編集部公式Instagram
広告メニューのご案内
2021年4月-2021年9月

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

メニューのご案内
編集部公式アカウントのInstagram広告メニューのご案内です。
商品をビジュアルで訴求したいクライアント様におすすめのプランです。

メニュー

編集部公式Instagram
投稿プラン
（フィード）

編集部公式Instagram
投稿プラン
（ストーリーズ）

媒体

料金

Seventeen・MORE・BAILA・Marisol・éclat

G¥400,000

MEN’S NON-NO

G¥500,000

non-no

G¥600,000

MORE・BAILA・LEE・Marisol・éclat

G¥500,000

Seventeen・MEN’S NON-NO・SPUR

G¥600,000

non-no・MAQUIA

G¥700,000

※詳細は媒体別メニューページをご覧ください。
(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
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メニューのご案内
編集部公式アカウントのInstagram広告メニューのご案内です。
商品をビジュアルで訴求したいクライアント様におすすめのプランです。
メニュー

編集部公式Instagram
タイアップオプションプラン
（フィード）

編集部公式Instagram
タイアップオプションプラン
（ストーリーズ）

媒体

料金

Seventeen・MORE・BAILA・LEE・Marisol・eclat

G¥200,000

MEN’S NON-NO

G¥250,000

non-no・MAQUIA

G¥300,000

SPUR

G¥500,000

MORE・BAILA・LEE・Marisol・eclat

G¥300,000

MEN’S NON-NO

G¥400,000

Seventeen・non-no・MAQUIA

G¥500,000

※詳細は媒体別メニューページをご覧ください。
(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
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編集部公式Instagram 投稿プラン（Seventeen・フィード）
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。

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

素材入稿
もしくは
編集部制作

投稿日
投稿回数/内容
申込期限

素材入稿

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）

・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

クリエイティブ

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。

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

・編集部制作の静止画は基本的 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）
・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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。
・モデル名はハッシュタグとし てお選 びいた だけ ません 。
・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。

商品
資料

画像

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。

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（Seventeen・ストーリーズ）

ストーリーズ

Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

料金

※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

投稿日
商品
資料

click

クライアント様
サイト
クライアント様
Instagram
アカウント

画像

投稿回数/内容

申込期限

クリエイティブ
※イメージとなります。

公式Instagramページに
2週間ハイライト

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G ¥600,000
24時間（1投稿)
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。
媒体公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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、Ｗｅ ｂ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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（non-no・フィード）
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。

G¥600,000

料金

※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。

素材入稿
もしくは
編集部制作

投稿期間

投稿日
投稿回数/内容

素材入稿

申込期限
商品
資料

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。
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。

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

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 。
・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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

画像

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（non-no・ストーリーズ）

ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

G¥700,000

料金

※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)

素材入稿
商品
資料

クライアント様
サイト

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。

click
クライアント様
Instagram
アカウント

画像

投稿回数/内容

申込期限

※イメージとなります。

クリエイティブ

non-no
公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

non-no公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
non-no公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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 。
・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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出
・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（MORE・フィード）
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。

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。

素材入稿
もしくは
編集部制作

投稿期間

投稿日
投稿回数/内容

素材入稿

申込期限

商品
資料

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。

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

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、Ｗｅ ｂ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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

画像

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（MORE・ストーリーズ）
ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

料金

※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

素材入稿

投稿日
商品
資料

クライアント様
サイト

click

画像

クライアント様
Instagram
アカウント

※イメージとなります。

MORE
公式Instagramページに
2週間ハイライト

投稿回数/内容

申込期限

クリエイティブ

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G¥500,000
24時間（1投稿)
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。
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
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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、Ｗｅ ｂ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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出

・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)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（BAILA・フィード）
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。

料金

G¥400,000
※編集部制作（静止画・動画）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

投稿日

素材入稿
投稿回数/内容
商品
資料

画像
申込期限

素材入稿
もしくは
編集部制作

クリエイティブ

イメージ

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。
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。

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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。
・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5つまでご 指定 いただ けます 。(媒 体名、 便益主 体明 示はの ぞく)
・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
ンド名などを入れさせていた だきま す。な お、 ＷＯＭ マーケ ティ ング協 議会（ ＷＯ Ｍ
Ｊ）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。

