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※画像はイメージとなり
ます 

【集英社期間限定特別メニュー】その道のプロが製品をお試し！OurAgeエキスパート起用プラン  

料金 G ¥600,000  

起用可能人物 

１）料理家・庄司いずみさん 
  ※料理家はその他、山脇りこさん、山田玲子さん、 
   NY在住の杉本佳子さん、ブロガー末森陽子さんなども可能 
２）作家・横森理香さん 
３）美容エディター・中込久理さん 
４）快眠コンシェルジュ・ヨシダヨウコさん 

掲載期間 1ヵ月（アーカイブ有) 

想定数 7,000 PV ※1か月で達しない場合は掲載延長あり 

リンク数 クライアント様サイト（EC含む）３つまで 

メニュー 
内容 

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

申込期限 
15営業日前 
※オリエンシートをご提出いただいてからの営業日になります 

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

備考 

・オリエンは、オリエンシートのご記入もしくはテレカンにて 
 行わせていただきます。 
・事前に商材確認あり。 
・記事にPRマークあり。 
・掲載内容の校正は事実確認のみ1回とさせていただきます。 
・詳細は担当までお問合せください 

OurAge連載陣の中からその道のエキスパートが製品をお試し＆撮影します。 
信頼感と説得力が抜群のプランです！ 

【起用可能エキスパート】 

１）料理家・庄司いずみさん「おこもり」簡単レシピ 

２）作家・横森理香さん「おこもり活性化チャレンジやってみた」 

３）美容エディター・中込久理さん「おこもり期間にきれいになる！」 

４）快眠コンシェルジュ・ヨシダヨウコさん「＃快眠プロジェクト」 

展開イメージ 

庄司いずみさん 
野菜料理家 

中込久理さん 
美容エディター 

ヨシダヨウコさん 
快眠コンシェルジュ 

横森理香さん 
作家・エッセイスト 

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

OurAgeに記事を掲載。 

LP 

クライアント様 
サイトへ誘導。 
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【集英社期間限定特別メニュー】40～50代人気イラストレーター＆OurAge編集者がお試し！プラン 

OurAgeで活躍するイラストレーターと編集者がクライアント様の製品を自宅でお試し。 
同世代ならではのリアル実感で、思い入れたっぷりに記事作成します。 

１）おこもり中の「イラストレーターが使ってみた！」編  

 【イラスト・執筆】下記イラストレーターより１名確約 

 ・カツヤマケイコさん ・sinoさん    ・ハルミンさん 

 ・中野久美子さん   ・しおたまこさん ・内藤しなこさん 

２）｢OurAge編集者が試してみた！」編 

 【撮影・執筆】 OurAge編集者（1名） 

料金 

１）おこもり中の 
 「イラストレーターが 
  使ってみた！」編  

G ¥600,000 

２）｢OurAge編集者が 
  試してみた！」編 G ¥300,000 

起用可能人物 
１）カツヤマケイコさん、sinoさん、ハルミンさん、 
  中野久美子さん、しおたまごさん、内藤しなこさん (内1名) 
２）OurAge編集者（1名） 

掲載期間 1か月(アーカイブ有) 

想定数 
1) 7,000 PV 2) 5,000PV 
※1か月で達しない場合は掲載延長あり 

リンク数 クライアント様サイト（EC含む）3つまで 

メニュー 
内容 

・起用人物 １、２いずれか。 
・商品（サンプル）をしての場所へ送付いただき執筆者がお試し 
・１）はイラストレーター自身が商品お試しの様子を描きおろし 
                     (3カットまで） 
・２）は本人または家族・関係者による撮影（３カットまで） 

申込期限 
15営業日前 
※オリエンシートをご提出いただいてからの営業日になります。 

レポート 
・掲載終了の2週間後 
・タイアップページPV・UU数、平均滞在時間 
・指定リンク先への誘導数 

備考 

・オリエンは、オリエンシートのご記入もしくはテレカンにて 
 行わせていただきます。 
・イラストレーター起用の場合、ペン入れの前のラフ確認が可能です。 
・事前に商材の確認をさせていただきます。 
・記事にはPRマークが付きます。 
・掲載内容の校正は事実確認のみ1回とさせていただきます。 
・詳細は担当までお問合せください。 

※画像はイメージとなります 

クライアント様の 
商品をお試し 
撮影・執筆 

イラストレーターさん 
OR  

OurAge編集者 

展開イメージ 

■ギリコ/買ってみたらよかったので 
 たくさんの人に配りまくっています 
https://ourage.jp/column/life/daily-tweets/201903/ 

■マドレーヌ/50代、 
 筋膜リリースはじめたらマッサージいらずの体になった 
https://ourage.jp/column/life/daily-tweets/201647/ 

■すけやん/「4月1日に食べるお菓子」があるって知ってました？ 
https://ourage.jp/column/food/more/201564/ 

■ノンコ/マスク生活の欝々としたストレスを解消。 
 スプレーコスメで爽やか＆しっとり！ 
https://ourage.jp/column/life/daily-tweets/201083/ 

