2019年秋冬広告企画
本誌とWebのセットで一番人気！

協賛期間

本誌＋non-no Web転載＋選べるSNS拡散＋
カワイイ選抜ブログ記事確約企画（各号2社限定）

７／２０発売号～１２／２０発売号
協賛条件

4C2Pタイアップ ▶G330万円

本誌のタイアップ・non-no Webへの転載・選べるSNS拡散のセットに、カワイイ選抜
のブログ投稿が加わり、更にお得に！本誌・WEB・読モの訴求力を活用できます。
本誌タイアップ

カワイイ選抜2名ブログ記事確約

選べる
拡散先

本誌転載（CMS）

Twitter

2,600クリック想定
Instagram

714,000imp想定
Instagramストーリーズ

85,000回再生想定

想定PV

※転載記事からのリンク先は １ URLまでとなります。

Facebook

2,000クリック想定

〜

5000PV
8000PV

約

※いずれかひとつをお選びください

選べるオプションもご用意いたしました！
フォロワー数
29万人！

プラスG50万円 で
モーショングラフィック動画作成＋
編集部公式Instagramへの
投稿が可能です！
Fashion

Beauty

※動画の二次使
用をご希望の場
合は別途ご相談
ください。

大ブレイク中の人気モデルをご指名で！

馬場ふみか・江野沢愛美・貴島明日香
起用確約企画（各号1社限定）
注目株モデルの起用＆ECサイトも含む二次使用が可能に!
ドラマ・映画で大活躍中！

インフルエンサーとして評判！

カワイイ選抜の 2 名がnon-no Webでクライ
アント様の商品紹介記事を １ 回投稿します。
※内容はご相談ください。
※人選は編集部お任せとなります。

「ZIP!」のお天気キャスター！

専属読者モデル組織

友だち数
147万人！

non-noカワイイ選抜
5期生加入で
ップ♡
更にパワーア

プラスG100万円 で
LINEでも拡散が
可能です!

ミスキャンパス、女子
アナ、学生キャスター
を多数輩出している専
属読モ「non-noカワイ
イ選抜」。 5 期生が加
入して、総勢65名に!

※L I N E側の事前掲載可
否審査が必要となります。
審査の結果、実施頂けな
い場合がございます。

協賛期間 ７／２０発売号～１２／２０発売号
二次使用料金込み!

4C2Pタイアップ

▶G300万円

4C4Pタイアップ

（二次使用1カット）
サービス内容

▶G600万円

（二次使用2カット）

①タイアップ起用確約

②掲載カットを、 以下の範囲で
本誌発売１ヶ月間二次使用可能!
二次使用範囲

・クライアント様Webサイト
・クライアント様のTwitter、Instagram、Facebookアカウントでの投稿
・クライアント様ECサイト

馬場ふみか

江野沢愛美

貴島明日香

抜群の私服センスと、グラマラス
な神ボディで男女両モテを実現
する
「モグラ」女子。インスタグラ
ムのフォロワー85万人。

K-POPからファッション、美容ま
で、月1回はソウルに通うノンノ
随一の韓国通！ インスタグラム
のフォロワー22.7万人。

日本テレビ系「ZIP!」出演で知名
度は全国区。 清潔感と知性を
兼ね備えたファッションも評判！イ
ンスタグラムのフォロワー15万人。

※フォロワー数は2019年 3 月末現在の数値です。
※馬場ふみかは美容ジャンル以外のクライアント様でタイアップ可能です。

※二次使用の画像は改変せずにお使いください。また、使用前にクリエイテ
ィブの確認が必要となります。※ECサイトにて掲載の場合は、商品購入に
直接つながるページ以外での掲載となります。※使用画像には、non-noロ
ゴを画像内に追加いたします。※各SNSでの投稿は、各 １ 回までです。掲
載号発売 １ ヶ月後には、投稿を削除していただきます。

契約状況・スケジュールの都合によってはお受けでき
ない場合がございます。事前にお問い合わせ下さい。

お得な値段でフル活用！
①本誌巻末1Pコラム「Pick out」掲載 ②
non-no Webへの転載 ③商品カットクラ
イアント様二次使用 ④選べるSNS拡散
の4つが実施可能な特別企画です。