-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）

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（BAILA・ストーリーズ）

ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

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)

素材入稿
商品
資料

クライアント様
サイト

投稿日

click
クライアント様
Instagram
アカウント

画像

投稿回数/内容

申込期限

※イメージとなります。

クリエイティブ

公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

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

・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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 。
・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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出

・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)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（LEE・ストーリーズ）

ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

※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

素材入稿
商品
資料

クライアント様
サイト

投稿日

click
クライアント様
Instagram
アカウント

画像

投稿回数/内容

申込期限

※イメージとなります。

クリエイティブ

公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G ¥500,000

料金

24時間（1投稿)

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。
媒体公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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、Ｗｅ ｂ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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出
・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（Marisol・フィード）
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。

G¥400,000

料金

※編集部制作（静止画・動画）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

素材入稿

素材入稿
もしくは
編集部制作

投稿日

投稿回数/内容

商品
資料

申込期限

画像
クリエイティブ

イメージ

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。
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。
媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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。
・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 確掲載 可否 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5つまでご 指定 いただ けます 。(媒 体名、 便益主 体明 示は除 く）
・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「Sponsor ed 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させて いただ きます 。な お、Ｗ ＯＭマ ーケ ティン グ協議 会（ Ｗ
ＯＭＪ）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。

-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。
・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（Marisol・ストーリーズ）

ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

G¥500,000

料金

※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)

素材入稿
商品
資料

クライアント様
サイト

click
画像

クライアント様
Instagram
アカウント

投稿日

投稿回数/内容

申込期限

※イメージとなります。
クリエイティブ

Marisol
公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート
備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

Marisol公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
Marisol公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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 。
・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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。
・モデル名はハッシュタグとし てお選 びいた だけ ません 。

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数

・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（eclat・フィード）
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。

料金

G¥400,000
※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。

素材入稿
もしくは
編集部制作

投稿期間

投稿日
投稿回数/内容

素材入稿

申込期限

商品
資料

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。
媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は2点まで）

・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

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 。
・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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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）
・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。

画像

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。

詳細は担当までご連絡ください。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（eclat・ストーリーズ）

ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

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。

G¥500,000
素材入稿
もしくは
編集部制作

料金
※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)

素材入稿
商品
資料

クライアント様
サイト

クライアント様
Instagram
アカウント

画像

投稿日

投稿回数/内容

申込期限

※イメージとなります。

クリエイティブ

eclat
公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート
備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

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

・素材入稿：10営業日前 ※素材入稿同〆切
・物撮影：20営業日前

・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 。
・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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。
・モデル名はハッシュタグとし てお選 びいた だけ ません 。

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数
・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（MAQUIA・ストーリーズ）

ストーリーズ
Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部制作

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。

料金

※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

投稿日

商品
資料

click

クライアント様
サイト
クライアント様
Instagram
アカウント

画像

投稿回数/内容

申込期限

※イメージとなります。
クリエイティブ

公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G ¥700,000

24時間（1投稿)
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。

媒体公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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 。
・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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出
・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（MEN’S NON-NO・フィード）
クライアント様の商品情報・画像を
媒体の公式Instagramアカウントから投稿いたします。

G¥500,000

料金

編集制作費を別途いただきます。動画制作につきましてはご相談ください。
投稿期間

編集部制作

投稿日
投稿回数/内容
申込期限

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。
媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿（写真は1点まで）

・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

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、Ｗｅ ｂ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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

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。

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram 投稿プラン（MEN’S NON-NO・ストーリーズ）

ストーリーズ

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。

G ¥600,000
Instagram
ストーリーズ

料金

素材入稿
もしくは
編集部制作

※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

投稿日

商品
資料

クライアント様
サイト

click

投稿回数/内容
クライアント様
Instagram
アカウント

画像

申込期限

※イメージとなります。
クリエイティブ

公式Instagramページに
2週間ハイライト

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

24時間（1投稿)

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。
媒体公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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、Ｗｅ ｂ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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出