OurAge編集ブログ例： 

クライアント様 
サイトへ誘導 
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【集英社期間限定特別メニュー】過去タイアップ再編集＆拡散プラン  

料金 G ¥600,000 

掲載期間 1か月(アーカイブ有) 

想定数 4,000～6,000PV 

リンク数 ３URLまで（EC含む） 

メニュー 
内容 

・過去のTU記事の再編集 
（テキスト、タイトル、スーパーバナーを新規作成） 
・記事への誘導枠（スーパーバナー） 
・外部ブースト（Ａ）popIn / Ｂ）SmartNews どちらか） 

申込期限 10営業日前まで 

レポート 

・掲載終了の2週間後 
・タイアップページPV・UU数、平均滞在時間 
・指定リンク先への誘導数 
・外部誘導・拡散からの誘導数 

備考 

・オリエンについては、オリエンシートのご記入またはテレカンにて 
 行わせていただきます。 
・掲載内容の校正は事実確認のみ1回とさせていただきます。 
・クライアント様支給画像を追加することも可能 
・新たに撮影をする場合は、 
 物撮り（別途見積）または編集者スマホでの撮影になります。 
・医師、美容家などへの取材を追加することも可能（別途見積） 
・詳細は担当者にお問合せください。 

OurAgeで過去に実施いただいたタイアップ記事を今の状況に合わせて再編集。 
選べる外部ブーストで拡散・誘導します。 

OurAgeで過去に実施いただいたTU記事を、今の状況に合わせて 

再編集し掲載します。誘導枠であるOurAge内のスーパーバナーも 

新たに作成します。さらに、外部拡散が得意な媒体特性を活かして 

リーズナブルな価格で効果的に拡散⇒誘導が期待できる外部誘導 

メニューをパッケージした、お得なプランです。 

外部誘導 想定数  

   A ）popIn 想定5,000 クリック～ 

   B）SmartNews   想定5,000 クリック～ 

過去TUを 
再編集 

TUへ 
外部誘導 

スカルプスト
レッチ・ブラッ
シングで髪も体
も好調に！ 

A) popIn または B) SmartNewsから外部誘導を選択可能 

展開イメージ 

スカルプストレッチ・ブ
ラッシングで髪も体も好調
に！ 

クライアント様 
サイトへ誘導 

LP 
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MyAge/OurAge とは 

雑誌「MyAge」（３、７、11月発行）+Webマガジン「OurAge」 
40～50代の美と健康を全力応援するミックスメディア 

更年期や薄毛＆白髪、顔のたるみなど、心身の変化に悩みや不安を抱える40代、50代女性
にとことん寄り添い、美容と健康の最新情報に特化した紙媒体とwebのミックスメディア。
読者と同世代の編集スタッフが医師や専門家に丁寧に取材し、エビデンスのある信頼性の高
い記事を掲載。人には相談しにくいエイジング悩みの原因や対策をわかりやすく解説します。 

１.中心読者は45歳～59歳、平均48.6歳。 

40代以降の一番の関心ごと「美と健康」を深く追求。編集者も全員40～50代の女性で、 
読者の悩みを共有しながら徹底取材、わかりやすく解説します。 

2.外部メディアに日々転載され話題に！ 

Yahoo!ニュースやスマートニュースなど、外部のメディアに、OurAgeのヘルスケア＆ 
美容記事がピックアップされ、新規読者を広げています。 

3.アーカイブ記事は8200以上 

健康・美容に関する多数のアーカイブ記事を、企業のオウンドメディアに提供可能です。 
「血圧を下げるツボ」「睡眠トラブル」「大人のセミロング」「発酵食レシピ」など。 

毎日更新！OurAgeとは･･･ 
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6大ニュース 

リンククリック4,594回  
エンゲージメント率16.7％ 

2019年6月投稿の平均エンゲージメント率は10.4% 

１．LINEダイジェストが好評 

満足度調査では、回答者の 
91%が内容に満足と回答しています。 

2．セミナー実績は89回（3月末時点） 

ユーザーと密接につながる小規模セミナーから、300名を
超える大規模イベントまで。編集部の知見を生かし抜群の
機動力で実施。熱心に意見を書くユーザーなので、アン
ケート内容は今後の企画の参考に。 

4．Facebookのエンゲージメント率が高い！ 

甲状腺ホルモンが多すぎ、 
少なすぎの症状とは？ 

更年期の手の不調、 
その症状は？ 

リンククリック5,945回 
エンゲージメント率14.3％ 

5．OurAge人気テーマ 

「更年期」「白髪」「たるみ」「手足の不調」「目の健康」
「歯」「腸内環境」「肌悩み」「髪や頭皮の健康」「冷え」
などに多くの反響が…！ 

3．検索キーワード上位獲得 

検索ワードで上位獲得しているOurAge記事のキーワード
は「歯ぎしり治すツボ」「リバースプランク」「舌根沈
下 エクササイズ」など。不調のセルフケアに関するワー
ドに強いサイトです。(‘20年2月現在) 

