instagramフィード Instagramストーリーズ

PO配信とは、Facebook・Instagram両方に配信し、
最も効率よい「人」と「面」を選び

リーチの最大化とコストの最適化を行う配信方法です。

タイアップ記事

※イメージです

料金
（クリック）

3,500
クリック想定 G¥500,000

4,600
クリック想定 G¥700,000

6,000
クリック想定 G¥1,000,000

10,500
クリック想定 G¥2,000,000

料金
（動画再生）

120,000
再生想定 G¥500,000

157,000
再生想定 G¥700,000

225,000
再生想定 G¥1,000,000

400,000
再生想定 G¥2,000,000

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として、静止画・動画各別途

N100,000円かかります（ニュースパブ除く）。
上記制作費でクリエイティブをTwitterブーストに流用可能です。

・記事公開から、原則3営業日以内に広告運用を開始させていた
だきます。

・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動
致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。
・動画は15秒までとなります。

NEW
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※静止画の場合は
5秒までとなります。 料金

（クリック）

2,850
クリック想定 G¥700,000

3,800
クリック想定 G¥1,000,000

6,500
クリック想定 G¥2,000,000

料金
（動画再生）

120,000
再生想定 G¥700,000

155,000
再生想定 G¥1,000,000

290,000
再生想定 G¥2,000,000

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）

・クリエイティブ制作費として、静止画・動画各別途
N100,000円かかります（ニュースパブ除く）。
上記制作費でクリエイティブをTwitter、Facebookブーストに
流用可能です。

・記事公開から、原則3営業日以内に広告運用を開始させていただ
きます。

・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動
致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。
・静止画の場合は再生数ではなく、クリック数想定となります。

詳細は担当までお問い合わせください。

オーガニックのストーリーズ間に表示され、
縦長のフルスクリーン表示の動画・静止画による高い認知効果が

期待できる広告メニューです。性別・年齢・趣味関心などで
セグメントされたユーザへのターゲティングも可能です。

タイアップ記事

※イメージです

ストーリーズ

最長
60秒まで
配信可能

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー （Instagramストーリーズ広告）

NEW
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料金

83,000
再生想定 G¥1,000,000

125,000
再生想定 G¥1,500,000

166,000
再生想定 G¥2,000,000

250,000
再生想定 G¥3,000,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・動画制作を伴うタイアップ広告をお申込みのクライアント様限定

となります。
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・記事公開から、原則3営業日以内に広告運用を開始させていた

だきます。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動

致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。
・動画広告がスタートして5秒後にスキップボタンが表示され、

視聴選択をすることができます。

短尺長尺限らずユーザーに動画視聴選択させることができる
YouTubeの「TrueView インストリーム広告」です。

選択したユーザーとのエンゲージを高めることができ、好意度、
購入利用意向などエンゲージメントをあげるのに最適です。

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（YouTube）

タイアップ記事

※イメージです

NEW
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YDA・GDN

料金

5,000
クリック保証 G¥300,000

10,000
クリック保証 G¥600,000

15,000
クリック保証 G¥900,000

20,000
クリック保証 G¥1,200,000

30,000
クリック保証 G¥1,800,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。（G30万円～）
・ビューティ商材で実施をご検討の際は事前にご相談ください。
・YDAは薬機に関わる商材全般（化粧品、トイレタリー等）は掲載

不可となります。
・事前に掲載可否審査が必要となります。
・広告の開始は、バナーやタイアップページの審査の関係で、

タイアップの公開から2～3営業日程遅れての開始となります。

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（YDA・GDN）

※イメージです

タイアップ記事

《外部誘導メリット》
・運用型広告の為、クリック単価を抑えての誘導が可能。

・広範囲のネットワークに広告掲載が可能でリーチ効果が高い。

T JAPANの類似ユーザーに対して
Yahoo!+Googleディスプレイネットワーク上で

バナーやテキスト広告を配信できる広告メニューです。

NEW
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料金

7,000
クリック想定 G¥500,000

10,000
クリック想定 G¥700,000

15,000
クリック想定 G¥1,050,000

20,000
クリック想定 G¥1,400,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。（G50万円～）
・事前に掲載可否審査が必要となります。
・Outbrainレギュレーションにより、タイアップページのデザイン

等に一部制限がかかる可能性がございます。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動

致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・記事公開から、原則5営業日以内に広告運用を開始させていた
だきます。（日本時間13時開始）

