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FASHION ROMANCE 

すべてのファッション・ラバーに 
夢とリアルを“届けて、広げる”のが SPUR.JP です 

https://spur.hpplus.jp/ 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  1 

INDEX 

SPUR 媒体概要 

About SPUR.JP UPDATE! P2 

SPUR本誌 30周年特別企画 NEW! P3 

SPUR Value UPDATE!  P4 

User & Audience Character P5～6 

SPUR 本誌 秋冬広告企画メニュー 
秋冬広告企画メニュー NEW! P8 

SPUR本誌 進行スケジュール・広告掲載料金表 UPDATE! P9 

SPUR.JP 

おすすめメニュー リッチテンプレートタイアップ P11 

動画広告メニュー 

動画タイアップパッケージ P11 

ネイティブビデオアド P12 

動画制作メニュー・動画事例 UPDATE! P13～14 

タイアップ広告 

タイアップ広告一覧・ご掲載に際して NEW!・進行スケジュール P16～18 

タイアップ広告メニュー  NEW! P19～29 

スペシャルオプション P30 

タイアップ誘導枠・メールマガジン・SNS P31~32 

タイアップ広告オプション 

①外部誘導・拡散メニュー（FB・IG・TW・LINE・LAP・Outbain・popIn他） NEW! P34~42 

②動画制作メニュー P43～44 

③アンケート・ページ追加ほか P45 

SNSメニュー 

LINEコラボ広告 P47~48 

LINE DIGEST Spot for アカウントメディア P49 

Facebook ＆ Instagram キャンバス広告（インスタントエクスペリエンス） P50 

インフルエンサーマーケティング インフルエンサーマーケティングメニュー P52~53 

バナー広告 

バナー広告一覧 P55~56 

バナー広告ご掲載に関する注意事項 P57 

SPバナー広告メニュー UPDATE! P59~60 

PCバナー広告メニュー UPDATE! P62~65 

メールマガジン広告 スペシャルメール P67 

その他 入稿規定・掲載基準・ご掲載のお問い合わせ P69~70 

おすすめ 

おすすめ 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  2 

About SPUR.JP 

ユーザー数255万UU、 

サイトアクセス数4,200万PVで絶好調！ 

 2019年8月に10周年をむかえるSPUR.JPは、ユーザー数もPV数もまだまだ伸び盛り！ 
ジュエリーの連載や新規美容コンテンツも話題でSNS施策も検索も好調。さらなる成長を目指します。 

今、SPUR.JPがスゴイ理由 

Happyだからユーザーが集まる！ 
 

本誌は今年で『30周年』 

新設「SPURビデオセクション」が 
本格稼働。タイアップ企画でも人気です 

SPUR専任の動画ディレクターが、オリエンや企画
にも編集者とともに参加し、撮影、編集、納品まで
を一気通貫で行う体制を整備しました。SPURクオ
リティの動画を今まで以上にスピーディに仕上げて
SNSでも積極的に配信。人気の動画は80万回再生
にも。SNSのエンゲージアップにも動画が貢献して
います。 

SPUR.JPの記事やSNSを通して、原点にして頂点
の「可愛い」「機嫌のいい」ライフスタイルを毎
日発信。ハイモードを日本仕様に❝翻訳❞して、感
度の高い女性たちに届けるのがSPURです。タイ
アップページや動画でも、きらきらした「モード
なしあわせ」を積極的に 
提案していきます。 

アクティブユーザーの増加とともに 
『購買欲』を刺激する企画や拡散も好評 
 

SPUR.JPの記事やタイアップを見たユーザーがブラン
ドサイトやECサイトへ行き、購入や回遊、再訪につ
ながっている事例が増えています。海外ブランドでは
8か月の間に5回もTUを実施し、毎回手応えがあると
今なお継続中。某ラグジュアリー通販サイトも春の企
画が大反響につき、秋も実施が決定！（競合と比較し
てSPUR.JPは5倍の反響があったとのこと） 集英社美
容通販「ハピプラビューティ」と連動した企画でもス
タート早々に売上目標を達成。コンバージョンの高さ
が社内でも話題に。SPURユーザーの『購買力』、ぜ
ひお試しください。 

Anniversary 

10th  
 

4,000万 

3,500万 

2,500万 
PV 

200万 

250万 

UU 

PV 

UU 

2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 

255万UU 

4,200万PV 
3,000万 

150万 

100万 

50万 

動画でユーザーエンゲージも上昇中 
 

『動画』を増産！SNSで拡散！ 

https://spur.hpplus.jp
/videos/ 

SPURがおすすめするアイテムは欲しくなる！ 
 

ユーザーの『購買欲』がスゴイ 

※2019年5月実績 

「機嫌のいいハイモード」 
を本誌＆WEBで発信し、 
すべてのオーディエンスを
笑顔にしています 

【ハピプラビューティ連動事例】 
SPUR.JPビューティSPO 
（すぐ・ポチる・おんな）たちの、 
初夏のきれいになりたいコスメリストを公開！ 
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この夏、雑誌とは初の取り組みとなるインスタジェニックなスポットとSPURがコラボいたします。 
来場者は主に10代後半～30代のカップル。ミレニアル世代にも強い訴求が可能です。 
クライアント様のアピールの場としてご提供いたします。 

 
会場：Pacific DRIVE-IN（パシフィックドライブイン） 
address:神奈川県鎌倉市七里ヶ浜東2-1-12  江ノ電七里ヶ浜駅徒歩3分 
 

開催期間：7/23～8/22（予定） 
本誌告知：7/23発売号 
 

協賛メニュー：サンプリング協賛、スペシャルキット協賛 

SPUR 30周年特別企画 

SPUR30周年特別企画  
 

“海辺のSPUR” 

他にも30周年に向けたスペシャルな企画をご用意しております。 

会場では 
SPUR×Pacific DRIVE-INの 

コラボドリンクやオリジナルグッズ 
を販売予定 

10/2～8（予定）伊勢丹新宿店本館1階と3階のザ・ステージをメインに、館内各所で物販イベントを行います。 
各ファンションブランド様にお声がけし制作した限定グッズや、海外ビンテージディーラーとのイベント、「＃SPURおやつ部」推薦のお菓子販売などを予定しております。 

インスタジェニックなスポットということもあり、SNSでの多くの自然拡散も予想されます。スペシャルキット協賛については、 
“パシフィックドライブインスペシャルバッグ”に、協賛社様の商品、SPUR本誌、お店のオリジナルグッズを入れて特別価格にて販売します。 
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SPUR Value 

発行部数 

65,000部 

月間ページビュー 

34,263,776 PV 

月間ユーザー数 

1,858,021  UU 

337,000 
いいね！ 

105,000 
Follower 

145,000 
Follower 

106,000人 

Mail Magazine 

50,000DL 

※2019年5月末現在（PV･UU･会員数を除く) 

Magazine 

Digtal Magazine 
SNS 

PC Smartphone 

Membership 

SPURブランドの様々なメディアやプラットフォームを利用して 
クライアント様の商品の魅力やトピックスをお届けします 

379,000友だち 

TOTALリーチ数 

約434万人 

1,291,000友だち 

SPUR 
(LINEコラボアカウント)  

SPUR News 

68,000人 

4月月間 
4,227万 
PV達成 

369,000友だち 

※日本ABC協会2019年1-3月WEB・SNS指標より 
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半年未満 

22% 

半年～1年 

21% 

1年～2年 

20% 

2年～5年 

18% 

5年以上 

19% 

半年未満 

半年～1年 

1年～2年 

2年～5年 

5年以上 

User & Audience Character ユーザー属性 

20歳未満 

2% 

20歳～24歳 

10% 

25歳～29歳 

15% 

30歳～34歳 

20% 35歳～39歳 

20% 

40歳～44歳 

14% 

45歳～49歳 

10% 

50歳以上 

9% 

20歳未満 

20歳～24歳 

25歳～29歳 

30歳～34歳 

35歳～39歳 

40歳～44歳 

45歳～49歳 

50歳以上 
25歳～39歳の 

ユーザーが  

   55% 

年齢 

東京を含む 
関東の居住者が 

  46% 関西の居住者が   

18% 

都市圏の 
ユーザーが 
半数以上です 

居住地 

未婚 

56% 

既婚 

44% 

未婚 

既婚 

既婚の 
ユーザーが 

44% 

未婚の 
ユーザーが 

56% 

未既婚 

53% 

21% 

14% 

10% 

1% 
1% 

500万円未満 

500万円以上～750万円未満 

750万円以上～1000万円未満 

1000万円以上～2000万円未満 

2000万円以上～3000万円未満 

3000万円以上 

500万円～ 
1000万円未満の 

ユーザーが 

35% 

1000万円以上の
ユーザー

12% 

世帯年収 

毎日 

14% 

週5～6日 

9% 

週2～3日 

24% 週1 

22% 

２週間に1回 

12% 

1カ月に 

1回程度 

10% 

1ヶ月に 

1回以下 

2% 

定期的 

には見ない 

7% 

毎日 

週5～6日 

週2～3日 

週1 

２週間に1回 

1カ月に1回程度 

1ヶ月に1回以下 

定期的には見ない 

5年前から 
SPUR.JPを 
見ている 

ユーザーが 

  19% 

ここ1年以内 
からSPUR.JPを 

見始めた 
ユーザ—が 

43% 

何年前からSPUR.JPを 
見ていますか？ 

どのくらいの頻度で
SPUR.JPを見ますか？ 

週1回以上 
見ている 

ユーザーが 

69% 

各種施策により 
新規ユーザーが 
増えています！ 

ロイヤリティが 
高いユーザーに 

支えられています！ 

※2017年11月実施 ユーザーアンケート 

北海道・東北 

7% 

東京 

22% 

関東 

（東京以外） 

24% 

北陸 

3% 

東海 

12% 

近畿 

18% 

中国 

4% 

四国 

2% 
九州・沖縄 

8% 

北海道・東北 

東京 

甲信越 

北陸 

東海 

近畿 

中国 

四国 

関東（東京以外) 
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0 500 1000 1500 2000

恋愛・結婚 

旅行 

グルメ 

アート・音楽 

イベント（ライブ、フェス、舞台など） 

季節のイベント（クリスマス・お花見など） 

インテリア 

ヘルス・ボディメイク 

その他 

0 500 1000 1500 2000

WEBサイト（SPUR.JPなど） 

雑誌 

Instagram

その他SNS(Facebook、Twitter、LINEなど） 

その他マスメディア（TV、新聞など） 

ショップ店頭で見て、勧められて 

ECサイトの情報 

ブランドやメーカーのWEBサイト 

友人やパートナーに勧められて 

その他 

0 500 1000 1500 2000

WEBサイト（SPUR.JPなど） 

雑誌 

Instagram

その他SNS(Facebook、Twitter、LINEなど） 

その他マスメディア（TV、新聞など） 

ショップ店頭で見て、勧められて 

ECサイトの情報 

ブランドやメーカーのWEBサイト 

口コミや口コミサイト 

友人やパートナーに勧められて 

その他 
 
 