17%

53%

21%

9%

満足:53％ 

やや満足:21％ 

非常に満足:17％ 

どちらとも 
いえない:9％ 

6．タイアップで売り上げが予測の4倍に！ 

実例２  

T.U. 記事を読んだ読者のサンプル請求増加。 
その後の購入率が、 
クライアント様平均の2.3倍に！ 

実例１ 

ヘア関連製品のタイアップ連載が大反響。 
先行販売数（ｅコマース）が 
クライアント様の予測の4倍に！ 
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外部提携メディア 

サイトプロフィール 

様々なタッチポイントでクライアント様のニーズに応えます。 

※2020年2月末時点（PV・UU・会員数を除く） 

157万PV 
35万UU 
3.4万人   

月間PV 
月間UU 
会員数 

TOTALオーディエンス数 

約114万人 

v 

Digtal Magazine 

v 

SmartNews 

※日本ABC協会2019年10-12月WEB・SNS指標より 

友だち数  
649,000人 

LINE DIGEST Spot for  
アカウントメディア 

フォロワー
76,000人 

SNS 

本誌 

32,000 部 

Yahoo!ニュース 

フォロワー
2,167人 

フォロワー
4,271人 
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29歳以下, 

5.4% 

[分類名], 

 [値] 

[分類名],  

[値] 

[分類名],  

[値] 

60歳以上, 

8.8% 

[分類名], 

 [値] 

[分類名],  

[値] 

[分類名],  

[値] 

[分類名],  

[値] 

九州・沖縄, 

7% 

中国・四国, 

6% 

[分類名], 

 [値] 

[分類名], [値] 

[分類名],  

[値] 

[分類名],  

[値] 

その他, 8% 

ユーザーの特徴 

年齢 職業 

エリア 興味関心 Top５ 

メルマガ会員データ 2019年3月（n=24,596）※複数回答あり 

約半数が 
関東在住 

69％が有職者 
23％は専業主婦 

40・50代が 
約76％ 

78% 

66% 66% 

60% 

53% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

体のケア 美容 ファッション 料理 国内・海外旅行 
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コンテンツ紹介 

ダイエット 
エクササイズ 
睡眠 
冷え症 
ツボ 
骨盤・骨盤底筋 

白髪 
髪悩み 
メイク 
ヘアカタログ 
スキンケア 
顔たるみ 

女性ホルモン 
閉経 
漢方 
手足の不調 
汗・ホットフラッシュ 
膣ケア・尿漏れ 

４０代からのレシピ 
免疫力アップ 
糖質ケア 
作りおきレシピ 

大人旅 
ファッション 
インタビュー 
発表会レポート 

マネー 
介護 

おでかけを満喫する美容の知恵 
寺社部長ら専門家の旅ガイド 
おでかけ女史組（読者）によるブログ 

おでかけ女史組 
SUPPORTED BY 花王 

プレゼント企画、 
セミナー紹介も充実！ 
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ライター（スペシャル寄稿家） 

OurAge世代の「知りたい」「気になる」のツボをおさえた多彩なライター陣 

根来秀行教授  
連載「ハーバード大学Dr.根来の体内向上プロジェクト」 
「根来教授のアンチエイジングホルモン講座」 

一条ゆかり 
連載「一条ゆかりの今週を乗り切る一言」 

世界の最先端医療の現場で活躍する医師・医学博士。ハーバード大学
医学部Lecturer on Medicine、ソルボンヌ大学医学部客員教授。専
門は内科学、腎臓病学、抗加齢医学、睡眠医学など多岐にわたる。
『ハーバード&ソルボンヌ大学 Dr.根来の特別授業 病まないための細
胞呼吸レッスン』（集英社）が好評発売中。 

OurAgeでは、豊富な人生経験から繰り出される「愛とムチの金言」
を公開中で、ビシビシ心に刺さる！と話題を集めるレジェンド漫画
家。「デザイナー」「有閑倶楽部」「プライド」など誰もが夢中に
なったヒット作多数。大酒豪、愛煙家など破天荒な伝説あまたあれ
ど、現在は家庭菜園でトマトを育てるなど、いたって健康的。 
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ライター 

石井さとこさん 
歯科医師 

小野アムスデン道子さん 
トラベルライター 

地曳いく子さん 
スタイリスト 

吉川千明さん 
美容家・オーガニックスペシャリスト 

樫出恒代さん 
漢方ライフクリエーター 

庄司いずみさん 
野菜料理家 

朝倉匠子さん 
エイジング・ 

スペシャリスト 

中込久理さん 
美容エディター 

山田玲子さん 
料理研究家 

安田まゆみさん 
ファイナンシャル 

プランナー 
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おすすめメニュー・本誌料金＆メニュー 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  14 