・基本的に配信メディアは選択できません。
・サムネイルやテキストにつきましては、編集部任意とさせていた

だきます。

Outbrain独自アルゴリズムにより、
読者が興味をもっていると思われるコンテンツを、

読者一人ひとりにパーソナライズしてオススメ配信いたします。
認知から獲得までの幅広い目的に対する集客にご利用いただけます。

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（Outbrain）

タイアップ記事

※イメージです

NEW
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料金

7,000
クリック想定 G¥500,000

10,000
クリック想定 G¥700,000

15,000
クリック想定 G¥1,050,000

20,000
クリック想定 G¥1,400,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。（G50万円～）
・事前に掲載可否審査が必要となります。
・READタグにより、読了率の計測も可能です。
・READによる読了率の計測は、基本的に記事形式のタイアップに

限られます。
・popInレギュレーションにより、タイアップページのデザイン等

に一部制限がかかる可能性がございます。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動

致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・記事公開から、原則5営業日以内に広告運用を開始させていた
だきます。

・基本的に配信メディアは選択できません。
・サムネイルやテキストにつきましては、編集部任意とさせていた

だきます。

大手新聞社・出版社・通信社などの優良メディアの記事下に設置される
レコメンドウィジェット内に、サイト内コンテンツと同じデザインで掲載される
コンテンツ型のネイティブ広告です。独自のアルゴリズムで内容と親和性の高い
記事面に表示されるため、ユーザーに“有益な情報”として届けることが可能です。

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（popIn）

タイアップ記事

※イメージです

NEW
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エクラ公式通販「エクラ
プレミアム」ランキング
５選

媒体への外部メディアからの流入元として
SmartNewsに掲載された記事からの
ユーザーが圧倒的に増えています。

タイアップ記事のブーストに
SmartNewsを是非ご活用ください。

料金

8,300
クリック保証 G¥500,000

12,500
クリック保証 G¥750,000

16,600
クリック保証 G¥1,000,000

25,000
クリック保証 G¥1,500,000

33,300
クリック保証 G¥2,000,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。（G50万円～）
・事前に掲載可否審査が必要となります。
・スマートニュースのレギュレーションにより、タイアップページ

のデザイン等に一部制限がかかる可能性がございます。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動

いたします。
・記事公開から、原則5営業日以内に広告運用を開始させていた

だきます。
・サムネイルやテキストにつきましては、編集部任意とさせていた

だきます。

誘導効率の最大化に向けて日々進化するターゲティングで
高いパフォーマンスを誇るメニューです。

必要とするユーザーに有益なコンテンツとして広告をお届けします。

タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（SmartNews）

タイアップ記事

※イメージです

NEW
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タイアップ広告オプション③ 外部誘導・拡散メニュー（NATIVE OCEAN）

料金

NATIVE OCEAN
提携SSP

＆
パブリッシャー

ALL

16,600
クリック想定 G¥500,000

23,300
クリック想定 G¥700,000

33,300
クリック想定 G¥1,000,000

66,600
クリック想定 G¥2,000,000

申込期限 タイアップお申込みと同時

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・クリエイティブ制作費として別途N100,000円かかります。
・記事公開から原則3営業日以内に広告運用を開始となります。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が

変動します。
・設定・運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じて、プランニングも可能です。

NATIVE OCEANはネイティブ広告の配信プラットフォームです。
40以上のSSP、300,000以上のパブリッシャーのネイティブ枠の中から

誘導効率のよい枠に自動最適化配信いたします。

タイアップ記事

※イメージです

...and more

NEW
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SNS＆外部メディア広告

SNSのタイアップオプションメニューはP20～25をご覧ください。
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見ても、食べても幸福な気持ち
になれるいちご。その魅力に
SPURが迫ります！ メイクアッ
プレッスンから豆知識、レシピ
まで。真っ赤な宝石のおいしい
秘密を解き明かそう

Lesson.01 いちごメイク×
いちごパフェのおいしい関係

1959年にメニューに登場。乙女
たちに愛され続けるロングセラー。
みずみずしいいちごと伝統のバニ
ラアイス、繊細な甘さのクリー
ム・シャンティのバランスがパー
フェクト。この日のいちごは「紅
ほっぺ」を使用している。
￥1,730（税込み）。

いちごココナッツミルク／いちご
をおいしく食べる4つのアイデア

テキスト・写真・動画
など様々なコンテンツの

掲載が可能

click

Facebook+Instagram
ブースト広告（PO配信）

想定6,000クリック

※PO配信とは…Facebook・Instagram両方に配信し、
最も効率よい「人」と「面」を選び、リーチの最大
化とコストの最適化をいます。

※G ¥200,000～（想定1,450クリック～）追加可能

ブランドや製品の魅力をフルスクリーンで伝えるモバイル・アプリ専用の広告
メニューです。Facebookアプリと同じテクノロジーで画像や動画の読み込みを
高速化しているため、標準的なモバイルウェブサイトと比べると最大で10倍速
く読み込まれます。本誌転載も可能です。