User & Audience Character ファッションアイテムの購買状況 

WEBの記事や広告、雑誌、 
店頭での推奨などを参考に 
ファッションアイテムを 
購入するユーザーが多い 

WEBサイト、口コミや口コミサイト 
などを参考にしている 

雑誌・店頭も主な参考対象に！ 

ユーザーの 

95%がSNSを利用 

各SNSの 
利用状況 

86% 
のユーザーが利用 

69% 
のユーザーが利用 

58% 
のユーザーが利用 

53% 
のユーザーが利用 

旅行、グルメ、ヘルス・ 
ボディメイクが上位3位。 

イベントごとにも 
興味関心が高い様子です 

ユーザーはアクティブ！ 

SNSの利用状況 ファッション・ビューティ以外で、今興味を持っていること（複数回答） 

ファッションアイテムを購入するときに参考にすること （複数回答） 化粧品を購入するときに参考にすること （複数回答） 

※2017年11月実施 ユーザーアンケート 
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秋冬広告企画メニュー・本誌料金・スケジュール 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  8 

秋冬広告企画メニュー 
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SPUR本誌 進行スケジュール・料金表 

進行スケジュール 
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おすすめメニュー 
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【おすすめメニュー】リッチテンプレートタイアップ 

①ヘッダー １カット 
②スタイル ３～4カット 
③動画 
④インフォメーション（画像1点＋テキスト） 
 
※②～④の掲載順の変更は可能です。 
※★の製品カタログ（8点まで）はオプションになります。 

基本構成要素（最大4つ） 

これまで6P構成だった「リッチテンプレートタイアップ」が 
情報量は同等のまま、見やすい１P構成になってリニューアル！  

4P以上の本誌転載にも最適です。 

本誌素材 
流用も可能！ 

タイアップ料金 

●リッチテンプレートタイアップ/物撮影あり  
 G￥1,500,000＋制作費N￥600,000 
●リッチテンプレートタイアップ/素材入稿型 
 G￥1,500,000＋制作費N￥200,000 
●リッチテンプレートタイアップ/本誌転載4P以上 
   G￥1,500,000 

PC 

① 

② 

③ 

★ 

④ 

② 

③ 

★ 

SP 

① 

④ 

詳細はP25～26をご覧ください。 

●ヘッダー枠 動画に変更する場合（③素材流用orクライアント様素材） 
 N￥100,000 
●★の製品カタログ（8点まで） 
 N￥200,000 

オプション料金 

製品カタログ 

製品カタログ 
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動画広告メニュー 

純広告の動画メニューはP59～69をご覧ください。 
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【動画広告メニュー①】動画タイアップパッケージ（2社限定/月) 

パッケージ 
料金 

（4週間） 

 
G ¥5,000,000（撮影・制作費込み) 

パッケージ 
内容 

①タイアップCMS記事１P（動画＋画像最大2点まで） 
②オリジナル動画撮影・制作 
（40～60秒程度・15秒ダイジェストの2本） 
③モデル起用費 
④Facebook ＋ Instagram動画アド（PO配信） 
⑤Twitter 動画アド 
⑥ネイティブビデオアド（10万再生想定）※15秒程度 
⑦動画共有サイト内「SPUR公式チャンネル」掲載 
⑧クライアント様SNSでの二次使用（タイアップ掲載期間) 

誘導リンク 2URLまで 

想定PV 5,000～10,000PV 

レポート 
あり（タイアップページPV数・クリック数、ネイティブビデオア
ド動画再生数、SNS動画アド再生数、YouTube動画再生数） 

申込期限 43営業日前 ※内容により異なる 

備考 

・デザイン・企画等は、編集部任意となります。 
・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。 
 （別途スチール撮影はなしとなります） 
・企画内容により、想定PV数・動画再生数に変動がございます。 
・動画はSPUR×ブランドクレジットが上記秒数以外に別途5秒程度入ります。
（ブランドロゴ使用はＮＧ） 
・撮影は１日想定（撮影移動箇所は近郊最大２箇所まで）を予定。 
・ロゴ・テキストが入った画像は不可となります。 
・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。 
・SNS二次利用OKなのはダイジェスト版のみとなります。 
・記事は基本的にアーカイブ化されます。 
・WEBページと動画の進行は別進行になる場合もあります。 
 スケジュールはご要望に応じてオーダー後に調整いたします。 
 
・以下別途お見積もりとなります。 
 ・早朝および深夜の撮影、及び撮影場所指定の場合 
 ・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 
 ・画像加工や素材の編集 

 ・他、撮影内容やモデルの指定などのご要望 
  （詳細は担当まで) 

期間限定価格 

※イメージです 

動画拡散 

※イメージです 

SPUR.JP 
動画タイアップ記事 

SPURアカウント 
動画アド 

動画共有サイト 

動画撮影・制作 

クライアント様 
SNSアカウントでの 

二次利用 

掲
載 

オリジナル動画の撮影・制作から、タイアップ記事制作・掲載、 
SNSでの動画アド拡散、クライアント様SNSでの二次使用まで 

セットになった月間2社限定のスペシャルメニューです。 

ネイティブ 
ビデオアド 

SPUR 
公式チャンネル 
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15秒まで 
自動再生 
15秒まで 
自動再生 

再生中に 
クリックすると 
プレイヤーが起動 

SP 記事詳細ページ 

料金 
（1～3週間程度） 

G ¥1,350,000 + 制作費N ¥150,000 

想定再生回数 100,000回 

誘導枠 
SPサイト TOPページ他 
※コレクションスライドページ・タイアップ他、一部除外ページ有 

原稿タイプ テンプレートデザイン 

誘導リンク 1URLまで 

サイズ 
640×360px以上（16：9）※最適化して配信します 
※他比率の動画や容量のは別途お見積もりとなりますので、お問い 
 合わせください。 

入稿素材 
動画データ(MP4、MOV) 
リリース資料（商品・サービス資料） 

申込・素材入稿
期限 

15営業日前 

レポート 
インライン表示回数、動画再生回数、記事詳細PV数、 
指定リンクへの誘導数 

備考 

・記事中・誘導枠にはPR表記が入ります。 
・月曜日掲載開始となります。 
・ご掲載の際はあらかじめ企業および企画審査が必要となります。 
・競合調整はいたしません。 
・レポート提出は掲載終了より10営業日後となります。 
・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、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。 
・想定再生回数は補填対象外となります。 
・動画のサイズや秒数によっては別途お見積もりとなる可能性がご 
 ざいます。 

【動画広告メニュー②】ネイティブビデオアド「エディトリアルビデオアド」(スマートフォン限定)  

 

※デザインは変更になる可能性がございます。 

クライアント様 
サイトへ 

再生終了後 
誘導 

SP 記事詳細ページ 

クリック！ 

SP インライン誘導枠 

ティザー動画 
をクリック！ 

15秒 
ループ再生 

動画を切り口に、商品やサービスを訴求したいクライアント様に 
お勧めです。お預かりした動画素材とリリースを元に 

SPUR.JP編集部が記事ページを作成いたします。 
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動画制作メニュー（タイアップオプション) 

※P48の「動画制作メニュー 注意事項」を必ずご参照ください。 

・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。 
・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、⑤のオリジナルプランで対応させていただきます。 
・②③④⑤ 15秒版の制作をご希望の場合は、別途N¥100,000となります。 
・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なります。 
・動画をリサイズする場合はN¥50,000～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はできかねます） 
・その他、実施内容により別途お見積もりの場合がございます。 

オプション 

②メイキング ～ ⑤オリジナル 

 ・オーダーメイドタイアップ（撮影型のみ） 

 ・モジュール型タイアップ（撮影型のみ） 
 ・リッチテンプレートタイアップ（撮影型のみ） 
 ・記事テンプレートタイアップ（撮影型のみ） 

対象メニュー 

メニュー 料金 想定秒数 オリエン 
動画 

コンテ 

① 
 モーショングラフィック 
 （撮影はなし） 

   タイアップの写真を活用し、 
   人物やアイテムをアニメーションような 
   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～ ○ ○ 

②  メイキング 
   撮影風景やオフショットなど、 
 タイアップ撮影時のメイキング動画として 
   構成します。 

 G ¥1,000,000～ 60秒 × × 

③  メイキング＆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、 撮影のメイキング 
   やオフショットと組み合わせて構成します。 

 G ¥1,200,000～  60秒 ○ × 

④  メイキング＆HOW TO 
   メイクなどのHOW TOと、撮影のメイキング 
   やオフショットを組み合わせて構成します。 

 G ¥1,200,000～  60秒 ○ ○ 

⑤  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～ ○ ○ 

①モーショングラフィック 
 ・オーダーメイドタイアップ 
 ・モジュール型タイアップ 
 ・リッチテンプレートタイアップ 
 ・記事テンプレートタイアップ 
 ・本誌出稿クライアント様向けタイアップ 
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https://spur.hpplus.jp/beauty/topics/201901/11/MzkhkXk/ 

小田切ヒロが提案する「全方位美眉」の
作法 

TASAKI様 

https://spur.hpplus.jp/jewelry_watch/special/a01_tasaki1804/index.html https://spur.hpplus.jp/beauty/special/a01_flowfushi1810/ 

あなたは、ただの透明じゃない 

https://spur.hpplus.jp/fashion/topics/201903/12/OEMIM0E/ 

この春、私を格上げする、さらにアップ
デートした「アマゾーヌ」 

伊勢丹 様 LONGCHAMP 様 

動画事例 

オリジナル 

https://spur.hpplus.jp/fashion/a01_isetan1803/ 

フローフシ 様 IPSA 様 

オリジナル 

ISETAN  RESTYLE PLUS～ANTI EASY～ 
「服という“物語”を買う」 

マイスタイルを輝かせる、 
モダン ハイジュエリー 

メイキング & How To メイキング 

モーショングラフィック（WEBオリジナル） 

動画 
タイアップ 
パッケージ 

Christian Dior 様 

https://spur.hpplus.jp/fashion/feature/a01_dior1804/ 

DIOR お気に入りはスペシャルな 
「ブック トート」の中に 

モーショングラフィック（WEBオリジナル） 
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タイアップ広告 

動画タイアップパッケージもご用意しております。詳細はP13をご覧ください。 
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タイアップ料金一覧 ※全メニューPC/SP最適化 

 メニュー名 原稿タイプ 期間 料金 申込・オリエン期限 想定PV 

① オーダーメイドタイアップ HTML 

モデル・物撮影 4週間 
G ¥4,000,000 

制作費N ¥2,300,000 
48営業日前 
※内容により異なる 

45,000～
55,000PV 

クライアント様の商材や世界観に合わせた
デザインとデジタルならではのギミックを
用いて表現するフルカスタマイズタイアッ
プです。 

モデル撮影 4週間 
G ¥4,000,000 

制作費N ¥1,900,000 
48営業日前 
※内容により異なる 

物撮影 4週間 
G ¥4,000,000 

制作費N ¥1,600,000 
48営業日前 
※内容により異なる 

素材入稿 
本誌素材入稿 

4週間 
G ¥4,000,000 

制作費N ¥1,200,000 
38営業日前 
※素材入稿同〆切 

② モジュール型タイアップ HTML 

モデル・物撮影 4週間 
G ¥2,000,000 

制作費N ¥1,500,000 
36営業日前 
※内容により異なる 

20,000～
25,000PV 

クライアント様のご要望にあわせてSPUR
指定のモジュールを組み合わせて構成しま
す。ブランドのトーン＆マナーを意識した
ビジュアル提案をいたします。 
カスタマイズデザインとモーションなどを
用いて、リッチな表現も可能です。  