・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram 投稿プラン（SPUR・ストーリーズ）

ストーリーズ

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。
キャンペーン価格

Instagram
ストーリーズ

素材入稿
もしくは
編集部撮影

素材入稿

料金

クライアント様
サイト

click
画像

クライアント様
Instagram
アカウント

※イメージとなります。

SPUR
公式Instagramページに
2週間ハイライト

投稿期間

投稿回数/内容

申込期限

クリエイティブ

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G¥800,000→

G¥600,000

※編集部撮影の場合はN¥300,000～となります。

投稿日

商品
資料

通常価格

24時間（1投稿)
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。

媒体公式Instagramアカウントにてストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
・素材入稿：10営業日前
・物撮影：20営業日前

※素材入稿同〆切

・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。
・素材提供の場合、原則SPURの ストー リー ズ用デ ザイン に加 工させ ていた だき ますが 、
加工NGの場合はお引き受けできな い場合 がご ざいま す。
・編集部撮影の静止画（2～3カット ）、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。
・編集撮影の場合、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。
・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 。
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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 。
・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。

・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業日後ご提出
・マージンは一律20％となります。( 代理店 様、レ ップ 様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（Seventeen・フィード）
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。

料金

本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

Instagram
フィード

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容
申込期限

アプリタイアップ
クリエイティブ

※イメージとなります。

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G¥200,000
基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやアプリタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）
タイアップと同時お申込み
・画像・テキストに関しては弊社にてタイアップで使用している素材のみで作成いたします。
・動画は、タイアップにて作成及び使用した動画のみとなります。
尺が合わない場合は別途修正費用をいただくことがございます。
・タイアップで起用したモデルによっては、プランをご利用できない場合があります。
事前にご確認をお願いします。
・インスタグラム投稿内でのモデル/各種競合排除はいたしません。
・投稿内容を事前にご確認いただけますが、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5つまでご指定いただけます。（媒体名、便益主体明示はのぞく）
・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
などを入れさせていただきます。なお、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。
・モデル名はハッシュタグとしてお選びいただけません。
・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。

-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。
・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（Seventeen・ストーリーズ）
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
Seventeen公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ

料金
本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間
投稿日

投稿回数/内容
クライアント様
サイト

click
アプリタイアップ

申込期限

G¥500,000
24時間（1投稿)
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

Seventeen公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
Seventeen公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。

クライアント様
Instagram
アカウント
ST channel
タイアップページ
（ブラウザ版）

・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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。
クリエイティブ

・＃（ハッシュタグ）は2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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 。

※イメージとなります。

・#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。

Seventeen
公式Instagramページに
2週間ハイライト

・モデル名はハッシュタグとし てお選 びいた だけ ません 。

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数

・マージンは一律20％となります。（代理店様、レップ様含む）
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（non-no・フィード）
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。

G¥300,000

料金
50周年
特別価格

ニュースパブ(P22)“との
お得なパッケージプランあり！
詳しくはP9へ！！
Instagram
フィード

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容
申込期限

本誌タイアップ

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）
タイアップと同時お申込み

クリエイティブ

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。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

・画像・ テキ ストに 関して は弊 社にて タイア ップ で使用 してい る素 材のみ で作成 いた します 。
・動画は、Webタイアップ にて作 成及 び使用 した動 画の みとな ります 。
尺が合わない場合は別途修正 費用を いただ くこ とがご ざいま す。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

WEBタイアップ

※イメージとなります。

基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやWEBタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（non-no・ストーリーズ）
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
non-no公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

Instagram
ストーリーズ

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容
申込期限

click

G¥500,000

料金

non-no Web
タイアップページ

24時間（1投稿)
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
non-no公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
non-no公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。

Webタイアップ

・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。

クリエイティブ

・投稿内容を事前にご確認いた 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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）

※イメージとなります。

・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

non-no
公式Instagramページに
2週間ハイライト

・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

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数

・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（MORE・フィード）
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。
料金

投稿期間

本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

投稿日

投稿回数/内容

申込期限

基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやWEBタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）

タイアップと同時お申込み

クリエイティブ

・画像・ テキ ストに 関して は弊 社にて タイア ップ で使用 してい る素 材のみ で作成 いた します 。
・動画は、Webタイアップ にて作 成及 び使用 した動 画の みとな ります 。
尺が合わない場合は別途修正 費用を いただ くこ とがご ざいま す。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

WEBタイアップ

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G¥200,000

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・配信⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（MORE・ストーリーズ)
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