※タイアップオプションメニューではございませんので、
単体での実施や本誌転載も可能です。

G100万円分が
セットに

料金
（1記事）

G ¥1,500,000
（制作費込み）

メニューに
含まれるもの

・Facebook＆Instagram 記事 制作費
・Facebook＋Instagram ブースト広告（PO配信）

6,000クリック想定 ※運用期間3～4週間程度
・ブースト広告（PO配信）クリエイティブ制作費

オプション
Facebook＋Instagram ブースト広告（PO配信）
G ¥200,000～（1,450クリック～想定）より追加可能

申込期限 20営業日前 ※素材入稿も同〆切

想定表示回数 400,000～700,000imp

原稿タイプ テンプレートデザイン（スマートフォン・タブレットで展開）

原稿サイズ アプリ内記事1P

リンク数 2URLまで

入稿素材

・画像（3点まで） 横幅1280px以上推奨（png・jpg）
・動画 横幅1280px以上推奨（MP4、MOV）

※画像１点に含む。最大1動画まで
・リリース資料（商品資料）
・リンク先

レポート あり（計測期間4週間）

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・1日1社限定メニューの為、事前の空き枠の確認をお願いします。
・レイアウト、タイトルなどの企画構成は、編集部任意となります。
・ご要望内容によっては別途お見積もりとなります。
・画像加工や素材の編集は別途お見積もりとなります。
・ロゴ・テキストが入った画像は不可となります。
・基本的にアーカイブ化されます。
・PCやSPブラウザからアクセスできません。（アプリのみ対応）

クライアント様
サイト※イメージです

インスタントエクスペリエンス とは

編集部がクライアント様ご入稿素材で記事を制作し、

Facebook＆Instagram内にて展開する「インスタントエクスペリエンス」。
クリック後に瞬時に全画面表示されるため離脱率も低く、

ユーザーのエンゲージメントを高めることが可能です。

Facebook ＆ Instagram インスタントエクスペリエンス

Facebook ＆ Instagram
モバイル・アプリ内記事

Facebook ＆ Instagram
モバイル・アプリ内

モバイルニュースフィード



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved. 34

ダークポスト（1日1社）

×

※画像イメージとなります。

Facebook
フィード

Instagram
フィード

Instagram
ストーリーズ

クライアント様サイト

クライアント様よりご提供いただきました動画や静止画を
T JAPAN公式FacebookとInstagaramで配信可能に。

ダイレクトでクライアント様サイトへ誘導も！

T JAPANアカウント経由で、Facebook・Instagramに広告配信
することで、ターゲットに効率よく広告訴求を図ることができます。

また配信クリエイティブはSPUR.JP編集部がテキストを
作成しますので、ユーザーに違和感なく訴求します。

メニュー
料金

（動画再生）

225,000
再生想定 G¥1,300,000

400,000
再生想定 G¥2,500,000

メニュー
料金

（静止画）

6,800
クリック想定 G¥1,300,000

11,000
クリック想定 G¥2,500,000

掲載期間
1ヵ月間
※予算消化ペースにより、早めに終了する場合がございます。

入稿素材
動画もしくは静止画、リリース資料
※規定詳細はFacebook、Instagramのレギュレーションをご確認

ください。

掲載開始日
弊社営業日
※掲載開始10:00となります。

レポート あり（再生数・imp数・クリック数など）

申込期限
10営業日前
※入稿〆切 5営業日前

備考

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・設定、運用費が含まれております。
・Facebook＋InstagramのPO配信となります。
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が変動

致します（特に繁忙期（3月、12月、月末）は想定を下回る可能
があります）。

・クリエイティブは「動画（もしくは静止画）＋テキスト」1種とな
ります。

・テキスト内に「＃PR」必須。
クライアント様アカウントのメンション挿入も可能です。

・ターゲティングやセグメントは編集部任意となります。
・クライアント様支給素材にて作成する料金となっております。

商品撮影、インタビュー、取材等が発生する場合は別途お見積りと
なります。

・掲載期間内の動画や静止画の差替えは不可となります。
・T JAPAN及びT JAPAN web出稿実績クライアント様限定となります。
・素材によってはお受けできない場合がございます。