モデル撮影 4週間 
G ¥2,000,000 

制作費N ¥1,100,000 
36営業日前 
※内容により異なる 

物撮影 4週間 
G ¥2,000,000 

制作費N ¥900,000 
36営業日前 
※内容により異なる 

素材入稿 
本誌素材入稿 

4週間 
G ¥2,000,000 

制作費N ¥500,000 
23営業日前 
※素材入稿同〆切 

③ リッチテンプレートタイアップ HTML 

物撮影 4週間 
G ¥1,500,000 

制作費N ¥600,000 
30営業日前 
※内容により異なる 

15,000～
20,000PV 

縦スクロールをベースにスムーズに情報を
届けることができるシンプルなレイアウト
に、リッチなエフェクトをプラスしたテン
プレートです。 素材入稿 4週間 

G ¥1,500,000 
制作費N ¥200,000 

25営業日前 
※素材入稿同〆切 

④ 記事テンプレートタイアップ CMS 

物撮影 4週間 
G ¥1,500,000 

制作費N ¥400,000 
30営業日前 
※内容により異なる 

10,000～
15,000PV 

SPUR.JPの編集企画と同じユーザーフレン
ドリーなテンプレートタイアップです。ア
イテムやサービスのバリエーションをギャ
ラリーのように見せたいときに最適です。 素材入稿 4週間 

G ¥1,500,000 
 (制作費込み) 

25営業日前 
※素材入稿同〆切 

⑤ 
本誌出稿クライアント様向け 
タイアップ 

HTML 本誌素材入稿 4週間 
G ¥1,500,000 

 (制作費込み) 
本誌お申込みと同時 

15,000～
20,000PV 

SPUR本誌のタイアップを流用し、リッチ
テンプレートをベースに記事を制作します。 

CMS 本誌素材入稿 4週間 
G ¥800,000 

 (制作費込み) 
本誌お申込みと同時 

5,000P～
8,000PV 

SPUR本誌のタイアップ素材（画像3点ま
で）を流用し、1記事で展開します。 

⑥ 
取材・スナップ撮影型 
タイアップ 

CMS 
取材・撮影 

（撮影あり） 
4週間 

G ¥1,100,000  
(制作費込み) 

28営業日前 ※オリエンなし 
※内容により異なる 

5,000P～
10,000PV 

物やスナップの撮影を行い記事化。コー
ディネートや新作アイテム紹介に最適です。 

⑦ 動画ニュースパブ CMS 素材入稿 1掲載 
G ¥500,000 

(制作費込み) 

13営業日前 ※オリエンなし 
※素材入稿同〆切 

3,000P～
5,000PV 

SPUR.JPのニュース記事にご提供の動画素
材を掲載して配信します。 

⑧ ニュースパブ CMS 素材入稿 1掲載 
G ¥400,000 

(制作費込み) 

13営業日前 ※オリエンなし 
※素材入稿同〆切 

3,000P～
5,000PV 

SPUR.JPのニュース記事にご提供の素材を
掲載して配信します。 

※1） 

※1）誘導枠は1週間まで ※       は動画オプション可 

※モデルを起用した撮影は①②のみ対象とさせていただきます。 

※1） 

動画タイアップパッケージもご用意しております。詳細はP13をご覧ください。 
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メニューに含まれるもの 
・タイアップページ掲載料（制作費込み） 
・誘導枠（制作費込み） 
・メールマガジン配信（制作費込み） 

別途お見積もり・ 
追加料金となる場合 

・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（スケジュール調整もあり） 
・インフルエンサーやおしゃれプロのキャスティング及びコメント等のコンテンツ追加 
・写真加工や素材の編集 
・誘導枠の画像の差し替え 
・クラ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 
・掲載期間延長をご希望の場合 
・テーマ数、モジュール追加（モジュール型タイアップの場合） 
・撮影点数追加（メニューにより異なる） 
・掲載画像点数追加（メニューにより異なる） 
 
※その他、撮影内容や御要望によっては、別途お見積もりとなる場合がございますので、予めご了承ください。 

お申込・入稿 

・ご掲載の際はあらかじめ企業および企画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。 
・素材入稿メニュー（本誌素材入稿除く）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。 
・ロゴやテキスト入り画像は不可となります。 

ご掲載 

・記事中や誘導枠にはPR表記が入ります。 
・競合調整はいたしません。 
・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。 
・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ご入稿いただけません。） 

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） 
●動画再生数（YoutubeまたはVimeoでの再生数、ソーシャルビュー数含む） 
 
・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、別途お見積もりを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。 
・メニュー⑦⑧はレポートがございません。レポートをご希望の場合は、別途N¥50,000～となります。（計測期間4週間) 
 （外部拡散パッケージプランはレポート制作費込みの料金です） 

備考 
・物撮影が発生するメニューに関して、基本は本誌1～1.5ページ相当の撮影内容が必要となります。詳細は打ち合わせ(オリエン)時に決定。 
・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をご提案させていただきます。 
・企画内容により、想定PV数に変動がございます。 

タイアップご掲載に際して 
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タイアップ進行スケジュール 
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に
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っ
て
変
動 

お
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・
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リ
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ン
（
48

営
業
日
前
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①オーダーメイドタイアップ（撮影あり) 

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下さい。 
 
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。 

公
開 

↑
 

再
校
（
テ
ス
ト
ア
ッ
プ
） 

↑
 

初
稿
デ
ザ
イ
ン
（JP

E
G

)+

原
稿 

↑
 校

閲 
↑

 

構
成
案
提
出 

↑
 

素
材
入
稿 

↑
 

お
申
込
み
・
オ
リ
エ
ン
（
38

営
業
日
前
） 

①オーダーメイドタイアップ（素材入稿) 
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②モジュールタイアップ（素材入稿) 
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③リッチテンプレート⑤記事テンプレート(撮影あり) 

公
開 

↑
 

念
校
（
プ
レ
ビ
ュ
ー
） 

↑
 

初
稿
デ
ザ
イ
ン
（JP

E
G

)+

原
稿 

↑
 校

閲 
↑

 

構
成
案
提
出 

↑
 

素
材
入
稿 

↑
 

 

お
申
込
み
・
オ
リ
エ
ン
（
25

営
業
日
前
） 

③リッチテンプレート⑤記事テンプレート(素材入稿） 

公
開 

↑
 

再
校
（
テ
ス
ト
ア
ッ
プ
） 

↑
 

初
稿
デ
ザ
イ
ン
（
プ
レ
ビ
ュ
ー
）+

原
稿 

↑
 校

閲 
↑

 撮
影 

↑
 

構
成
案
＆
撮
影
企
画
書
提
出 

↑
 

素
材
入
稿 

↑
 

 
※

撮
影
と
制
作
内
容
に
よ
っ
て
変
動 

お
申
込
み
・
オ
リ
エ
ン
（
36

営
業
日
前
） 

②モジュールタイアップ（撮影あり) 
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①オーダーメイドタイアップ 

PC扉ページ 

SP扉ページ 

サンプル 

スマートフォンでの挙動は 
こちらをご覧ください。 

クライアント様の商材や世界観に合わせて 
デザインとデジタルならではのギミックを用いて表現する 

フルカスタマイズタイアップです。 

次階層ページ 
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①オーダーメイドタイアップ メニュー詳細 

原稿タイプ 

モデル・物撮影 モデル撮影 物撮影 素材入稿・本誌素材入稿 

カスタマイズデザイン 
（PC/SP最適化） 

カスタマイズデザイン 
（PC/SP最適化） 

カスタマイズデザイン 
（PC/SP最適化） 

カスタマイズデザイン 
（PC/SP最適化） 

作成形式 HTML HTML HTML HTML 

料金 
（4週間） 

G ¥4,000,000  
制作費N ¥2,300,000 

G ¥4,000,000  
制作費N ¥1,900,000 

G ¥4,000,000  
制作費N ¥1,600,000 

G ¥4,000,000  
制作費N ¥1,200,000 

申込・ 
オリエン期限 

48営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

48営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

48営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

38営業日前 
※素材入稿も同〆切 

想定PV 45,000～55,000PV 45,000～55,000PV 45,000～55,000PV 45,000～55,000PV 

原稿サイズ 4P～程度のボリューム 4P～程度のボリューム 4P～程度のボリューム 4P～程度のボリューム 

リンク数 5種程度 5種程度 5種程度 5種程度 

レポート あり あり あり あり 

モデル起用に 
関しまして 

・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、別途お見 
 積もりと、スケジュール調整をさせていただきます。 
・インフルエンサーやおしゃれプロのキャスティング及びコメント等のコ 
 ンテンツ追加は、別途お見積もりとなります。 

撮影に 
関しまして 

・モデル撮影(1名/2～4カット程度）、物撮影（8カット程度）を含んだ料金となります。 
・物撮影が9カット以上の場合は、別途お見積もりとなります。 

素材入稿に 
関しまして 

・画像は8点までとなります。 
 動画（最大1点まで）もカウント 
 されます。 

備考 ・撮影内容やご要望によっては、別途お見積もりとなる場合がございますので、予めご了承ください。 

合わせてP19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。 
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②モジュール型タイアップ 

扉ページ 次ページ クライアント様のご要望にあわせて 
SPUR指定のモジュールを組み合わせて構成します。 

ブランドのトーン＆マナーを意識したビジュアル提案をいたします。  

コンテンツ（構成要素）※基本4要素 

 

■欧文企画タイトル/日本語企画タイトル＋リードテキスト＋画像または動画 

①ヘッダー 

②スタイル 

③企画 

④インフォメーション 

その他要素 

■コンテンツナビ、問い合わせ先（リンク先は全部で5箇所まで） 

 

※画像の画角は縦長/横長/正方形対応可能 

※①のヘッダーへの動画掲載は、オプションで動画制作（メイキング以上のメニュー）をご発注いただいた場合に限  

 ります。 ③の企画への動画掲載はオプションでの制作もしくはクライアント様ご提供動画での実施が可能です。 

2～3カット 

■欧文テーマタイトル＋リードテキスト＋各スタイルリード要素＋リンクボタン 

 ※スタイル（コンテンツページ）内の要素は、扉ページの欧文テーマタイトル、リードテキスト、 

  各スタイルのテキスト、クレジット/スペック、リンクボタンで構成されます。 

■製品カタログ（最大8点まで）（欧文テーマタイトル＋リードテキスト＋各アイテムネーム） 

 ※モーダルウィンドウ内でアイテム詳細を展開 

  （アイテム名＋アイテムキャプション＋クレジット/スペック＋リンクボタン） 

■インタビュー（欧文テーマタイトル＋リードテキスト＋インタビュー本文） 

 ※インタビューQuestion部分含めて1000字くらい 

■動画（欧文テーマタイトル＋リードテキスト） 

■ブランドヒストリー（欧文テーマタイトル＋リードテキスト＋本文 ） 

■診断コンテンツ（欧文テーマタイトル＋リードテキスト） ※オプション追加の場合のみ対応可能 

※基本メニュー（料金に含まれているもの）は1企画ですが、オプションで追加可能です。 
 1企画追加ごとに別途G¥300,000（診断コンテンツのみG¥700,000) 

■欧文タイトル＋リードテキスト＋画像＋リンクボタン 

1つ ※下記よりお選びください。 

※デザインはイメージになります。 

① 

② 

③ 

④ 

1）診断コンテンツ  G ¥700,000 ～ 

人気のオプション！ 

2）カスタマイズ対応 G￥500,000～ 
フォント、カラーなどのデザインのカスタマイズ、モーションに 
よるリッチ対応、スタイルページや製品カタログ枠の充実など 
ご要望に応じて最適なご提案をします。（スケジュールは要相談） 