Instagram
ストーリーズ

タイアップ
使用素材
で制作

料金

投稿期間
投稿日

投稿回数/内容
申込期限

click

タイアップページ

G¥300,000
24時間（1投稿)
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
non-no公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
non-no公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト

タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。

・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
クリエイティブ

タイアップ記事

・投稿内容を事前にご確認いた 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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）

※イメージとなります。

・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

MORE
公式Instagramページに
2週間ハイライト

・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

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数

・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)

25

編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（BAILA・フィード)
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。
本誌タイアップ

WEBタイアップ

料金
投稿期間

投稿日
投稿回数/内
容

申込期限

タイアップ
使用素材
で制作

クリエイティブ

レポート

G¥200,000
基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやWEBタイアップ
掲載期間中のみとさせていただきます。

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）

タイアップと同時お申込み

・画像・テキストに関しては弊社にてタイアップで使用している素材のみで作成いたします。
・動画は、Webタイアップにて作成及び使用した動画のみとなります。
尺が合わない場合は別途修正費用をいただくことがございます。
・タイアップで起用したモデルによっては、プランをご利用できない場合があります。
事前にご確認をお願いします。
・インスタグラム投稿内でのモデル/各種競合排除はいたしません。
・投稿内容を事前にご確認いただけますが、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5つまでご指定いただけます。（媒体名、便益主体明示はのぞく）
・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
ド名などを入れさせていただきます。なお、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。

-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。

備考
イメージ

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（BAILA・ストーリーズ)
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
BAILA公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

Instagram
ストーリーズ

タイアップ
使用素材
で制作

料金

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容

click

G ¥300,000
24時間（1投稿)
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

媒体公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト

タイアップページ
申込期限

タイアップと同時お申込み

Webタイアップ

※イメージとなります。

クリエイティブ

公式Instagramページに
2週間ハイライト

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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2つまでご 指定 いただ けます 。
（媒体名、便益主体明示はのぞ く）
・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させていた だきま す。な お、 ＷＯＭ マーケ ティ ング協 議会（ ＷＯ Ｍ
Ｊ）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。

・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業日後ご提出
・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)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（LEE・フィード）
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。

G¥200,000

料金

Instagram
フィード

本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容
申込期限

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）
タイアップと同時お申込み

クリエイティブ

・画像・ テキ ストに 関して は弊 社にて タイア ップ で使用 してい る素 材のみ で作成 いた します 。
・動画は、Webタイアップ にて作 成及 び使用 した動 画の みとな ります 。
尺が合わない場合は別途修正 費用を いただ くこ とがご ざいま す。
・タイアップで起用したモデル によっ てはプ ラン をご利 用でき ない 場合や 、別途 料金 がかか
る場合があります。事前にご 確認を お願い しま す。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。
・外部リンクの設置はいたしま せん。
・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）
・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。

WEBタイアップ

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやWEBタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（LEE・ストーリーズ）
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
LEE公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ

G ¥300,000

料金

Instagram
ストーリーズ

本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容
Webタイアップ

click

タイアップページ

申込期限

※イメージとなります。

クリエイティブ

公式Instagramページに
2週間ハイライト

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

24時間（1投稿)

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

媒体公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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2つまでご 指定 いただ けます 。
（媒体名、便益主体明示はのぞ く）
・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させていた だきま す。な お、 ＷＯＭ マーケ ティ ング協 議会（ ＷＯ Ｍ
Ｊ）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。

・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業日後ご提出
・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（Marisol・フィード)

本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。
本誌タイアップ

WEBタイアップ

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容

申込期限

タイアップ
使用素材
で制作

クリエイティブ

レポート

※イメージとなります。

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G¥200,000

料金

備考

基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使 用する 場合は 、本 誌タイ アップ やＷ ＥＢ
タイアップ掲載期間中のみと させて いただ きま す。
土日祝を除く営業日（タイアッ プ掲載 日以降 でご 相談く ださい ）
※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。
媒体の公式Instagramアカウ ントに て1回投 稿
（写真はタイアップ掲載カット より2点 まで）