NEW
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※イメージです。

商品
資料

素材入稿

画像

料金

G¥400,000
※編集部制作（静止画のみ）の場合は別途ご料金をいただきます。
ご相談ください。

投稿期間
基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人起用の場合は、原則1ヶ月とさせていただきます。

投稿日
土日祝を除く営業日
※投稿本数に関する制限がございますので事前にご相談ください。
※投稿時間につきましては編集部にお任せください。

投稿回数/内容 媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）

申込期限
・素材入稿：10営業日前 ※素材入稿同〆切
・物撮影：20営業日前

クリエイティブ

・編集部制作の静止画・動画（15秒程度）は基本的に担当編集者のスマート
フォンでの撮影となります。撮影方法等ご要望内容によって別途料金をご
相談させていただきます。

・モデルなど著名人をアサインする場合はご相談ください。（別途費用をい
ただきます）なお同期間内での本誌、WEBとの掲載については競合排除
はいたしません。

・素材提供の場合、掲載素材を事前に掲載可否確認させていただきます。
・編集制作の場合、投稿内容を事前にご覧いただけますが、商品名や商品内

容に関して間違いがあった場合のみ修正対応いたします。
・＃（ハッシュタグ）はハッシュタグ５つ＋タグ付け（画像内or文面1箇所タグ

付け）をご指定できます。（媒体名、便益主体明示は除く）

・ブランドコンテンツタグを使用するか、編集部とスポンサーの便益関係を
明示するため、「Supported by 企業名 or ブランド名」または「Sponsored 
by 企業名 or ブランド名」、もしくは#PRと#企業名 or ブランド名などを
入れるか、いずれかの方法をお選びください（後者の場合、ＷＯＭマーケ
ティング協議会（ＷＯＭＪ）の規定に基づいた明示をさせていただきます
ので、そのほかの表現方法もご相談ください）。

・#媒体名 を入れさせていただきます。
・万が一、投稿内容に不備・瑕疵が生じた場合のみ修正対応が可能です。

レポート

-掲載画面キャプチャ
-掲載期間1ヶ月後の
・インプレッション数（すべての投稿が表示された合計回数）
・リーチ数（投稿を見たユニークアカウント数）
・エンゲージメント（アクション数）
（投稿に「いいね！」「コメント」「保存」のアクションをしたユニーク

Instagramアカウントの総数）
・エンゲージメント率（エンゲージメント数÷インプレッション数×100）

・保存（投稿を保存したユニークアカウントの数）
※動画の再生数は非表示のためレポートはお出しできません。
※ブランドコンテンツタグをお選びいただいた場合、レポートはお出ししま

せん。クライアント様に直接インサイトをご確認いただきます。

備考 ・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）

クライアント様の商品画像・動画やテキスト情報を
媒体の公式Instagramアカウントから投稿いたします。

編集部公式Instagram 投稿プラン（フィード）

素材入稿
もしくは

編集部制作
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料金
G¥500,000

※編集部制作の場合は別途ご料金をいただきます。ご相談ください。

投稿期間 24時間（1投稿）

投稿日
土日祝を除く営業日
※投稿本数に関する制限がございますので事前にご相談ください。
※投稿時間につきましては編集部にお任せください。

投稿回数/内容
公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト

申込期限
・素材入稿：10営業日前 ※素材入稿同〆切
・物撮影：20営業日前

クリエイティブ

・編集部制作の静止画・動画（15秒程度）は基本的に担当編集者のスマート
フォンでの撮影となります。撮影方法等ご要望内容によって別途料金をご
相談させていただきます。

・モデルなど著名人をアサインする場合はご相談ください。（別途費用をい
ただきます）なお同期間内での本誌、WEBとの掲載については競合排除
はいたしません。

・素材提供の場合、掲載素材を事前に掲載可否確認させていただきます。
・編集制作の場合、投稿内容を事前にご覧いただけますが、商品名や商品内

容に関して間違いがあった場合のみ修正対応いたします。
・＃（ハッシュタグ）は「ハッシュタグ2つ」又は「ハッシュタグ1つ＋タグ

付け2つまで」をご指定いただけます。（媒体名、便益主体明示はのぞく）
・ブランドコンテンツタグを使用するか、編集部とスポンサーの便益関係を

明示するため、「Supported by 企業名 or ブランド名」または「Sponsored 
by 企業名 or ブランド名」、もしくは#PRと#企業名 or ブランド名などを
入れるか、いずれかの方法をお選びください（後者の場合、ＷＯＭマーケ
ティング協議会（ＷＯＭＪ）の規定に基づいた明示をさせていただきます
ので、そのほかの表現方法もご相談ください）。