【おすすめメニュー①】長期ブランドコンテンツ 

初期構築費 G￥3,600,000 

毎月運用費 G￥2,100,000 / 月 

料金に 
含まれて 
いるもの 

・クライアント様専用カテゴリ設置 
・コンテンツ制作 
・コンテンツ更新、運用 
・誘導枠 
・その他 

備考 

・1年未満での展開をご希望の場合は別途ご相談下さい。 
・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。 
・美容家、インフルエンサー起用の場合は別途アサイン 
 代が必要な場合があります。 

長期間かけてクライアント様とコラボしてブランドコンテ
ンツを作っていくプランです。1年間にわたり定期的に記
事をアップすることで、クライアント様のブランド価値向
上に寄与し、商品紹介にも落とし込むことができます。 

タイトルにタイアップ 
ブランドを表示 

Supported by ●● おでかけ女史組 TOPページ 

おでかけ女史組 詳細ページ 

メニューバーに 
クライアント様専用 

カテゴリ設置 

おでかけ女史組 

「おでかけ女史組」のトップペー
ジはこちらからご覧ください 
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【おすすめメニュー②】 LINE DIGEST Spot for アカウントメディア 

料金 
（1記事） 

Ⓐ画像 G¥1,200,000 
(制作費込み) Ⓑテキスト 

想定PV 10,000～25,000PV 

友だち数 649,000人 ※2020年2月末時点 

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 火・木曜日 20：40 

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640pix（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、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 

メッセージ・ 
原稿 

制作規定 

・Ⓐ画像640pix×640pix＋テキスト全角8文字以内 
・Ⓑテキスト全角13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48文字以内含む） 
※詳細は別途資料をご覧ください。 

誘導リンク 2URLまで 

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、必ずしも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をお願い致します。 
・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だ 

 く場合がございます。 

LINE公式アカウント「OurAge」限定の記事タイアップです。 
OurAge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。 

 DIGEST Spot for アカウントメディアとは 

クライアント様 
サイト 

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 

「OurAge」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。 

Ⓐ画像 
Ⓑテキスト 
どちらか1つ 

お選びください 

Ⓐ 

Ⓑ 
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【おすすめメニュー③】記事タイアップ＆読者参加型セミナーイベント（PV保証） 

記事タイアップ
（7000PV保証） 

  

※ゲストや会場のリクエストがある場合は別途費
用。 

20～30名様を 
イベントご招待！
セミナー参加者 
募集します 

※編集部で 
抽選後、 
当選連絡します。 

撮影型記事タイアップ 
（12000PV保証） 

さらに！ 
 
・Facebookにて外部ブーストを実施 
・OurAge公式SNSにて拡散！ 
・掲載期間につき2次使用OK 

G ¥4,000,000 
トータル 19,000PV保証 

タイアップは①～③の流れで展開します。 
①記事タイアップで製品訴求＋セミナーイベント参加者を募集 
②セミナーイベントを開催して、製品の良さを実感頂く 
③セミナーイベントの様子を記事タイアップで報告。（参加できなかった方のためにも）プレゼント実施。外部ブーストを付けて、さらなる拡散！ 

①記事タイアップ 
クライアントさまより素材をご提供いた
だき、記事を作成。 
イベント告知を同ページで行います。 

②セミナーイベントを開催 
場所は集英社アネックスビル8階にて。クライアント
様からの製品説明ほか、ゲストのトークショーや 
顔ヨガなどのアクティビティを実施することが可能
です。 
 

【イベントタイムスケジュールの一例】 
※イベント実施曜日は平日or土日の午後想定。 

14：00  受付開始～開場 
14：30 イベント開始～編集長の挨拶 
14：35 トークショーorアクティビティなど美
と健康にまつわる催し物を実施 
14：55 製品説明 
15：15 お試しタイム 
15：30感想・質問コーナーなど 
15：40 退場～プレゼント配布 
16：00 終了  
 

＜ Facebookブースト＞ 
想定2000クリック/G50万円相当 
 
＜二次使用範囲＞ 
・クライアントサイト様WEBサイト 
・クライアント様のTwitter、Instagram、facebook 
 アカウントでの投稿 
・クライアント様ECサイトでの掲載はご相談くださ
い。 

 

記事内に 
プレゼントを付けて 
サイト内誘導を活発に 

③記事タイアップでイベント報告 
 ②のイベントの様子を記事にまとめます。 
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【おすすめメニュー④】記事タイアップ＆サンプリングパッケージ（最低100名保証） 

①記事タイアップ 
クライアントさまより素材をご提供いただき、 
記事を作成。モニターを募集します。 

記事タイアップ
（7000PV保証） 

  

  

③アンケート回答を2次使用で活用 
ブランドサイトや店頭ポップにてアンケート回答
をご掲載ください。 

 

※サンプリングお試し後アンケート回答 ①●●名様に当たる 
 サンプリングモニター募集！ 
 
※発送費は別途費用 
 

②プロ目線のお試し 
 コメント1名分あり  
 
※リクエストがある場合は別途費用 

 