タイアップと同時お申込み
・画像・テキストに関しては弊社にてタイアップで使用している素材のみで作成いたします。
・動画は、Webタイアップにて作成及び使用した動画のみとなります。
尺が合わない場合は別途修正費用をいただくことがございます。
・タイアップで起用したモデルによっては、プランをご利用できない場合があります。
事前にご確認をお願いします。
・インスタグラム投稿内でのモデル/各種競合排除はいたしません。
・投稿内容を事前にご確認いただけますが、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5つまでご指定いただけます。（媒体名、便益主体明示はのぞく）
・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
などを入れさせていただきます。なお、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。
-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。

・マージンは一律20％となります。 （代理 店様、 レッ プ様含 む）
・掲載⾯は「フィード」になり ます。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（Marisol・ストーリーズ)
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
Marisol公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

Instagram
ストーリーズ

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容

申込期限

click

Webタイアップ

G¥300,000

料金
24時間（1投稿)

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
Marisol公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
Marisol公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み

タイアップページ
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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。
クリエイティブ

※イメージとなります。

・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

Marisol
公式Instagramページに
2週間ハイライト

・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。
・モデル名はハッシュタグとし てお選 びいた だけ ません 。

レポート
備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・＃（ハッシュタグ）は2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数

・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（eclat・フィード）
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。
料金

投稿期間

投稿日

本誌タイアップ
投稿回数/内容
申込期限

基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやWEBタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）

タイアップと同時お申込み

クリエイティブ

・画像・ テキ ストに 関して は弊 社にて タイア ップ で使用 してい る素 材のみ で作成 いた します 。
・動画は、Webタイアップ にて作 成及 び使用 した動 画の みとな ります 。
尺が合わない場合は別途修正 費用を いただ くこ とがご ざいま す。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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）
・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。

WEBタイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

G¥200,000

※イメージとなります。

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)
・掲載⾯は「フィード」になります。

詳細は担当までご連絡ください。
(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（eclat・ストーリーズ）
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
eclat公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

Instagram
ストーリーズ

タイアップ
使用素材
で制作

料金
投稿期間

投稿日

投稿回数/内容

click

Web eclat
タイアップページ

申込期限

Webタイアップ

G¥300,000
24時間（1投稿)
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

eclat公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
eclat公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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。

※イメージとなります。

クリエイティブ

・＃（ハッシュタグ）は2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

eclat
公式Instagramページに
2週間ハイライト

・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。

・モデル名はハッシュタグとし てお選 びいた だけ ません 。

レポート
備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・掲載画⾯キャプチャ
・インプレッション数
・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（MAQUIA・フィード)

本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。
本誌タイアップ

WEBタイアップ
料金

投稿期間

投稿日
投稿回数/内容

申込期限

タイアップ
使用素材
で制作

クリエイティブ

レポート

イメージ

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

備考

G¥300,000
基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやWEBタイアップ
掲載期間中のみとさせていただきます。

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）

タイアップと同時お申込み
・画像・テキストに関しては弊社にてタイアップで使用している素材のみで作成いたします。
・動画は、Webタイアップにて作成及び使用した動画のみとなります。
尺が合わない場合は別途修正費用をいただくことがございます。
・タイアップで起用したモデルによっては、プランをご利用できない場合があります。
事前にご確認をお願いします。
・インスタグラム投稿内でのモデル/各種競合排除はいたしません。
・投稿内容を事前にご確認いただけますが、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5つまでご指定いただけます。（媒体名、便益主体明示はのぞく）
・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
などを入れさせていただきます。なお、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。

-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。
・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・掲載⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（MAQUIA・ストーリーズ)
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
MAQUIA公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

Instagram
ストーリーズ

料金

投稿期間

投稿日

click

投稿回数/内容
タイアップページ

申込期限

クリエイティブ

※イメージとなります。

公式Instagramページに
2週間ハイライト

レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

G ¥500,000
24時間（1投稿)

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。
媒体公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

・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業日後ご提出
・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（MEN’S NON-NO・フィード）
本誌もしくはWEB撮影型タイアップにご掲載いただいた内容を
媒体の公式Instagramアカウントからも投稿し、情報拡散いたします。

Instagram
フィード

本誌タイアップ

タイアップ
使用素材
で制作

料金

G¥250,000

投稿期間

基本アーカイブ化されます
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやＷＥＢタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。