・#媒体名 を入れさせていただきます。
・万が一、投稿内容に不備・瑕疵が生じた場合のみ修正対応が可能です。

レポート

・掲載画面キャプチャ
・インプレッション数
・リンクのクリック数
※ 2週間ハイライトの後、5営業日後ご提出

※ブランドコンテンツタグをお選びいただいた場合、レポートはお出ししま
せん。クライアント様に直接インサイトをご確認いただきます。

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）

クライアント様の商品画像・動画情報を
媒体の公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿いたします。

ストーリーズ

編集部公式Instagram 投稿プラン（ストーリーズ）

※イメージです。

公式Instagramページに
2週間ハイライト

Instagram
ストーリーズ

商品
資料

素材入稿

画像

クライアント様
サイト

クライアント様
Instagram
アカウント

click

素材入稿
もしくは

編集部制作
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クライアントさま
サイト

本文・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

キャンペーン枠

クライアント様ロゴ

サブテキスト・・
・・・・・・・・

Yahoo!ニュース
の主要カテゴリトップ

タイトル・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・

料金 G ¥1,500,000
（制作費込み）

掲載期間 1か月間

メニュー内容

Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツページ掲載
①Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）（G 680,000円分）
【編集誘導】
②Yahoo!ニュースの主要カテゴリトップに掲載期間中、1日間掲載
③Yahoo!ニュース オリジナル

他案件含めた中から、最新の4案件を掲載
※PC版・スマホWEB版・アプリ版（③のみ）に掲載
※掲載のタイミング、場所、内容は Yahoo! JAPAN任意

想定PV 10,000～15,000PV

掲載開始可能日 弊社営業日

誘導リンク 1種まで

レポート

あり（ご提出は掲載終了日から約2～３週間後になります）

・誘導枠の掲載実績
・記事ページごとの日別 PV
・性別 × 年齢比率

・クライアントサイトへの 送客数

入稿素材
・画像 ※テキストやロゴを含むものは不可

・リリース資料（商品・サービス資料）

・リンク先

原稿サイズ 詳細は別途資料をご覧ください。

申込期限 25営業日前 ※事前掲載可否の日数は含まれません。

掲載可否
・薬機に関わる商材全般（化粧品、トイレタリー等）は掲載不可となります。
・事前掲載可否が必須となります。

可否の結果、広告掲載ができない場合がございます。

備考

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・広告には「PR表記」「クライアント様名」が入ります。
・広告枠が既に埋まっている等、クライアント様の配信希望日に添えない場

合もございます。事前に空き枠状況のご確認ください。
・その他規定はYahoo!ニュース スポンサードコンテンツガイドラインに準じ

ます。
・広告掲載において二次使用費が発生する可能性がございます。事前にご確

認ください。

編集部が制作した記事タイアップを
「Yahoo!ニュース」に配信できるスペシャルメニューです。

クライアント様サイトへ誘導いたします。

Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツ

Yahoo!広告 ディスプレイ広告
（運用型）

スポンサード
コンテンツぺージ
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バナー広告

※メニューは変更になる可能性がございます。詳細は担当者までお問い合わせください。
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デバイス No メニュー名 料金（1週間） 想定imp 掲載枠

SP

① SPビデオバナー G ¥300,000 78,000 ヘッダーバナー・フッターバナー

② スマートフォンサイトジャック G ¥300,000 78,000
インパクトバナー
ヘッダーバナー・フッターバナー

③
インタースクローラー G ¥100,000 19,000 記事中バナー1

インタースクローラー
（スマートフォンサイトジャックオフシ゚ョン）

G ¥100,000 19,000 記事中バナー1

④ ヘッダー・フッターバナーセット G ¥250,000 78,000 ヘッダーバナー・フッターバナー

⑤ ヘッダーバナー G ¥150,000 39,000 ヘッダーバナー

⑥ フッターバナー G ¥150,000 39,000 フッターバナー

PC

⑦ ビルボード G ¥100,000 22,000
ビルボード
ラージレクタングルバナー（もしくはレクタングルバナー）

⑧ ラージレクタングルバナー G ¥80,000 11,000 ラージレクタングルバナー

⑨ レクタングルバナー G ¥50,000 11,000 レクタングルバナー

※メニューは変更になる可能性がございます。詳細は担当者までお問い合わせください。

期間保証メニュー

imp保証メニュー

デバイス No メニュー名 最低出稿料金 imp単価 掲載枠

SP

④ ヘッダー・フッターバナーセット G ¥270,000～ G ¥3.53 ヘッダーバナー・フッターバナー

⑤ ヘッダーバナー G ¥160,000～ G ¥4.24 ヘッダーバナー

⑥ フッターバナー G ¥160,000～ G ¥4.24 フッターバナー

PC
⑧ ラージレクタングルバナー G ¥80,000～ G ¥8.00 ラージレクタングルバナー

⑨ レクタングルバナー G ¥50,000～ G ¥5.01 レクタングルバナー

バナー広告メニュー 一覧表
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すべてのバナー広告に関する注意事項です。必ずご確認ください。