占い・診断チャート・タロットなど、クラアント様の訴求 
内容に合わせて制作いたします。（スケジュールは要相談） 

※診断コンテンツは③企画をオプション追加の場合のみ対応可能 

※1カット追加ごとに別途G¥100,000 
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②モジュール型タイアップ メニュー詳細 

 

原稿タイプ 

モデル・物撮影 モデル撮影 物撮影 素材入稿・本誌素材入稿 

モジュールデザイン 
（レスポンシブ） 

モジュールデザイン 
（レスポンシブ） 

モジュールデザイン 
（レスポンシブ） 

モジュールデザイン 
（レスポンシブ） 

作成形式 HTML HTML HTML HTML 

料金 
（4週間） 

G ¥2,000,000  
制作費N ¥1,500,000 

G ¥2,000,000  
制作費N ¥1,100,000 

G ¥2,000,000  
制作費N ¥900,000 

G ¥2,000,000  
制作費N ¥500,000 

申込・ 
オリエン期限 

36営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

36営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

36営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

23営業日前 
※素材入稿も同〆切 

想定PV 20,000～25,000PV 20,000～25,000PV 20,000～25,000PV 20,000～25,000PV 

原稿サイズ 2P程度のボリューム 2P程度のボリューム 2P程度のボリューム 2P程度のボリューム 

リンク数 5種程度 5種程度 5種程度 5種程度 

レポート あり あり あり あり 

企画追加 
オプション 

■企画追加（製品カタログ・インタビュー・動画・ブランドヒストリー）G¥300,000/1点 
 ※基本メニュー（料金に含まれているもの）は1企画となります。 
 ※ただし、診断コンテンツはG¥700,000～（診断コンテンツはオプション追加の場合のみ対応可能） 
 
■カスタマイズ対応 G￥500,000～ 

モデル起用に 
関しまして 

・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、別途お見 
 積もりと、スケジュール調整をさせていただきます。 
・インフルエンサーやおしゃれプロのキャスティング及びコメント等のコ 
 ンテンツ追加は、別途お見積もりとなります。 

撮影に 
関しまして 

・モデル撮影(1名/2～3カット程度）、物撮影（8カット程度）を含んだ料金となります。 
・モデル撮影4カット以上や物撮影が9カット以上の場合は、1カット追加ごとに別途G¥100,000となります。 

素材入稿に 
関しまして 

・画像は8点までとなります。 
 動画（最大1点まで）もカウント 
 されます。 

備考 
・撮影内容やご要望によっては、別途お見積もり及びスケジュール調整が必要となる場合がございますので、予めご了承ください。 
・テーマ数、モジュール追加の場合は別途お見積もりとなります。 

合わせてP19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。 
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③リッチテンプレートタイアップ 

これまで6P構成だった「リッチテンプレートタイアップ」が 
情報量は同等のまま、見やすい１P構成になってリニューアル！  

シンプルなレイアウトに、クライアント様のブランドカラーを意識した
テキストやリンクボタンを配置し、オリジナリティもプラスします。 

コンテンツ（構成要素） 

 

■欧文企画タイトル/日本語企画タイトル＋リードテキスト＋画像 

 

        3～4カット 

■欧文テーマタイトル＋リードテキスト＋各スタイルリード要素＋リンクボタン 

 

         

■動画（欧文テーマタイトル＋リードテキスト） 

 

 

■欧文タイトル＋リードテキスト＋画像＋リンクボタン 

 

その他要素 

■コンテンツナビ、問い合わせ先（リンク先は全部で5箇所まで） 

 

 

 

■製品カタログ（最大8点まで） 

（欧文テーマタイトル＋リードテキスト＋各アイテムネーム） 

 ※モーダルウィンドウ内でアイテム詳細を展開 

  （アイテム名＋アイテムキャプション＋クレジット/スペック＋リンクボタン） 

 

※4コンテンツ（構成要素）まで。★製品カタログは別途オプション料金が発生します。 

※画像の画角は縦長/横長/正方形対応可能 

※欧文フォント、ボタンカラーは企画ごとに変更可能。 

※③の動画掲載はオプションでの制作もしくはクライアント様ご提供動画での実施が可能です。 

※本誌素材入稿の際は本誌4P以上からお申し込み可能です。★製品カタログの追加をご希望の場合は 

 別途オプション費用が発生いたします。 

①ヘッダー 

②スタイル 

③動画 

④インフォメーション 

★製品カタログ（オプション） 

PC 

① 

② 

③ 

★ 

④ 

② 

③ 

★ 

SP 

① 

④ 
製品カタログ 

製品カタログ 

※動画に変更する場合（③素材流用orクライアント様素材）N￥100,000 
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③リッチテンプレートタイアップ メニュー詳細 

原稿タイプ 

物撮影あり 素材入稿 本誌素材入稿(4P以上） 

テンプレートデザイン 
（PC/SP最適化） 

テンプレートデザイン 
（PC/SP最適化） 

テンプレートデザイン 
（PC/SP最適化） 

作成形式 HTML HTML HTML 

料金 
（4週間） 

G ¥1,500,000  
制作費N ¥600,000 

G ¥1,500,000   
制作費N ¥200,000 

G￥1,500,000 
（制作費込み） 

申込期限 30営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

25営業日前 
※素材入稿も同〆切 

本誌お申込みと同時 

想定PV 15,000～20,000PV 15,000～20,000PV 15,000～20,000PV 

原稿サイズ 2P~程度のボリューム 2P~程度のボリューム 2P~程度のボリューム 

リンク数 5種程度 5種程度 5種程度 

レポート あり あり あり 

オプション 
・ヘッダー枠を動画に変更する場合（素材流用orクライアント様素材） N￥100,000 
・製品カタログ（8点まで）N￥200,000 

撮影に 
関しまして 

・撮影ありプランは物撮影6～8カットを含んだ料金となります。 
・物撮影が9カット以上の場合は、1カット追加ごとに別途G¥100,000となります。 

素材入稿に 
関しまして 

・画像は8点までとなります。動画（最大1点まで）もカウントされます。 
・動画 1GB以内 / 動画アスペクト比: 1:1 or 16:9 / mov,mp4 
・画像 横幅1200px以上（縦幅は成り行き） 
※ロゴ・テキストが入った画像は不可となります。 

備考 
・撮影内容やご要望によっては、別途お見積もりとなる場合がございますので、予めご了承ください。 
・テーマ数追加の場合は別途お見積もりとなります。 
・本誌素材入稿の際は本誌4P以上からお申し込み可能です。 

合わせてP19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。 
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④記事テンプレートタイアップ 

扉ページ PC詳細ページ 

SP扉ページ SP詳細ページ 

SPUR.JPの編集企画と同じユーザーフレンドリーなテンプレート 
タイアップです。アイテムやサービスのバリエーションを 

ギャラリーのように見せたいときに最適です。 

原稿タイプ 

物撮影あり 素材入稿 

テンプレートデザイン
（PC/SP最適化） 

テンプレートデザイン
（PC/SP最適化） 

作成形式 CMS CMS 

料金 
（4週間） 

G ¥1,500,000  
制作費N ¥400,000 

G ¥1,500,000 
（制作費込み） 

申込・ 
オリエン期限 

30営業日前 
※撮影と制作内容により異なる 

25営業日前 
※素材入稿も同〆切 

想定PV 10,000～15,000PV 10,000～15,000PV 

リンク数 5種程度 5種程度 

原稿サイズ 
扉ページ:1Ｐ 

詳細ページ:5Ｐ 
扉ページ:1Ｐ 

詳細ページ:5Ｐ 

レポート あり あり 

入稿素材 
※推奨サイズ 

①カバー画像 1280×960px以上 
 カバー動画  1GB以内/アスペクト比: 1:1or16:9/mov,mp4 
② 記事画像 横幅1280px以上 ※縦・横・正方形可能 
※画像は8点までとなります。動画（最大1点まで）もカウント。 
※ロゴ・テキストが入った画像は不可となります。 
※動画の内容や素材によりお引き受けできない場合がございます。 

備考 

・撮影ありプランは物撮影6～8カットを含んだ料金となります。 
（９カット以上の場合は別途お見積もりとなります） 
・デザイン・企画等は、編集部任意となります。 
・動画の素材入稿の場合は別途N50,000円となります。 
・他ご要望内容によっては別途お見積もりとなります。 

サンプル 

スマートフォンでの挙動は 
こちらをご覧ください。 

合わせてP19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。 

動画配信 
も可能 
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原稿タイプ 

本誌素材入稿(本誌4P～） 本誌素材入稿 

テンプレートデザイン
（PC/SP最適化） 

テンプレートデザイン
（PC/SP最適化） 

作成形式 HTML CMS 

料金 
（4週間） 

G ¥1,500,000  
（制作費込み） 

G ¥800,000 
（制作費込み） 

申込・ 
オリエン期限 

本誌お申込みと同時 本誌お申込みと同時 

想定PV 15,000～20,000PV 5,000～8,000PV 

リンク数 5種程度 3種程度 

原稿サイズ 2P~程度のボリューム ニュース記事1P 

レポート あり あり 

備考 

 
【HTML】 

・テーマ数追加の場合は別途お見積もりとなります。 
・HTMLは本誌4P以上からお申し込み可能です。 
・製品カタログの追加･･･N￥200,000 
・ヘッダー枠を動画に変更･･･N￥100,000 
 
【CMS】 
・デザインや企画等は、編集部任意となります。 
・画像は3点までとなります。 
・本誌画像が3点以下の場合、クライアント様画像の追加可能 
 （横幅1280px以上推奨） 
・本誌素材二次使用料は別途。(担当までご確認ください） 
・動画はYouTubeも可。掲載可否有 
 （画像１点に含む。最大1動画） 
 

⑤本誌出稿クライアント様向けタイアップ 

SPUR本誌のタイアップ素材を流用し、SPUR.JPでも展開します。 
本誌4P以上のタイアップはHTMLにてリッチに制作します。 

CMS 
PCイメージ 

本誌素材 
流用 

合わせてP19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。 

CMS 
SPイメージ 

HTML 
（本誌４P以上） 
の詳細はP25～26 
をご覧ください 
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⑥取材・スナップ撮影型タイアップ 

物やスナップの撮影を行い、記事化。 
コーディネートや新作アイテム紹介に最適です。 

※デザインはイメージになります。 

SP PC 

原稿タイプ テンプレートデザイン（PC/SP最適化）※画像3点まで 

作成形式 CMS 

料金（4週間） G ¥1,100,000（制作費込み）※撮影費込み 

申込期限 28営業日前 ※内容により異なる ※オリエンなし 

想定PV 5,000～10,000PV 

原稿サイズ トピックス記事1P 

リンク数 3種程度 

レポート あり 

備考 

・デザインや企画等は、編集部任意となります。 
・原稿確認は1回となります。 
・撮影内容により別途お見積もりの場合がございます。 
・出演者については事前にご希望をお伺いし、調整させていただき 
 ますが、媒体のテイストと異なる場合やその他タイアップとの兼 
 ね合いで、ご希望にそえない可能性もございます。 
・モデルやタレントなどの起用につきましては、モジュールタイ 
 アップ以上のタイアップでお願いいたします。 
・ヘアメイク、スタイリングは、スナップに出演される方のセルフ 
 でお願いします。 
・画像は3点までとなります。 
 画像追加･･･100,000円/1点 
 クライアント様画像追加をご希望の場合、横幅1280px以上推奨 
・動画掲載はYouTubeのみ可能。掲載可否有 
 （画像１点に含む。最大1動画まで） 