本誌＆non-no Web 特別パッケージ企画
❷WEB

両方に
掲載

協賛金額

【記事タイアップ（CMS）
について】

誘導

❶本誌

2043万PV
101万UU

巻末1Pコラム掲載

広告サイズ:記事ページ
1-2P程度
想定PV:3,000PV〜
誘導枠:PC・SPオススメ枠/
メルマガ無し
誘導リンク:1種のみ

❹SNS拡散
※いずれかひとつを
お選びください

●記事タイアップ
（CMS）
掲載
本誌1P巻末コラムと共通
の①商品撮り下ろしカット
②テキストで構成

Twitter

2,600クリック想定

【お申込み日】
本誌掲載号発売前月の1日まで

Instagram

714,000imp想定
発行部数15〜19万部

※本誌 1 Pコラムの原稿内容（テキス
ト・画像含む）や、W E B誘導枠の表
現部分は編集部お任せとなります。
※原稿確認につきましては、WEBは
1 回。本誌はレイアウト＆ネーム 1
回、色校 1 回です。
※本企画につきましては、レポート
はございません。
※PV、UU数は2019年 2 月末現在

Instagramストーリーズ
85,000回再生想定

❸クライアント様
オウンドメディア

二次使用

Facebook

2,000クリック想定

本誌掲載の商品カットを、
クライアント様メディアで二次使用いただけます。

新規＆カムバック企画

協賛期間 ７／２０発売号～１２／２０発売号

4C1P純広

non-noに初めて出稿していただく協賛社様、及び1年以上ご出
稿がない協賛社様限定でお得な価格の企画をご用意しました。

PC

▶G140万円

▶G260万円

4C2Pタイアップ

▶G280万円

SP

イメージ

イメージ

動画制作も
おまかせください

non-no Web

記事タイアップ

詳細は、non-no Web媒体資料
をご確認ください。

4C2P純広

おしゃれさ＆丁寧さで話題！

Webだけお試ししたいなら！

non-no Webは
月間2000万PVを突破！
雑誌は毎月読まなくても、
ノンノへの信頼が高い
ユーザーを数多く
取り込んでいます。

G150万円

コーセー様 ファシオ

※デザインはイメージです
※モデルの指定・タレント起用・撮影内容に
よっては別途お見積もりとなります。
撮影型

原稿タイプ

素材入稿型（ニュースパブ）

CMS

CMS

料金（1ヶ月）

G150万円（制作費込み）

G50万円（制作費込み）

原稿サイズ

記事ページ2～3P

記事ページ1～2P

想定PV

8,000PV～
3種まで
33営業日前

3,000PV～
1種まで

URL
申込・オリエン期限

コーセー様ファシオの事例では、新
川優愛がまつ毛のせチャレンジにト
ライ！ あたかもスマホで撮影したよ
うな動画の「リアルさ」が話題になり、
商品の魅力をぐっと引き出しました！

QRコードから
動画をチェック!

15営業日前※素材入稿同〆切

2019年 タイアップ進行スケジュール予定
9月号（7/20発売）

10月号（8/20発売）

11月号（9/20発売）

12月号（10/19発売）

1月号（11/20発売）

2月号（12/20発売）

特集予定

特集予定

特集予定

特集予定

特集予定

特集予定

セール後新作／夏肌ケア

秋靴、バッグ／秋新色

秋の本命服／秋顔メイク

ニット、アウター／コフレ

ジュエリー、時計／就活

ブランド小物／ベストコスメ

打ち合わせ：5月中旬まで
撮影：5月下旬
校了：6月末

打ち合わせ：6月中旬まで
撮影：6月下旬
校了：7月末

打ち合わせ：7月中旬まで
撮影：7月下旬
校了：8月末

打ち合わせ：8月中旬まで
撮影：8月下旬
校了：9月末

打ち合わせ：9月中旬まで
撮影：9月下旬
校了：10月末

打ち合わせ：10月中旬まで
撮影：10月下旬
校了：11月末

https://adnavi.shueisha.co.jp