掲載開始日
任意の弊社営業日（土日祝日を除く）

※掲載スタートは通常AM10時とし、同日PM12時（正午）までを掲載確認時間とします。

お申込・入稿
・ご掲載の際はあらかじめ企業審査が必要となります。必ず事前にお問い合わせください。
・原稿規定にそぐわない場合は掲載が不可となる場合がございます。

入稿締切 入稿規定（別紙）をご参照ください。

掲載

・1社につき、1配信枠1クリエイティブのご掲載となります。
・大幅に露出回数が増える可能性がある場合は、フリークエンシーコントロールを設定させていただきます。
・原則、競合排除はいたしません。競合他社が同一ページ内で表示されることがございます。
・タイアップページなど、一部表示されないページがございますので予めご了承ください。
・サイトデザイン変更に伴い、掲載面が変更になる場合がございます。
・機種やOSのバージョン、ユーザーアクセス環境等により、配信されない場合やうまく表示されない場合がございます。

別途お見積もり・
追加料金となる場合

・弊社がクリエイティブを制作する場合や、規定に合わず弊社にて修正が必要な場合
・大容量・動画配信をご希望される場合

原稿差し替え 原則不可（1ヶ月以上継続ご掲載の場合はご相談ください）

レポート
・レポート提出は掲載終了より7営業日後となります。
・速報値など、弊社定型外のレポートをご希望の場合は、別途お見積もりをさせていただきます。

備考
・想定imp数はアベレージとなるため、ご掲載時期によってはimp数が変動する場合がございます。予めご了承ください。
・期間保証メニューにおいて、imp数は想定値であり、これを保証するものではございません。

バナー広告ご掲載に関する注意事項
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①SPビデオバナー

B フッターバナー

動画を最後まで再生すると
自動的にクライアント

サイトへ遷移

Ａ

※フッターバナーはオーバーレイとなります。
※サイトデザインは変更になる可能性がございます。

動画が
自動的に再生開始

動画をクリックすると
プレイヤーが立ち上がり動画再生

併せてP40の「バナー広告ご掲載に関する注意事項」を必ずご参照ください。

期間保証メニュー

料金
（1週間） G ¥300,000

想定imp 78,000

掲出面
A.ヘッダーバナー
B.フッターバナー

全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有
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②スマートフォンサイトジャック

①

②
フッターバナーC

※インパクトバナー枠のデザイン詳細は別紙「入稿規定」をご覧ください。
※フッターバナーはオーバーレイとなります。
※サイトデザインは変更になる可能性がございます。

料金
（1週間） G ¥300,000

想定imp 78,000

オプション
インパクトバナー枠
動画配信 G ¥50,000

掲出面
A.インパクトバナー
B.ヘッダーバナー
C.フッターバナー

全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

期間保証メニュー

併せてP40の「バナー広告ご掲載に関する注意事項」を必ずご参照ください。

※次ページにオプションメニュー（インタースクローラー）がございます。

フッターバナーC

インパクトバナーにはフリークエ
ンシーコントロールを設定してお
り、規定回数・間隔にておいて表
示制限がかかりますと、代わりに
ヘッダーバナーが表示されます。

※アクセス環境や機種、OSのバージョン
等により、配信されない場合があります。

インパクトバナーは
動画配信も可能！

Ａ
インパクトバナー

ヘッダーバナーB
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③インタースクローラー

インター
スクローラー

インター
スクローラー

インター
スクローラー

実際の挙動はこちらから、
SP環境にてご確認ください。

記事下に表示されます。

縦型広告のインタースクローラーは記事中や記事下などに表示され
るもので、画面のスクロールに合わせてクリエイティブが徐々に表
示され、全画面程度のサイズを経て、上に消えていくような挙動を
するフォーマットです。

ハイインパクトで目に留まりやすいフォーマットになりますので、
各社様のクリエイティブをよりリッチにユーザーに訴求することが
可能です。
サイトジャックと組み合わせることで、よりジャック感が増すとと
もに、訴求力の向上が期待できます。