合わせてP19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。 
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⑦動画ニュースパブ（ニュース記事） 

SPUR.JPのニュース記事にご提供の素材と動画を掲載して配信しま
す。 

お得な外部拡散パッケージプランもございます！ 

SP PC 

簡潔にわかりやすく 
ニュースをお届けする 
サマリー(要約)エリア 

・在庫状況によってはご案内が難しい期間がございますので、事前にお問い合わせください。 
・料金にはSPUR.JP記事制作及びご掲載費、外部誘導の設定・運用費が含まれております。 

動画ニュースパブ＋外部拡散 パッケージプラン 

メニュー 想定数 通常料金 パッケージ特別料金 

 Facebook ポストアド  クリック想定プラン 2,000 クリック G¥1,000,000 G¥900,000 (制作費込み)   

 Twitter プロモツイート クリック想定プラン 2,600 クリック G¥1.000,000 G¥900,000 (制作費込み)   

 Instagramリンク広告 imp想定プラン 714,000 imp G¥1,000,000 G¥900,000 (制作費込み)   

     LINE コラボアカウント広告 (Aプラン） 友だち数 約1,291,000人  G¥1,500,000 G¥1,300,000 (制作費込み) 

・LINEの友だち数は配信タイミングにより異なります。上記は2月末時点の数値になります。 
・LINE コラボアカウント広告はニュースパブ掲載開始日より遅れての配信となります。（詳細は担当まで） 
・サムネイルは静止画になります。 

原稿タイプ テンプレートデザイン（PC/SP最適化） 

作成形式 CMS 

料金（1掲載） G ¥500,000(制作費込み) 

申込期限 13営業日前 ※素材入稿も同〆切 ※オリエンなし 

※LINE コラボアカウントパッケージの場合は20営業日前 

想定PV 3,000～5,000PV 

原稿サイズ ニュース記事1P 

リンク数 3種程度 

入稿素材 

・動画 YouTubeのみ可能(掲載可否有) ※最大1動画まで 
・画像(2点まで) ※横幅1280以上推奨（png・jpg) 
・リリース資料（商品・サービス資料) 
・リンク先 

レポート 
なし ※レポートをご希望の場合：N¥50,000～（計測期間4週間) 
（外部拡散パッケージプランはレポート制作費込みの料金です） 

備考 

・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。 
・連日投稿をご希望の場合はご相談ください。 
・原稿確認は1回となります。 
・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。 
・誘導枠は他タイアップメニューと異なります。(別ページ参照) 
・記事は基本的にアーカイブ化されます。 
・内容に応じ、掲載カテゴリはTOPICSになる可能性がございます。 

合わせてP19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。 
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⑧ニュースパブ（ニュース記事） 

SPUR.JPのニュース記事にご提供の素材を掲載して配信します。 
お得な外部拡散パッケージプランもございます！ 

ニュースパブ＋外部拡散 パッケージプラン 

メニュー 想定数 通常料金 パッケージ特別料金 

 Facebook ポストアド  クリック想定プラン 2,000 クリック G¥900,000 G¥800,000 (制作費込み)   

 Twitter プロモツイート クリック想定プラン 2,600 クリック G¥900,000 G¥800,000 (制作費込み)  

 Instagramリンク広告 imp想定プラン 714,000 imp G¥900,000 G¥800,000 (制作費込み)  

     LINE コラボアカウント広告 (Aプラン） 友だち数 約1,291,000人  G¥1,400,000 G¥1,200,000 (制作費込み) 

SP 

簡潔にわかりやすく 
ニュースをお届けする 
サマリー(要約)エリア 

PC 

原稿タイプ テンプレートデザイン（PC/SP最適化） 

作成形式 CMS 

料金（1掲載） G ¥400,000(制作費込み) 

申込期限 13営業日前 ※素材入稿も同〆切 ※オリエンなし 

※LINE コラボアカウントパッケージの場合は20営業日前 

想定PV 3,000～5,000PV 

原稿サイズ ニュース記事1P 

リンク数 3種程度 

入稿素材 
・画像(3点まで) ※横幅1280以上推奨（png・jpg) 
・リリース資料（商品・サービス資料) 
・リンク先 

レポート 
なし ※レポートをご希望の場合：N¥50,000～（計測期間4週間) 
（外部拡散パッケージプランはレポート制作費込みの料金です） 

備考 

・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。 
・連日投稿をご希望の場合はご相談ください。 
・原稿確認は1回となります。 
・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。 
・誘導枠は他タイアップメニューと異なります。(別ページ参照) 
・記事は基本的にアーカイブ化されます。 
・内容に応じ、掲載カテゴリはTOPICSになる可能性がございます。 

・在庫状況によってはご案内が難しい期間がございますので、事前にお問い合わせください。 
・料金にはSPUR.JP記事制作及びご掲載費、外部誘導の設定・運用費が含まれております。 

・LINEの友だち数は配信タイミングにより異なります。上記は2月末時点の数値になります。 
・LINE コラボアカウント広告はニュースパブ掲載開始日より遅れての配信となります。（詳細は担当まで） 

合わせてP19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。 
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【スペシャルオプション】④テンプレートタイアップ ⑦⑧ニュースパブ 限定  

1記事あたり 
画像5点まで＋クレジット 

N ¥200,000 

画像12点まで＋クレジット 

N ¥200,000 

①スナップ追加オプション ②ギャラリー追加オプション 

対象メニュー 
⑧動画ニュースパブ 
⑨ニュースパブ 

対象メニュー 
⑤記事テンプレートタイアップ 

※5P×５点＝最大25点まで掲載可 

※画像はクライアント様のご支給となります。 ※画像はクライアント様のご支給となります。 
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PCタイアップ誘導枠 

PC TOPページ 

①PC メインビジュアル 1週間 1枠ローテーション 

②PC FEATURE小 掲載期間中※ 3枠ローテーション 

③PC FEATURE大 掲載期間中 1枠ローテーション 

④PC カテゴリメインビジュアル 掲載期間中 1枠ローテーション 

※ニュースパブの誘導枠は②1週間のみになります。 

PC カテゴリＴＯＰ 

PC その他ページ 

・各面の誘導枠位置は媒体任意になりますので、予めご了承ください。 
・商材に合わせたカテゴリーに掲載させていただきます。 
・タイアップ広告一覧のメニューが対象となります。 
 他各種オリジナルメニューは誘導枠が異なりますので、担当までご確認ください。 
・デザイン、掲出位置等が変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。 
・誘導枠には全てPR表記が入ります。 

PCタイアップ誘導枠 

※該当カテゴリのみ 

PC 企画ＴＯＰ 

※企画ＴＯＰは④なし 

② 

② 

④ 

② 

② 

② 

① 

② 

③ 
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SPタイアップ誘導枠・メールマガジン・SNS 

・各面の誘導枠位置は媒体任意になりますので、予めご了承ください。 
・商材に合わせたカテゴリーに掲載させていただきます。 
・タイアップ広告一覧のメニューが対象となります。 
 他各種オリジナルメニューの場合、誘導枠が異なりますので、担当までご確認ください。 
・デザイン、掲出位置等が変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。 
・誘導枠には全てPR表記が入ります。 

SP TOPページ 

SP カテゴリTOP 

SPタイアップ誘導枠 

⑤SP メインビジュアル 1週間 1枠ローテーション 

⑥SP FEATURE小 掲載期間中※ 1枠ローテーション 

⑦SP FEATURE大 掲載期間中 1枠ローテーション 

⑧SP FEATURE記事下 掲載期間中※ 3～4枠ローテーション 

⑨SP カテゴリメインビジュアル 掲載期間中 1枠ローテーション 

※該当カテゴリのみ 

その他ページ 企画TOP 

⑤ 

⑨ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

※ニュースパブの誘導枠は⑥⑧1週間のみになります。 

メールマガジン 

⑨SPUR会員 68,000通 2回配信 

⑩HAPPY PLUS会員 407,000通 1回配信 

回数・配信タイミング、 
投稿内容は編集部任意 

SNS 

⑧ 

※2019年5月末時点 
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タイアップ広告 オプション 
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タイアップ広告オプション① 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 2,400CL～ G ¥500,000～ P37 

② 
Aプラン 

(想定友だち数) 
約1,291,000人  G ¥1,000,000 

P38 

③ 
Bプラン 

(想定友だち数) 
約1,291,000人  G ¥2,000,000 

  

④ 想定クリック数 3,600CL～ G ¥700,000～ 

P39 

⑤ 想定再生数 72,000回～ G ¥700,000～ 

  

⑥ 想定クリック数 2,700CL～ G ¥700,000～ 

P40 

⑦ 想定再生数 66,000回～ G ¥700,000～ 

  

⑧ 想定imp数 921,000imp～ G ¥700,000～ 

P41 ⑨ 想定クリック数 1,300CL～ G ¥500,000～ 

⑩ 想定再生数 75,000回～ G ¥700,000～ 

⑪ 想定クリック数 3,200CL～ G ¥700,000～ 

P42 

⑫ 想定再生数 70,000回～ G ¥700,000～ 

  

⑬ 想定クリック数 3,800CL～ G ¥500,000～ 

P43 

⑭ 想定再生数 120,000回～ G ¥700,000～ 

  ⑯ 想定クリック数 5,000CL～ G ¥300,000～ P44 

  ⑰ 想定クリック数 6,250CL～ G ¥500,000～ P45 

⑱ 想定クリック数 5,000CL～ G ¥350,000～ P46 

PO配信 

ストーリーズ 

コンテンツディスカバリー 

※マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 

Ads Platform 

コラボアカウント 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー（LINE Ads Platform） 

 

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。 

メニュー 
料金 

2,400 
クリック想定 

G¥500,000 

3,400 
クリック想定 G¥700,000 

4,700 
クリック想定 G¥1,000,000 

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) 
・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 
 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。 

タイアップ記事 

Click！ 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー（LINE コラボアカウント広告)  

 LINE コラボアカウント広告とは 

「LINE」で開設されている雑誌「SPUR」の 
LINE 公式コラボアカウントより、 

商品・サービス告知メッセージ 
などを配信することができる広告商品です。 

メニュー 
タイアップ誘導プラン 

Aプラン Bプラン 

期間限定 
特別料金 G ¥1,000,000  G ¥2,000,000 

原稿サイズ 1吹き出し＋画像1/4 
1吹き出し＋画像1/4 

＋画像or動画 

友だち数 約1,291,000人  ※2019年5月末時点 

枠数 1日1社 

配信日 毎週月・火・水・金曜日 

配信時間 
22時15分 
※変更になる可能性がございます。(事前にご連絡いたします) 

配信可能な 
内容 

文章、画像、動画  
※弊社にて制作いたします。 
※動画はタイアップオプションの動画制作メニューお申込みのクライ 
 アント様が対象となります。 

誘導リンク タイアップページ(1URL） 

レポート あり 

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) 