※編集部で抽選後、当選連絡します。 

 
 
 

 
※アンケートの回答は任意となります。当選者に打
診させて頂きますが、回答数の保証は出来かねま
す。 
 
※下記料金にはOurAgeのロゴ2次使用料も含まれて
おります。 
ロゴの使用可能期間はアンケート納品後、半年間と
なります。メディアの露出は1メディアとなります。
それ以上の期間やメディアでのご使用を希望の場合
は、別途料金をいただきます。1メディア追加N30万
円～などご相談ください。 
 

ｖｖ 

Q 
Q 
Q 
Q 

アンケート回答を納品 

アンケート設問数は最大10問まで。 

タイアップは①～③の流れで展開します。 
①素材提供型記事タイアップで製品訴求＋サンプリングモニターを募集 
②100名～300名の読者サンプリング＆アンケートを実施 
③アンケート回答を2次使用で活用 

②読者サンプリング 

OurAge読者100名～想定のサンプリングを実施。 

A 
A 
A 
A 

キャンペーン価格 G ¥ 1,000,000 
7,000PV保証 

※サンプリング対象者は編集部にて抽出いたしますの
で、人数の確約はできません。（最低100名保証） 
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MyAge 本誌料金＆メニュー 

 

新規お試しプライス企画 
ご新規のクライアント様や、ご出稿から１年以上過ぎたクライアント様限定に、とてもお得なプランをご用意しました。 
 
【協賛対象号】 2020年春号（2020/3/1発売）～2020年夏号（7/1発売） 
【協賛条件】 初出稿のクライアント様、もしくは過去1年間にMyAgeにご出稿のなかったクライアント様 
【協賛内容】4C1P 純広告……G50万     4C 2Pタイアップ……G120万（製作費含む） 
                  4C2P 純広告……G100万   4C4Pタイアップ……G200万（製作費含む） 
 
 

本誌＆WEB転載お試しプライス企画 
【協賛対象号】 2020年春号（2020/3/1発売）～2020年夏号（7/1発売） 
【協賛条件・料金】2P以上のタイアップを実績料金でご出稿+WEB転載… G50万（2Pの場合）、G80万（4Pの場合） 
 
 

本誌＆WEB転載にちょこっとオリジナル要素を追加したい場合 
MyAge４C２Pタイアップと、OurAgeで本誌タイアップ記事にオリジナル要素を追加して掲載 します。 
WEBでの掲載（撮影）アイテムを増やすほか、プロ目線でのレコメンドコメントやプレゼント、アンケート実施など 最適な内容を編集部か
らご提案致します。尚、撮影日&モデルは同一で設定致します。 
  
【協賛対象号】 2020年春号（2020/3/1発売）～2020年夏号（7/1発売） 
【協賛条件・料金】 
2P以上のタイアップを実績料金でご出稿+WEB転載の実績料金+ちょこっとオリジナル要素…G30万（2Pの場合）、G50万円（４Pの場合） 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  19 

タイアップ広告 
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タイアップ広告メニュー一覧 

メニュー名 原稿タイプ 期間 料金 本数 保証PV リンク 
申込・ 

オリエン期限 

記事タイアップ 

① 
【連載型】 

取材・撮影型 
（CMS） 

要相談 
G ¥2,700,000 

(制作費込み) 
記事4本 42,000 PV 

1記事 
3種まで 

1記事目の公開は 

35営業日前 
※撮影・制作内容により異なる 

② 
取材・撮影型 

（CMS） 
1ヵ月 

G ¥600,000 
制作費N ¥300,000 

記事1本 10,000 PV 3種まで 35営業日前 
※撮影・制作内容により異なる 

③ 
本誌素材転載型 

（CMS） 
本誌掲載期間 

G ¥600,000 
(制作費込み) 

記事1本 
4,000～ 
6,000 PV 

3種まで 本誌お申込と同時 

④ 
クライアント素材入稿型 

（CMS） 
1ヵ月 

G ¥600,000 
(制作費込み) 

記事1本 7,000 PV 3種まで 15営業日前 
※素材入稿同〆切 

※①②撮影型の制作費には、撮影費 ＋ 原稿制作費が含まれています。 
 モデル・タレント起用・撮影内容によっては別途お見積もりとなります。 
 基本、写真点数は4～8カット程度を想定していますが、テンプレートや企画、商材に合わせて編集部より最適なものをご提案させていただきます。 
 撮影カット数追加希望の場合は、N10万円/1カットとなります。   
 
・メニューは変更になる可能性がございます。詳細は担当者までお問い合わせください。 
・次ページ「タイアップ広告 ご掲載に際して」も必ずご確認ください。 

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

※アーカイブ有（モデルによる） 
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メニューに含まれるもの 
（制作費込み） 