併せてP40の「バナー広告ご掲載に関する注意事項」を必ずご参照ください。

A

A
A

料金
（1週間） G ¥100,000

料金
（1週間） G ¥100,000

想定imp 19,000

掲出面
A.記事中バナー１
（静止画）

全記事ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

サイトジャックオプション料金

期間保証メニューインタースクローラーについて

挙動イメージ
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④⑤⑥ヘッダーバナー・フッターバナー

① メニュー名
④ヘッダー・

フッター
バナーセット

⑤ヘッダーバナー ⑥フッターバナー

料金
（1週間） G ¥250,000 G ¥150,000 G ¥150,000

想定imp 78,000 39,000 39,000

掲出面
A.ヘッダーバナー
B.フッターバナー

全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

※フッターバナーはオーバーレイとなります。
※サイトデザインは変更になる可能性がございます。

imp保証メニュー

併せてP40の「バナー広告ご掲載に関する注意事項」を必ずご参照ください。

期間保証メニュー

メニュー名
④ヘッダー・

フッター
バナーセット

⑤ヘッダーバナー ⑥フッターバナー

最低出稿
料金 G ¥270,000~ G ¥160,000~ G ¥160,000~

imp単価 G ¥3.53 G ¥4.24 G ¥4.24

掲出面
A.ヘッダーバナー
B.フッターバナー

全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

表示形式 ローテーション

掲載枠数 配信ボリュームの調整が可能です。詳細は担当営業までお問合せ下さい。

②フッターバナーB

ヘッダーバナーＡ
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⑦ビルボード

料金
（1週間） G ¥100,000

想定imp
22,000

※想定imp数にはラージレクタングルバナー
（もしくはレクタングルバナー）分も含まれています。

掲出面
A.ビルボード
B.ラージレクタングルバナー
（もしくはレクタングルバナー）

全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

期間保証メニュー

レクタングル
バナー

※サイトデザインは変更になる可能性がございます。

Ａ

併せてP40の「バナー広告ご掲載に関する注意事項」を必ずご参照ください。

OR

B

ビルボード

ラージ
レクタングル

バナー
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⑧ラージレクタングルバナー ⑨レクタングルバナー

ラージ
レクタングル

バナー

メニュー名
⑧ラージ

レクタングルバナー
⑨レクタングルバナー

料金
（1週間） G ¥80,000 G ¥50,000

想定imp 11,000

掲出面
全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

imp保証メニュー

期間保証メニュー

メニュー名
⑧ラージ

レクタングルバナー
⑨レクタングルバナー

最低出稿
料金 G ¥80,000～ G ¥50,000～

imp単価 G ¥8.00 G ¥5.01

掲出面
全ページ
※タイアップ他一部除外ページ有

表示形式 ローテーション

掲載枠数
配信ボリュームの調整が可能です。
詳細は担当営業までお問合せ下さい。

OR

※サイトデザインは変更になる可能性がございます。

併せてP40の「バナー広告ご掲載に関する注意事項」を必ずご参照ください。

レクタングル
バナー
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入稿規定・注意事項・広告掲載規定
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入稿規定
・広告原稿：別ページ（各原稿規定）をご参照ください。
・入稿締切日： 各広告メニューをご参照ください。
・入稿方法：Ｅメールで担当まで、添付ファイルにてご入稿ください。入稿確認後、受領メールをお送りいたします。
・リンク先について： 動作確認の関係上、掲載開始日の５営業日前までに指定のＵＲＬを立ち上げてください。

注意事項
・受領確認後のお申し込みキャンセルについては承っておりません。

仮に掲載をお取りやめになる場合でも、料金はそのままご請求いたしますので予めご了承ください。
・制作開始後のクライアント様のご都合による企画変更および制作内容の変更につきましては、制作実費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
・掲載スタートは通常AM10時とし、同日PM12時（正午）までを掲載確認時間とします。
・各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、最新の状況を必ず担当までご確認ください。
・火災、停電、天災地変等の不可抗力、システムの定期的なメンテナンスや移管等または集英社の責によらない不具合等により、広告が掲載及び配信されない

時間が発生する場合がございます。
その場合、月間48時間を超えない場合、また配信に関しては、24時間以内に配信された場合は免責といたしますので御了承ください。

・記載されている料金は税抜きの価格となっております。ご了承ください。
・ユーザーアクセス環境や機種、OSのバージョンなどにより、配信されない場合やうまく表示されない場合がございます。予めご了承ください。
・雑誌の試し読みなど、スライダーで切り替わる画面をページビューとしてカウントしています。
・スマートフォンユーザーの利便性向上のため、ページ遷移を極力控え、スクロールで記事を読めるよう設計しています。そのため、記事の途中で、ページビューをカウント