・事前掲載可否が必須となります。可否の結果、掲載ができない場合がご 
 ざいますので、予めご了承ください。 
・競合調整はいたしません。 
・文章もしくは画像いずれかに「PR表記」「社名またはブランド名」が入 
 ります。 
・メディア側のトーン＆マナーに合わせ、編集・調整をさせていただく可 
 能性がございます。 
・1ブランド1シリーズの告知に限ります。 
・雑誌発売日前後は、配信調整の可能性がございますので、事前に配信可 
 能日を担当者までご確認ください。 
・内容や仕様に関する詳細は、別途お問い合わせください。 
・人体への効能効果に関わる、医薬部外品、医療機器、化粧品等について 
 の「口コミ」「個人の感想」等の掲載はNGとなります。その他規定は 
 LINEレギュレーションに準じます。  
・化粧品など審査に時間のかかる可能性のある場合、配信希望日をご相談 
 させていたく場合がございます。 

タイアップ誘導プラン 

タイアップオプションメニュー 

文章 

画像 
1/4 

サイズ 

Aプラン Bプラン 

文章 

画像 
1/4 

サイズ 

画像 
or 

動画 

SPURのLINE コラボアカウントより、SPURの友だちに向け 
クライアント様の商品・サービス訴求が行える 

スペシャルメニューです 

※LINE側の仕様の変更により吹き出し（文章） 
 の下部にプレビュー画像が表示されるように 
 なる可能性がございます。ご了承ください。 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー  (Twitter） 

タイアップ記事 
へ誘導 

メニュー 
料金 

（クリック） 

3,600 
クリック想定 

G¥700,000 

5,200 
クリック想定 

G¥1,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

101,000 
再生想定 

G¥700,000 

144,000 
再生想定 

G¥1,000,000 

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) 
・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。 
・運用期間は原則3週間と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 
 変動いたします。 
・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。 
・SPURアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

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。 

キーワード・ユーザー情報 
などでセグメント 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー  (Facebook） 

タイアップ記事 
へ誘導 

メニュー 
料金 

（クリック） 

2,700 
クリック想定 

G¥700,000 

3,800 
クリック想定 

G¥1,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

66,000 
再生想定 

G¥700,000 

95,000 
再生想定 

G¥1,000,000 

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) 
・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。 
・運用期間は原則3週間と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 
 変動いたします。 
・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。 
・SPURアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

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。 

Facebook 
インフィード 

性別・年齢・趣味関心
などでセグメント 
されたユーザー 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー  (Instagram） 

メニュー 
料金 

（imp） 

921,000 
imp想定 

G¥700,000 

1,250,000 
imp想定 

G¥1,000,000 

メニュー 
料金 

（クリック） 

１,300 
クリック想定 

G¥700,000 

1,700 
クリック想定 

G¥1,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

75,000 
再生想定 

G¥700,000 

107,000 
再生想定 

G¥1,000,000 

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) 
・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。 
・運用期間は原則3週間と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 
 変動いたします。 
・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。 
・動画は15秒までとなります。 
・SPURアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

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。 

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 

Like 

タイアップ記事 

Instagram 
インフィード 

Instagram 
ストーリーズ 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー (Facebook＋Instagram PO配信） 

× 
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。 

メニュー 
料金 

（クリック） 

3,200 
クリック想定 

G¥700,000 

4,200 
クリック想定 

G¥1,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

70,000 
再生想定 

G¥700,000 

101,000 
再生想定 

G¥1,000,000 

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) 
・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。 
・運用期間は原則3週間と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 
 変動いたします。 
・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。 
・動画は15秒までとなります。 
・SPURアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

Facebook 
インフィード 

Instagram 
インフィード 

Instagram 
ストーリーズ 

タイアップ記事 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー（Instagramストーリーズ広告） 

 

タイアップ記事 
へ誘導 

※イメージとなります。 

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。 

※静止画の場合は 
 5秒までとなります。 

メニュー 
料金 

（クリック） 

3,800 
クリック想定 

G¥700,000 

5,400 
クリック想定 

G¥1,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

120,000 
再生想定 

G¥700,000 

171,000 
再生想定 

G¥1,000,000 

時申込期限 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) 
・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。 
・運用期間は原則3週間と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 
 変動いたします。 
・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。 

・動画制作費は別途となります。詳細はP47ご覧ください。 
・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。 
・SPURアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

最長 
60秒まで 
配信可能 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー（Yahoo!コンテンツディスカバリー） 

タイアップ記事 

◆掲載パートナーサイト 

SPUR.JP×●● 
[提供リンク] 

NEWS[提供リンク] HAPPY PLUS[提供
リンク] 

HAPPY PLUS[提供
リンク] 

Click！ 

リトルフラワーの可憐な
乙女心に包まれて 

Yahoo!コンテンツディスカバリー導入メディアの 
記事下レコメンド枠に、ご掲載いただいたタイアップコンテンツ

を配信できるメニューです。掲載メディアの編集記事に 
溶け込んだ形でパーソナライズしてユーザーにリーチするため、 

強力な誘導を図ることができます。 

※2019年9月30日配信分までのメニューとなります。 

メニュー 
料金 

5,000 
クリック想定 

G¥300,000 

10,000 
クリック想定 

G¥550,000 

20,000 
クリック想定 

G¥1,100,000 

申込期限 タイアップ申込と同時 

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) 
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。(G30万円～) 
・ビューティ商材での実施はお受けできかねます。 
・事前に掲載可否審査が必要となります。 
・yahoo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。 
・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。 

マッチングに関しまして 

Yahoo!コンテンツディスカバリーは100以上のレコメンド要素
を機械学習していくアルゴリズムにより、ユーザー一人ひとり
に最適なコンテンツを選び出すことが可能です。 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー（Outbrain） 

Click！ 

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。 

タイアップ記事 

メニュー 
料金 

6,250 
クリック想定 

G¥500,000 

10,000 
クリック想定 

G¥800,000 

15,000 
クリック想定 

G¥1,200,000 

時申込期限 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) 
・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。（月～木の日本時間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。 
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タイアップ広告オプション① 外部誘導・拡散メニュー（popIn） 

Click！ 

大手新聞社・出版社・通信社などの優良メディアサイトの記事下
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。
広告は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。 

タイアップ記事 

メニュー 
料金 

5,000 
クリック想定 

G¥350,000 

10,000 
クリック想定 

G¥700,000 

15,000 
クリック想定 

G¥1,050,000 

時申込期限 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) 
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。(G35万円～) 
・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 
 変動いたします。  
・タイアップ記事公開日より、最短5営業日後の平日任意の広告 
 開始となります。 
・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。 
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タイアップ広告オプション② 動画制作メニュー 

※次ページの注意事項もあわせてご確認ください。 

メニュー 料金 想定秒数 オリエン 
動画 

コンテ 

① 
 モーショングラフィック 
 （撮影はなし） 

   タイアップの写真を活用し、 
   人物やアイテムをアニメーションような 
   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～ ○ ○ 

②  メイキング 
   撮影風景やオフショットなど、 
 タイアップ撮影時のメイキング動画として 
   構成します。 

 G ¥1,000,000～ 60秒 × × 

③  メイキング＆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、 撮影のメイキング 
   やオフショットと組み合わせて構成します。 

 G ¥1,200,000～  60秒 ○ × 

④  メイキング＆HOW TO 
   メイクなどのHOW TOと、撮影のメイキング 
   やオフショットを組み合わせて構成します。 

 G ¥1,200,000～  60秒 ○ ○ 

⑤  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～ ○ ○ 

・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。 
・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、⑤のオリジナルプランで対応させていただきます。 
・②③④⑤ 15秒版の制作をご希望の場合は、別途N¥100,000となります。 
・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なります。 
・動画をリサイズする場合はN¥50,000～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はできかねます） 
・その他、実施内容により別途お見積もりの場合がございます。 

オプション 

②メイキング ～ ⑤オリジナル 

 ・オーダーメイドタイアップ（撮影型のみ） 

 ・モジュール型タイアップ（撮影型のみ） 
 ・リッチテンプレートタイアップ（撮影型のみ） 
 ・記事テンプレートタイアップ（撮影型のみ） 

対象メニュー 

①モーショングラフィック 
 ・オーダーメイドタイアップ 
 ・モジュール型タイアップ 
 ・リッチテンプレートタイアップ 
 ・記事テンプレートタイアップ 
 ・本誌出稿クライアント様向けタイアップ 
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タイアップ広告オプション② 動画制作メニュー 注意事項 

撮影に関しまして 
・③④⑤の撮影は、撮影は１日想定（撮影移動箇所は都内近郊最大２箇所まで）です。 
 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 
・SPUR×ブランドクレジットまたはSPUR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） 
・本誌連動型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。 
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タイアップ広告オプション③ アンケート・ページ追加ほか 

目的別 オプションメニュー 料金 概要 

コンテンツ 
充実度アップ 

① 
モデルの指定・ 
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、別途お見積りいたします。 

② インフルエンサー起用 N ¥300,000～ 
ご指名の場合、出演者のランクにより、別途お見積りいたします。 
※モデルとしてのキャスティングとなります。 

③ 通販連動 別途ご相談 
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。 

インセンティブ・ 

ユーザーアンケート 
④ 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。 

表現力アップ 

⑤ 
タイアップページの 

ページ数追加 

HTML G ¥500,000/1P 

ウェブタイアップ広告などのタイアップのページ数を増やす場合。 モジュール G ¥300,000/1P 

CMS G ¥200,000/1P 

⑥ 取材撮影 

モデル撮影(モデル1名・2～3カット程度) 
   N ¥600,000円～ 

モデルの指定・撮影内容によっては別途お見積りいたします。 
 
※モデル撮影はオーダーメイドタイアップ・モジュール型タイアップ 
 のみ可 
※画像加工や素材の編集は別途お見積もりとなります。 

物撮影(最大8点) 
N ¥400,000円～ 

⑦ 動画 

撮影 P47参照 
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お見積りいたします。 

編集 N ¥300,000～ 
クライアント様がお持ちの動画を編集・加工し、ウェブページ上で配
信。ご要望の編集のレベルにより別途お見積りいたします。 

⑧ 
占い・診断チャート 
おみくじ・タロット 

G ¥700,000～ 

クラアント様の訴求内容に合わせて、制作が可能です。 
※モジュール型タイアップ（リッチプラン）以上対象 
※素材撮影が必要な場合は別途お見積もりとなります。 

拡散力アップ ⑨ 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。 

※ゲーム性のある企画やSNSとの連動企画など、クライアント様のご要望にあわせ、プランニングいたします。担当者までご相談ください。 
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SNSメニュー 

SNSのタイアップオプションメニューはP36~43をご覧ください。 
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【SNSメニュー①】 LINE コラボアカウント広告 スペシャルメッセージ 

メニュー スペシャルメッセージ 

期間限定 
特別料金 G ¥3,000,000  

友だち数 約1,291,000人  ※2019年5月末時点 

枠数 月8枠 (1週間に2枠まで) 

配信日 弊社営業日 

配信時間 22時15分 ※別途希望がある際は応相談 

原稿サイズ 最大3吹き出し1メッセージ 

配信可能な 
内容 

文章、画像、動画 
※リンクと併せてご入稿ください。別途詳細資料有 

誘導リンク クライアント様サイト (2URLまで) 