投稿日

投稿回数/内容
申込期限

媒体の公式Instagramアカウントにて1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）
タイアップと同時お申込み

クリエイティブ

・画像・ テキ ストに 関して は弊 社にて タイア ップ で使用 してい る素 材のみ で作成 いた します 。
・動画は、Webタイアップ にて作 成及 び使用 した動 画の みとな ります 。
尺が合わない場合は別途修正 費用を いただ くこ とがご ざいま す。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

webタイアップ

※イメージとなります。

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む)
・配信⾯は「フィード」になります。
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（MEN’S NON-NO・ストーリーズ）
本誌もしくはアプリタイアップにご掲載いただいた内容を
公式Instagramアカウントからストーリーズに投稿し、
クライアント様サイトへの誘導及び情報拡散をいたします。

ストーリーズ
本誌タイアップ

Instagram
ストーリーズ

G ¥400,000

料金

タイアップ
使用素材
で制作

投稿期間

投稿日

投稿回数/内
容

click

タイアップページ

申込期限

24時間（1投稿)
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

媒体公式Instagramアカウントより、ストーリーズに1回投稿
媒体公式Instagramアカウントページにて、2週間ハイライト
タイアップと同時お申込み
・タイアップで使用している素 材でク リエイ ティ ブを制 作いた しま す。
静止画（追加料金なし）/1カッ トまで
モーショングラフィック（別 途制作 費N10万円/1ク リエイ ティ ブ）/5カ ットま で
上記どちらかをお選びいただ けます 。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。

※イメージとなります。

タイアップ記事

クリエイティ
ブ

・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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2つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。

公式Instagramページに
2週間ハイライト
レポート

備考

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

・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業日後ご提出

・マージンは一律20%となります。(代理店様、レップ様含む)
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編集部公式Instagram タイアップオプションプラン（SPUR・フィード）
WEBタイアップ

本誌タイアップ

or

本誌または撮影型のWEBタイアップにご掲載いただいた内容を
SPUR公式Instagramアカウントから、フィード＋ストーリーズに投稿し、
タイアップページへの誘導及び情報拡散をいたします。
料金

投稿期間

投稿日

投稿回数/内容
申込期限

タイアップ
使用素材
で制作

※イメージとなります。

※イメージとなります。

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.

フィード/基本アーカイブ化、ストーリーズ/24時間
※モデルなど著名人の写真を使用する場合は、本誌タイアップやＷＥＢタイアップ掲載
期間中のみとさせていただきます。
土日祝を除く営業日（タイアップ掲載日以降でご相談ください）
※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。

SPUR公式Instagramアカウントより、フィード1回＋ストーリーズ1回投稿
（写真はタイアップ掲載カットより2点まで）
タイアップと同時お申込み

クリエイティブ

・画像はタイアップで使用して いる素 材（編 集部 で撮影 した画 像） のみで 作成い たし ます。
テキストはタイアップで使用 した素 材をイ ンス タグラ ム投稿 用に アレン ジさせ てい ただき
ます。
・動画は、WEBタイアップにて作 成及び 使用 した動 画のみ とな ります 。
尺が合わない場合は別途修正 費用を いただ くこ とがご ざいま す。
・タイアップで起用したモデル によっ ては、 プラ ンをご 利用で きな い場合 があり ます 。
事前にご確認をお願いします 。
・インスタグラム投稿内でのモ デル/ 各種競 合排除 はい たしま せん。
・投稿内容を事前にご確認いた 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5つまでご 指定 いただ けます 。（ 媒体名 、便益 主体 明示は のぞく ）
・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
などを入れさせていただきま す。な お、Ｗ ＯＭ マーケ ティン グ協 議会（ ＷＯＭ Ｊ） 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。
※レポートはフィード分のみと なりま す。（ スト ーリー ズのレ ポー トはご ざいま せん ）

click
タイアップ
ページ

G¥500,000

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)
・配信⾯は「フィード＋ストー リーズ 」にな りま す。
・モデルや著名人起用のタイア ップに て実施 希望 の場合 はご相 談く ださい 。
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お問い合わせ

株式会社 集英社
担当 ：広告部
電話 ：03-3230-6202
FAX ：03-3221-7167
E-mail：adinfo@shueisha.co.jp

(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
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