・タイアップページ掲載料 
・誘導枠 
・メールマガジン配信 
・レポート 

別途お見積もり・ 
追加料金となる場合 

・取材・撮影型メニューでの、モデルやタレント等著名人の起用、遠方ロケ等特別なご相談が伴う撮影 
・取材・撮影型メニューでの、撮影カット数の追加（N10万円/1カット） 
・誘導リンク数を各メニューの上限以上に増やす場合（N5万円/１リンク） 
・画像の加工や編集 
・誘導枠の画像の差し替え 
・クライアント様サイトや販促ツールなどで、コンテンツの二次使用 
 
※料金は起用まわり（モデル、美容家、その他スタッフ）やページの仕様等により変動いたします。 
 その他、ご要望やご相談内容によって別途お見積もりとさせていただきます。 

お申込・入稿 

・ご掲載の際はあらかじめ企業審査が必要となります。必ず事前にお問い合わせください。 
・内容、時期によってはお申込期限、進行スケジュールが異なるため、必ず弊社担当者までお問い合わせください。 
 
・画面遷移形式、スクロール形式など、ブランドや商品の訴求に最適なデザインをご提案させていただきます。 
・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・入稿いただいております。 

ご掲載 

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

レポート 

【標準レポート】 
■各記事のPV数・リンククリック数 
■外部配信オプションの配信数・反応数（外部配信オプション実施時のみ） 

 
【詳細レポート】 ※オプション費 N15万円 
■各記事のPV数・リンククリック数 
■外部配信オプションの配信数・反応数（外部配信オプション実施時のみ） 
■各記事の閲覧者デモグラ属性 
■各記事の平均滞在時間・読了率・次ページ遷移率 
■サマリ 
 
・レポート提出は掲載終了より10営業日後となります。 
・速報値など、弊社定型外のレポート報告をご希望される場合は、別途お見積もりとさせていただきます。 
・長期間のもの、ページ数が多いものに関しては、別途費用が発生する場合がございます。 
・レポートの形式は変更になる可能性がございます。 

タイアップ広告 ご掲載に際して 

 



(c)SHUEISHA Inc. All rights reserved.  22 

タイアップ広告メニュー詳細 

メニュー 

【連載型】 
取材・撮影型 

取材・撮影型 本誌素材転載型 
クライアント素材 

入稿型 

CMS CMS CMS CMS 

期間 
要相談 

(アーカイブ有/ 
モデルによる) 

1ヵ月 
(アーカイブ有/ 
モデルによる) 

本誌掲載期間 
(アーカイブ有/ 
モデルによる) 

1ヵ月 
(アーカイブ有/ 
モデルによる) 

料金 
G ¥2,700,000 

(制作費込み) 

G ¥600,000 
制作費N ¥300,000 

G ¥600,000 
(制作費込み) 

G ¥600,000 
(制作費込み) 

数量 4本 1本 1本 1本 

保証PV 42,000 PV 10,000 PV 4,000～6,000 PV 7,000 PV 

URL 3種 3種 3種 3種 

申込・オリ
エン期限 

1記事目の公開は 

35営業日前 
※撮影・制作内容により   
 異なる 

35営業日前 
※撮影・制作内容により   
 異なる 

本誌お申込みと同時 15営業日前 

オリエン あり あり あり なし 

レポート あり あり あり あり 

誘導枠 

・トップページ スライダー＆新着記事 
・スーパーバナー 
・「今、気になる！」欄 
・SNS投稿（Twitter・Facebook） 
・メールマガジン 
 
※詳細は次ページをご確認ください。 

備考 

・基本記事はアーカイブ化されます。 
・モデルの指定、タレント著名人の起用、撮影内容によっては別途お見積もりとなります。 
・コンテンツ＆モデルの二次使用は別途お見積もりとなります。 
・オリエンは1回となります。 
 
【撮影型】 
・基本、写真点数は4～8カット程度を想定していますが、企画や商材に合わせて編集部より最適な 
 ものをご提案させていただきます。 
 
【素材入稿型】 
・画像データとリリース資料（商品資料）を併せてご入稿ください。 
・動画掲載はYouTubeのみ可能。掲載可否有。別途費用が掛かる可能性がございます。 
（画像１点に含む。最大1動画まで） 
・原稿確認は原則1回となります。 
・オリエンはございません。 

本誌素材入稿型 事例 

撮影型 事例 

※詳細はP20を 
ご参照ください 

レポート 
オプション有 
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タイアップ広告誘導枠・SNS・メールマガジン 

スライダー 

新着記事 

スーパーバナー 

「今、気になる」欄 

PC誘導枠 SP誘導枠 

回数・配信タイミング、 
投稿内容は編集部任意 

SNS 

メールマガジン 

回数・配信タイミング、 
メール内容は編集部任意 

※掲出位置は編集部任意となります。 

その他 
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タイアップレポート 

 
 詳細レポート ※別途15万円となります。 

 

• 各記事のPV数・リンククリック数 
• 外部配信オプションの配信数・反応数（外部配信オプション実施時のみ） 
• 各記事の閲覧者デモグラ属性 
• 各記事の平均滞在時間・読了率・次ページ遷移率 
• サマリ 