している場合があります。スクロールして読み進めるコンテンツは、1ページ相当と思われるに十分な写真および記事ごとに、URLの変更を行い、最低でも768ピクセル以上
という条件の元、ページビューカウントをしています。

広告掲載規定
・弊社が掲載に不適当と判断した場合、掲載をご遠慮させて頂く場合がございます。何卒ご了承ください。
・広告掲載商品につきましては、競合排除・競合調整を行っておりません。
・以下の広告については、掲載をお断りさせていただきます。また一部の業種（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、ダイヤルＱ２、在宅ワーク、ねずみ講、

ネットワークビジネス、出会い系サイト、結婚情報産業、風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系）については、掲載をお断りする場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

1. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの
2. 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、またはそのおそれがあるもの
3. 許可・認可のない広告主によるもの
4. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの
5. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生労働省が承認していないもの
6. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定または美化するもの、又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
7. 詐欺的または健全性を欠いた経済行為に係るもの
8. 宗教団体の勧誘又は布教活動に係るもの
9. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの

10. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触するおそれのあるもの
11. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの

醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの
商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの
名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害のおそれのあるもの
非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの

12. その他弊社が不適切だと判断したもの

入稿規定・注意事項・広告掲載規定
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APPENDIX
本誌「T JAPAN」
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T JAPAN (本誌) 読者プロフィール ／ 配布方法・配布先

T JAPANは、ニューヨーク・タイムズ社が米国で発行している『T: The New York Times Style 
Magazine』の日本版です。

米国版は年11回、350万人の富裕層の読者にThe New York Times紙の一部として届けられ、豊
かな知性と洞察力に裏づけられた記事内容で、全米で最も影響力のある雑誌のひとつとされて
います。その米国版から厳選した上質な翻訳記事と、日本版独自の記事で構成。

ファッション、美容、アート、建築、食、旅など、すべての記事に確固たるスタイルを持ち、
真にグローバルな視点で世界と日本の今を伝えるスタイルマガジンです。

大都市圏に暮らし、約4割が世帯年収1,000万円を超える“知的富裕層”がT JAPAN の読者です。

T JAPAN 読者プロフィール

【配布先は随時アップデート!】

T JAPANは雑誌タイプの無料ラグジュアリー誌として、毎号国内最多の20万部を発行。
知的好奇心に富み、上質なライフスタイルを楽しみ、真に価値ある情報を求める読者にダイレクトにお届けしています。

■ 18万部を首都圏、関西、名古屋の、平均年収1500万円以上の世帯割合が高いエリアに住む、朝日新聞購読者へ
（青山、麻布、白金、高輪、成城、麹町、田園調布、二子玉川ほか東京23区主要エリア、芦屋、住吉山手ほか阪神間山手エリア、覚王山、星ヶ丘、八事ほか名古屋エリア）

■ 2万部を集英社の公式通販サイトHAPPY PLUS STOREの最優良顧客へ
■ ほか、ラグジュアリー・ブランドのショップや会員制クラブ、全国の最高級ホテルの客室やラウンジなどに設置
（帝国ホテル、アンダーズ東京、アカデミーヒルズ、永楽倶楽部、ハイアットセントリック銀座東京、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、
大阪マリオット都ホテル、パレスホテル東京 ほか）

配布方法・配布先

※ T JAPAN 2021年9.27 号（n220）読者アンケートより

T JAPAN 読者プロフィール

■平均年齢 52歳
■女性 61.2% : 38.8%

経営者・役員・管理職・医師・
弁護士などのエグゼクティブ層

約 30%
投資をしている人

約 56%
うち投資額 1000万円以上が約30%

持ち家率

約 76%
マンション約31%、戸建て約46%

平均世帯年収

約 1200万円

車の平均購入予算
500万円以上が 約

30%

セカンドハウス・
リゾート会員権の所有率

約 19%
将来保有したい人 約 30%

商品購入の基準

高くても品質の良いものを選ぶ

伝統や知名度などで信頼できるブランドを選ぶ

生産者の考えやポリシーに共感できるものを選ぶ

約 69%

約 38%

約 34%
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株式会社 集英社

広告部

03-3230-6202

ご掲載のお問い合わせ

ご掲載のお問い合わせは

集英社ADNAVIトップページのお問い合わせフォームよりお願い致します。

https://adnavi.shueisha.co.jp/contact/

「ADNAVI」で検索

または右記QRコードより

https://adnavi.shueisha.co.jp/contact/