レポート あり 

申込期限 
配信希望の20営業日前 
※素材入稿も同〆切 
※事前掲載可否の日数（5営業日程度）は含まれません。 

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) 
・事前掲載可否が必須となります。可否の結果、掲載ができない場合がご 
 ざいますので、予めご了承ください。 
・競合調整はいたしません。 
・文章もしくは画像いずれかに「PR表記」「社名またはブランド名」が入 
 ります。 
・メディア側のトーン＆マナーに合わせ、編集・調整をさせていただく可 
 能性がございます。 
・1ブランド1シリーズの告知に限ります。 
・雑誌発売日前後は、配信調整の可能性がございますので、事前に配信可 
 能日を担当者までご確認ください。 
・内容や仕様に関する詳細は、別途お問い合わせください。 
・人体への効能効果に関わる、医薬部外品、医療機器、化粧品等について 
 の「口コミ」「個人の感想」等の掲載はNGとなります。その他規定は 
 LINEレギュレーションに準じます。  
・化粧品など審査に時間のかかる可能性のある場合、配信希望日をご相談 
 させていたく場合がございます。 

画像 

文章 

スペシャルメッセージ 

 LINE コラボアカウント広告とは 

「LINE」で開設されている雑誌「SPUR」の 
LINE 公式コラボアカウントより、 

商品・サービス告知メッセージ 
などを配信することができる広告商品です。 

 ※タイアップページへのリンクも可能です。詳細は営業までご相談ください。 

画像 
or 

動画 

SPURのLINE コラボアカウントより、SPURの友だちに向け 
クライアント様の商品・サービス訴求が行える 

スペシャルメニューです。 

※メッセージ最上部の吹き出し(文章)内には、 
 URLを記載いただくことはできません。 
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【SNSメニュー②】 LINE コラボアカウント広告 タイアップ誘導プラン 

 LINE コラボアカウント広告とは 

「LINE」で開設されている雑誌「SPUR」の 
LINE 公式コラボアカウントより、 

商品・サービス告知メッセージ 
などを配信することができる広告商品です。 

メニュー 
タイアップ誘導プラン 

Aプラン Bプラン 

期間限定 
特別料金 G ¥1,000,000  G ¥2,000,000 

原稿サイズ 1吹き出し＋画像1/4 
1吹き出し＋画像1/4 

＋画像or動画 

友だち数 約1,291,000人  ※2019年5月末時点 

枠数 1日1社 

配信日 毎週月・火・水・金曜日 

配信時間 
22時15分 
※変更になる可能性がございます。(事前にご連絡いたします) 

配信可能な 
内容 

文章、画像、動画  
※弊社にて制作いたします 
※動画はタイアップオプションの動画制作メニューお申込みのクライ 
 アント様が対象となります。 

誘導リンク タイアップページ(1URL） 

レポート あり 

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) 

・事前掲載可否が必須となります。可否の結果、掲載ができない場合がご 
 ざいますので、予めご了承ください。 
・競合調整はいたしません。 
・文章もしくは画像いずれかに「PR表記」「社名またはブランド名」が入 
 ります。 
・メディア側のトーン＆マナーに合わせ、編集・調整をさせていただく可 
 能性がございます。 
・1ブランド1シリーズの告知に限ります。 
・雑誌発売日前後は、配信調整の可能性がございますので、事前に配信可 
 能日を担当者までご確認ください。 
・内容や仕様に関する詳細は、別途お問い合わせください。 
・人体への効能効果に関わる、医薬部外品、医療機器、化粧品等について 
 の「口コミ」「個人の感想」等の掲載はNGとなります。その他規定は 
 LINEレギュレーションに準じます。  
・化粧品など審査に時間のかかる可能性のある場合、配信希望日をご相談 
 させていたく場合がございます。 

タイアップ誘導プラン 

タイアップオプションメニュー 

文章 

画像 
1/4 

サイズ 

Aプラン Bプラン 

文章 

画像 
1/4 

サイズ 

画像 
or 

動画 

SPURのLINE コラボアカウントより、SPURの友だちに向け 
クライアント様の商品・サービス訴求が行える 

スペシャルメニューです 

※メッセージ最上部の吹き出し(文章)内には、 
 URLを記載いただくことはできません。 
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【SNSメニュー③】 LINE DIGEST Spot for アカウントメディア 

 

 

 DIGEST Spot for アカウントメディアとは 

「SPUR NEWS」のLINE公式アカウントの 
リッチメッセージから誘導する 

記事広告メニューです。 

料金（1記事） 
Ⓐ画像 

 G ¥1,000,000 
Ⓑテキスト 

想定PV 8,000～12,000PV 

友だち数 379,000人 ※2019年5月時点 

枠数 1配信につき1社限定（ⒶⒷどちらかお選びください） 

配信可能日 毎週 水・金曜日 

誘導リンク 2URLまで 

レポート あり（PV数、クリック数などの簡易レポートになります) 

入稿素材 

・画像 縦1280×横640px（最大値/png・jpg)  
 ※テキストやロゴを含むものは不可 
・動画の場合はYoutube embedコード (Youtubeページにて再生)  
・リリース資料（商品・サービス資料) 
・リンク先 

原稿サイズ 

・Ⓐ画像640px×640px＋テキスト全角8文字以内 
・Ⓑテキスト全角12文字以内 
・LINEアカウントメディア内記事：見出し画像1点＋記事内画像は2 
 点まで+テキスト500文字程度推奨(見出し27文字以内含む） 
※詳細は別途資料をご覧ください。 

申込期限 30営業日前 ※事前掲載可否の日数（5営業日程度）は含まれません。 

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) 
・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。 
・広告には「PR表記」「社名またはブランド名」が入ります。 
・記事掲載期間は原則1ヶ月となります。 
・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。 
・誘導画像・テキスト及びLINEアカウントメディア内記事における、人体への効能効 
 果に関わる医薬部外品、医療機器、化粧品等についての「口コミ」「個人の感想」等 
 はNGとなります。タイアップで問題のない表現でもLINE審査でNGとなる場合がご 
 ざいます。 
・LINEアカウントメディア内記事からのリンク先に関しては、原則LINE審査の対象外 
 となりますが、リンク先が公序良俗に反する場合等はご相談をさせて頂くことがござ 
 います。  
・その他規定はLINE アカウントメディアのレギュレーションに準じます。 
・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。 
・記事の広告色が強すぎる場合、画像枠Aからテキスト枠Bに配信を変更させていただ 
 く場合もございます。 
・化粧品など審査に時間のかかる可能性のある場合、配信希望日をご相談させていたく 
 場合がございます。 

クライアント様 
サイト 

いちごメイク×いちごパフェ 

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 

Ⓑ 

Ⓐ画像 
Ⓑテキスト 
どちらか1つ 

お選びください 

Ⓐ 

LINEアカウント 
リッチメッセージ 

LINEアカウント 
メディア内 記事 

LINE公式アカウント「SPUR NEWS」限定の記事タイアップです。 
SPUR.JP編集部が制作した記事を配信し、 
クライアント様サイトへ誘導いたします。 
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【SNSメニュー④】 Facebook ＆ Instagram キャンバス広告（インスタントエクスペリエンス） 

特別料金 
（1記事） 

通常料金 G ¥1,800,000（制作費込み）→ 

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 
・Facebook オーガニック投稿 1回 

オプション 
Facebook＋Instagram ブースト広告（PO配信) 
G ¥200,000～（1,000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ブラウザからはアクセスできません。(アプリのみ対応) 
・オーガニック投稿以外はSPURアカウントフォロワーへの配信は 
 ございません。ご希望の場合は事前にお伝えください。 

Facebook ＆ Instagram 
モバイル・アプリ内 

モバイルニュースフィード 

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 

クライアント様 
サイト 

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「キャンバス広告」。 

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 
モバイル・アプリ内記事 

※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1,000クリック～)追加可能 

キャンバス広告（インスタントエクスペリエンス）とは 

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。 
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インフルエンサーマーケティング 

※別途詳細資料をご用意しております。 
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インフルエンサーマーケティングメニュー 

 

メニュー名 対象インフルエンサー ご掲載料金 

① スペシャルインフルエンサー 
SPUR本誌で活躍する 

モデル、タレント、スタイリスト他 
※次ページ参照 

都度お見積もり 

② 
編集部チョイスの 
インフルエンサー 

LMNDのインフルエンサー 
G ¥7 × フォロワー数 

（最低ご出稿額 G¥700,000～） 

※掲載可否は弊社の広告掲載基準に則り審査します。商材によってはお受けできない場合もございますので、ご了承ください。 
※本メニューは一部変更になる可能性がございますので、ご了承ください。 

別途詳細資料をご用意しております。お問い合わせは担当者まで。 

集英社のインフルエンサーマーケティングではInstagramを活用し、 
2つのパターンでインフルエンサーを起用可能です。 

 
 
①スペシャルインフルエンサー：SPUR本誌で活躍するモデル、タレント、スタイリスト他 
 
②編集部チョイスのインフルエンサー： LMND （※）のインフルエンサー 
※業務提携先であるレモネード社のインフルエンサーマーケティングプラットフォーム『LMND（レモネード）』(のべ3,000万フォロワー以上)を活用いたします。 
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スペシャルインフルエンサーのご紹介 

萬波ユカ 
モデル 

@yuka 

マスイユウ 
ファッションライター＆アイコン 

@yumasui 

畠山千明 
モデル 

@hatakeyama_chiaki 

山崎まどか 
コラムニスト 

@madokayamasaki 

Licaxxx 
DJ 

@licaxxx1 

椎名直子 
スタイリスト 

@natadecoco 
MICHIRU 

メイクアップアーティスト＆
ビューティディレクター 

@barbiemichiru 
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バナー広告一覧・注意事項 
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スマートフォンバナー広告 料金一覧 

No メニュー名 料金（1週間） 想定imp 掲載枠 

① SPビデオバナー 
1社 
独占 

G ¥9,500,000 5,546,000 
 ヘッダービデオバナー・インラインビデオ 
 フッターバナー ・レクタングルバナー 

② SPサイトジャック 

1社 
独占 

5枠 G ¥9,500,000 5,546,000 

 インパクトバナー（動画配信可) 
 ヘッダーバナー・フッターバナー  
 インラインバナー 

4枠 G ¥8,000,000 4,437,000 

3枠 G ¥6,500,000 3,328,000 

2枠 G￥5,000,000 2,218,000 

1枠 G￥3,500,000 1,109,000 

※お申込は決定優先とさせていただきます。 
※1社独占メニューが先に決定した場合、同期間にローテ配信メニューはお申込いただけません。 
 ローテ配信メニューが先に決定した場合、1社独占メニューはお申込いただけません。 
※「②SPサイトジャック」のインパクトバナー枠への動画配信は、別途G¥500,000/1枠～ G¥900,000/5枠となります。 

※インパクトバナー枠への動画配信可 
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No メニュー名 
料金 

(1週間) 
想定imp 掲載枠 

① 
スーパープレミアムヴィジョン  

(左右パネルあり) 
1社 
独占 

G ¥3,500,000 1,034,000 
 プレミアムヴィジョン・左右パネル・スーパーバナー 
 ラージレクタングルバナー・レクタングルバナー・インラインバナー 