 標準レポート ※タイアップ料金に含まれています。 
• 各記事のPV数・リンククリック数 
• 外部配信オプションの配信数・反応数 （外部配信オプション実施時のみ） 
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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 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～ P23 

  

② 想定クリック数 2,600CL～ G ¥500,000～ 

P24 

③ 想定再生数 100,000再生～ G ¥500,000～ 

  

④ 想定クリック数 2,100CL～ G ¥500,000～ 

P25 

⑤ 想定再生数 100,000再生～ G ¥500,000～ 

  

⑥ 想定imp数 1,000,000imp～ G ¥500,000～ 

P26 ⑦ 想定クリック数 2,200CL～ G ¥500,000～ 

⑧ 想定再生数 110,000再生～ G ¥500,000～ 

⑨ 想定クリック数 2,500CL～ G ¥500,000～ 

P27 

⑩ 想定再生数 112,000再生～ G ¥500,000～ 

  

⑪ 想定クリック数 2,050CL～ G ¥500,000～ 

P28 

⑫ 想定再生数 100,000再生～ G ¥500,000～ 

  ⑬ 想定クリック数 7,000CL～ G ¥500,000～ P29 

⑭ 想定クリック数 7,000CL～ G ¥500,000～ P30 

⑮ 保証クリック数 5,000CL～ G ¥300,000～ P31 

⑯ 保証クリック数 5,000CL～ G ¥300,000～ P32 

PO配信 

ストーリーズ 

※マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
※起用モデルによってはビジュアル掲出不可の場合がございます。 

YDN・GDN 

Ads Platform 

※動画クリエイティブにてクリック訴求メニュー実施の場合、想定数が変わりますの
で、 
 担当までご相談下さい。 
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タイアップ広告オプション 外部誘導・拡散メニュ－（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 

9,300 
クリック想定 G¥2,000,000 

申込期限 タイアップお申込みと同時 

備考 

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
・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。 

Click！ 

タイアップ記事 ※イメージです。 
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タイアップ広告オプション 外部誘導・拡散メニュ－ （Twitter） 

タイアップ記事 

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 

メニュー 
料金 

（クリック） 

2,600 
クリック想定 G¥500,000 

3,600 
クリック想定 G¥700,000 

5,200 
クリック想定 G¥1,000,000 

9,000 
クリック想定 G¥2,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

100,000 
再生想定 

G¥500,000 

140,000 
再生想定 

G¥700,000 

200,000 
再生想定 G¥1,000,000 

360,000 
再生想定 

G¥2,000,000 

備考 

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
・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。 
・OurAgeアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

※イメージです。 
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タイアップ広告オプション 外部誘導・拡散メニュ－ （Facebook） 

タイアップ記事 

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 
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 

メニュー 
料金 

（クリック） 

2,100 
クリック想定 G¥500,000 

2,900 
クリック想定 G¥700,000 

4,100 
クリック想定 G¥1,000,000 

7,500 
クリック想定 G¥2,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

100,000 
再生想定 

G¥500,000 

140,000 
再生想定 

G¥700,000 

200,000 
再生想定 G¥1,000,000 

360,000 
再生想定 

G¥2,000,000 

備考 

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
・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。 
・OurAgeアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

※イメージです。 
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タイアップ広告オプション  外部誘導・拡散メニュー  (Instagram） 

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 

メニュー 
料金 

（imp） 

1,000,000 
imp想定 G¥500,000 

1,400,000 
imp想定 G¥700,000 

1,800,000 
imp想定 G¥1,000,000 

3,330,000 
imp想定 G¥2,000,000 

メニュー 
料金 

（クリック） 

2,200 
クリック想定 G¥500,000 

3,000 
クリック想定 

G¥700,000 

4,200 
クリック想定 G¥1,000,000 

7,700 
クリック想定 G¥2,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

110,000 
再生想定 

G¥500,000 

150,000 
再生想定 

G¥700,000 

200,000 
再生想定 

G¥1,000,000 

390,000 
再生想定 G¥2,000,000 

備考 

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
・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。 
・OurAgeアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

タイアップ記事 

※イメージです。 

Instagram 
フィード 

Instagram 
ストーリーズ 

もっと見る 

myage_ourage 
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タイアップ広告オプション外部誘導・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。 

Facebook 
フィード 

Instagram 
フィード 

Instagram 
ストーリーズ 

メニュー 
料金 

（クリック） 

2,500 
クリック想定 G¥500,000 

3,500 
クリック想定 G¥700,000 

4,900 
クリック想定 G¥1,000,000 

8,850 
クリック想定 G¥2,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

112,000 
再生想定 

G¥500,000 

157,000 
再生想定 

G¥700,000 

225,000 
再生想定 G¥1,000,000 

400,000 
再生想定 

G¥2,000,000 

備考 

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
・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。 
・OurAgeアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