② 
プレミアムヴィジョン  

(左右パネルなし) 
G ¥3,000,000 827,000 

 プレミアムヴィジョン 
 ラージレクタングルバナー・レクタングルバナー 

③ スーパー背景ジャック 
1社 
独占 

G ¥3,000,000 1,034,000 
 背景部分・スーパーバナー 
 ラージレクタングルバナー・レクタングルバナー・インラインバナー 

④ 背景ジャック G ¥2,200,000 517,000 
 背景部分 
 ラージレクタングルバナー 

PCバナー広告 料金一覧 

※お申込は決定優先とさせていただきます。 
※①～④での動画配信は、別途G¥500,000となります。 
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バナー広告ご掲載に関する注意事項 

掲載開始日 
月曜日（祝日の場合も）  
※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。 

・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 

スマートフォン 
① ② 動画：15営業日前の17時 

② 静止画 ：10営業日前の17時 

PC ①～④：15営業日前の17時 

掲載 

・SPメニュー②は1社独占の場合のみ、2クリエイティブまで掲載可能。 
 他は1社につき、1配信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。 
・１社独占メニュー以外は、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。（原則、競合排除はいたしません。） 
・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。 
・サイトデザインは変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。 
 またデザイン変更に伴い、掲出面が変更になる場合がございますので、事前に担当者までお問い合わせください。 
・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。 
・第三者配信タグによってはうまく表示がされない場合がございますので、予めご了承ください。 
・クリエイティブ容量により、読み込み速度に影響がございますことをご了承ください。 

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。 

別途お見積もり・ 
追加料金となる場合 

・大容量も可能です。 
 リッチアドの大容量配信に関しまして、２MB～4MBをご希望の場合は大容量配信費としてプラス500,000円となります。 
・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は、別途制作費がかかります。 

 4MB以上は別途お見積もりとなりますので、担当者までご連絡ください。 
・ご入稿〆切を過ぎた場合は、別途お見積もりとなります。 

原稿差し替え 不可 

その他 
・想定imp数は1ヵ月間の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ので、予めご了承ください。 
・想定imp数の乖離が10％以下の場合は補填対象外となります。 
・仕様が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。（制作規定は都度担当までご確認ください） 

→ 原稿規定に関しては別紙資料をご確認ください。 
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スマートフォンバナー広告 
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①SPビデオバナー 

料金 
(1週間) G ¥9,500,000 

想定imp 5,546,000 

掲載面 

A.ヘッダービデオバナー 
C.インラインビデオ 

全エリア 
※コレクションスライドページ・タイ 
 アップ他一部除外ページ有 

B.フッターバナー 
全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 

D.インリードバナー ポートレイト 

E.AMPインラインバナー AMP 

レポート imp数、クリック数、動画再生数 

期間保証 1社独占 

動画 
 
 

端末既定のプレイヤー 
で動画再生 

動画を最後まで再生すると 
自動的にクライアント様 

サイトへ遷移 

ティザー動画  
(15秒) A 

ティザー動画  
(15秒ループ) 

B オーバーレイ表示 

C 

ティザー動画  
(15秒ループ) 

ヘッダー動画バナー 

インライン 
動画バナー 

タップ 

タップ 

※デザイン変更に伴い、掲出面や一部挙動が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

合わせてP61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。 

D 

ポートレイトページ AMP 

E 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  64 

②SPサイトジャック 

期間保証 

料金 
(1週間) 

枠数 料金 想定imp 
オプション 

動画配信料金 
(インパクトバナー) 

5枠 G ¥9,500,000 5,546,000 G ¥900,000 

4枠 G ¥8,000,000 4,437,000 G ¥800,000 

3枠 G ¥6,500,000 3,328,000 G ¥700,000 

2枠 G ¥5,000,000 2,218,000 G ¥600,000 

1枠 G ¥3,500,000 1,109,000 G ¥500,000 

掲載面 

A.インパクトバナー 

全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 
※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。 

B.ヘッダーバナー 
C.フッターバナー 
D.インラインバナー② 

全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 

E.インリード ポートレイト 

F.AMPインラインバナー AMP 

レポート imp数、クリック数、（動画再生数） 

※デザイン変更に伴い、掲出面や一部挙動が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 A 

インパクトバナー 
は動画配信も可能！ 

ティザー動画 
(15秒ループ) 

 
 

ブランドサイトへ 

外部リンク 

再生中に 
クリックすると 
プレイヤー 
が起動 

A 

① 

② 
C 

B 

オーバーレイ表示 

ティザー動画  
(15秒) 

C オーバーレイ表示 

A 

C 

オーバーレイ表示 

② 

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。 

合わせてP61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。 

C 

D 

1社独占 

E 

ポートレイトページ 

F 

AMP 
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PCバナー広告 
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A 

C 

D 

E 

① 

① 

① 

B B 

F 

①スーパープレミアムヴィジョン（左右パネルあり） 

料金 
(1週間) G ¥3,500,000 

想定imp 1,034,000 

掲載面 

A.プレミアムヴィジョン 
B.左右パネル 
E.インラインバナー③ 
F.スーパーバナー 

全エリア 
※コレクションスライドページ・タイ 
 アップ他一部除外ページ有 

C.ラージレクタングルバナー① 
D.レクタングルバナー① 

全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 

E.インラインバナー① TOPページ・カテゴリTOP・企画TOP 

C.ラージレクタングルバナー② 
D.レクタングルバナー② 
E.インラインバナー② 

TOPページ・カテゴリTOP 

D.レクタングルバナー① ポートレイトページ他 

レポート 
imp数、クリック数、パネルごとの表示回数（複数パネルの場合） 
クリック数、（動画再生数） 

表示形式 

【プレミアムビジョン部分が複数クリエイティブの場合】 
 パネル3～5枚/左右ボタンクリックでスライド 
【その他】貼り付け 
※動画配信の場合、表示形式が変更になる可能がございます。 
 担当までお問い合わせください。 

備考 
・プレミアムヴィジョン実施の際には、エキスパンド実施は不可となります。 
・リッチアドの大容量配信（２MB～4MB）や動画配信をご希望される場合は、 
 プラスG¥500,000となります。 

期間保証 1社独占 1社独占 

3～5クリエティブも掲載可！ 
 動画配信も可！ 

複数パネル 
もOK 

C 

D 

E 

E 

② 

② 

② 

③ 

※デザイン変更に伴い、掲出面や一部挙動が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

合わせてP61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。 
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A 

B 

C 

① 

① 

②プレミアムヴィジョン（左右パネルなし） 

期間保証 

3～5クリエティブも掲載可！ 
 動画配信も可！ 

複数パネル 
もOK 

料金 
(1週間) G ¥3,000,000 

想定imp 827,000 

掲載面 

A.プレミアムヴィジョン 
全エリア 
※コレクションスライドページ・タイ 
 アップ他一部除外ページ有 

B.ラージレクタングルバナー① 
C.レクタングルバナー① 

全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 

B.ラージレクタングルバナー② 
C.レクタングルバナー② 

TOPページ・カテゴリTOP 

表示形式 

【プレミアムビジョン部分が複数クリエイティブの場合】 
 パネル3～5枚/左右ボタンクリックでスライド 
【その他】貼り付け 
※動画配信の場合、表示形式が変更になる可能がございます。 
 担当までお問い合わせください。 

レポート imp数、クリック数、パネルごとの表示回数・クリック数、（動画再生数） 

備考 
・プレミアムヴィジョン実施の際には、エキスパンド実施は不可となります。 
・リッチアドの大容量配信（２MB～4MB）や動画配信をご希望される場合は、 
 プラスG¥500,000となります。 

B 

C 

② 

② 

※デザイン変更に伴い、掲出面や一部挙動が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

合わせてP61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。 
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③スーパー背景ジャック 

料金 
(1週間) G ¥3,000,000 

想定imp 1,034,000 

掲載面 

A.背景部分 
D.インラインバナー③ 
E.スーパーバナー 

全エリア 
※コレクションスライドページ・タイ 
 アップ他一部除外ページ有 

B.ラージレクタングルバナー① 
C.レクタングルバナー① 

全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 

D.インラインバナー① TOPページ・カテゴリTOP・企画TOP 

B.ラージレクタングルバナー② 
C.レクタングルバナー② 
D.インラインバナー② 

TOPページ・カテゴリTOP 

C.レクタングルバナー① ポートレイトページほか 

レポート imp数、クリック数 

表示形式 
【プレミアムビジョン部分が複数クリエイティブの場合】 
 パネル3～5枚/左右ボタンクリックでスライド 
【その他】貼り付け 

備考 
・リッチアドの大容量配信（２MB～4MB）や動画配信をご希望される場合は、 
 プラスG¥500,000となります。 

期間保証 1社独占 

A 

C 

D 

B 

① 

① 

① 

E 

B 

C 

D 

D 

② 

② 

② 

③ 

※デザイン変更に伴い、掲出面や一部挙動が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

合わせてP61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。 
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④背景ジャック 

料金 
(1週間) G ¥2,200,000 

想定imp 571,000 

掲載面 

A.背景部分 
全エリア 
※コレクションスライドページ・タイ 
 アップ他一部除外ページ有 

B.ラージレクタングルバナー① 
全エリア 
※タイアップ他一部除外ページ有 

B.ラージレクタングルバナー② TOPページ・カテゴリTOP・企画TOP 

レポート imp数、クリック数 

備考 
・リッチアドの大容量配信（２MB～4MB）や動画配信をご希望される場合は、 
 プラスG¥500,000となります。 

期間保証 

A 

B 

① 
B 

② 

※デザイン変更に伴い、掲出面や一部挙動が変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

合わせてP61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。 
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メールマガジン広告 
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スペシャルメール広告（HTML・テキスト） 

 

料金 G ¥20/通 

最低配信通数 10,000通 

配信日 
任意の弊社営業日（土日祝日を除く） 
※配信時間につきましては、弊社にお任せください。 

掲載枠数 1枠/日 ※1日1社限定 

外部リンク数 最大5URL 

入稿締切 
テキスト：5営業日前の17時 
HTML  ：10営業日前の17時 

レポート 

・メール配信日を含め1週間分のクリック数を集計いたします。 
・クリック数集計期間（１週間）より7営業日後にレポートを提出いたします。 
・速報値など、弊社定形外のレポート報告をご希望される場合は、別途お見積もりを 
 させていただきます。 
・競合他社が別枠で表示されることがございます。（競合排除はいたしません。） 

備考 

・掲載の際はあらかじめ企業及び企画審査が必要となります。 
・競合調整はいたしません。 
・原稿規定に関しては別紙資料をご確認ください。 
・セグメント提案は2回までとさせていただき、3回目以降は1万円/回となります。 

ターゲティング可能属性 

①年齢 1歳きざみ 

②居住地 都道府県 

③性別 男性、女性 

④未既婚 既婚、未婚 

⑤子供 有、無 

⑥職業 

小学生、中学生、高校生、専門学校生、短期・大学・大学院生、 
会社員（役員・管理職）、会社員（総合職・一般職）、公務員、自営業、 
契約・派遣社員、パート・アルバイト、 
専業主婦、家事手伝い・無職、その他 

スペシャルメール 
（HTML） 

スペシャルメール 
（テキスト） 

※イメージです。 
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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・注意事項・広告掲載規定 

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 
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お問い合わせ 

株式会社集英社 広告部 

電話 ：03-3230-6202 

「SPUR」の名のもとに 
新しいチャレンジを続けていく『SPUR.JP』への 
ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。 
 
ご質問やご相談は下記担当者までお気軽に 
お問い合わせください。 
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