タイアップ記事 

※イメージです。 

もっと見る 

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

※イメージとなります。 

※静止画の場合は 
 5秒までとなりま

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。 

メニュー 
料金 

（クリック） 

2,050 
クリック想定 G¥500,000 

2,850 
クリック想定 G¥700,000 

3,800 
クリック想定 G¥1,000,000 

6,000 
クリック想定 G¥2,000,000 

メニュー 
料金 

（動画再生） 

100,000 
再生想定 

G¥500,000 

120,000 
再生想定 

G¥700,000 

155,000 
再生想定 G¥1,000,000 

290,000 
再生想定 

G¥2,000,000 

備考 

・マージンは一律20％となります。(代理店様、レップ様含む) 
・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。 
・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。 
・OurAgeアカウントのフォロワーへの配信ではございません。 

タイアップ記事 

※イメージです。 

もっと見る 

myage_ourage 

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 外部誘導・拡散メニュ－ (Outbrain) 

タイアップ記事 

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。 

Click！ 

メニュー 
料金 

7,000 
クリック想定 G¥500,000 

10,000 
クリック想定 G¥700,000 

15,000 
クリック想定 G¥1,050,000 

20,000 
クリック想定 G¥1,400,000 

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。 

※イメージです。 
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タイアップ広告オプション 外部誘導・拡散メニュ－ (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 

7,000 
クリック想定 G¥500,000 

10,000 
クリック想定 G¥700,000 

15,000 
クリック想定 G¥1,050,000 

20,000 
クリック想定 G¥1,400,000 

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。 
・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 外部誘導・拡散メニュ－ (YDN・GDN) 

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

バナーやテキスト広告を配信できる広告メニューです。  

《外部誘導メリット》 
・運用型広告の為、クリック単価を抑えての誘導が可能。 
・広範囲のネットワークに広告掲載が可能でリーチ効果が高い。   

YDN・GDN 

タイアップ記事 

メニュー 
料金 

5,000 
クリック保証 G¥300,000 

10,000 
クリック保証 G¥600,000 

15,000 
クリック保証 G¥900,000 

20,000 
クリック保証 G¥1,200,000 

30,000 
クリック保証 G¥1,800,000 

時申込期限 タイアップお申込みと同時 

備考 

・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。 
・ボリュームにあわせてプランニング可能です。(G30万円～) 
・事前に掲載可否審査が必要となります。 
・バナー・テキスト広告のクリエイティブ制作費は別途お見積 
 もりとなります。 
・広告の開始は、バナーやタイアップページの審査の関係で、 
 タイアップの公開から2～3営業日程遅れての開始となります。 

※イメージです。 
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タイアップ広告オプション 外部誘導・拡散メニュ－ (Smart News) 

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

必要とするユーザーに有益なコンテンツとして 
広告をお届けします。 

サムネイル部分
は動画・静止画 
どちらもで可能 

スカルプストレッ
チ・ブラッシングで
髪も体も好調に！ 

スカルプストレッ
チ・ブラッシングで
髪も体も好調に！ 

Click！ 

タイアップ記事 

メニュー 
料金 

5,000 
クリック保証 G¥300,000 

10,000 
クリック保証 G¥600,000 

15,000 
クリック保証 G¥900,000 

20,000 
クリック保証 G¥1,200,000 

30,000 
クリック保証 G¥1,800,000 

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。(G30万円～) 
・事前に掲載可否審査が必要となります。 
・スマートニュースのレギュレーションにより、タイアップ 
 ページのデザイン等に一部制限がかかる可能性がございます。 
・運用型メニューのため、期間やご掲載内容により運用単価が 
 変動いたします。  
・記事公開から、原則5営業日以内に広告運用を開始させていた 
 だきます。 
・動画は16：9比での表示となります。 
・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。 

※イメージです。 
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バナー広告・メルマガ広告 
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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 
任意の弊社営業日（土日祝日を除く）  
※掲載スタートは通常AM10時とし、同日PM12時(正午)までを掲載確認時間とします。 

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

入稿締切 

SP 10営業日前の17時 

PC 10営業日前の17時 

掲載 

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

別途お見積もり・ 
追加料金となる場合 

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

原稿差し替え 原則不可（1ヶ月以上継続ご掲載の場合はご相談ください） 

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

メニュー名 料金 保証imp 掲出面 

PCレクタングルバナー1 G￥100,000 100,000 
全エリア 

※タイアップ他 
一部除外ページ有 

SPレクタングルバナー1 G￥100,000 450,000 
全エリア 

※タイアップ他 
一部除外ページ有 

サイズ 
PCレクタングルバナー1…300×250 
SPレクタングルバナー1…300×250（入稿サイズ640×500） 

レポート imp数、クリック数、（動画再生数） 

備考 
・期間保証型も可能です。 
・複数配信の場合は、単純なローテーション配信となります。 

バナー広告一覧 

imp保証 

※サイトデザインは変更になる可能性がございます。 

合わせてP34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。 

PC 
レクタングル 

バナー1 

SP 
レクタングル 

バナー1 

PC 
SP 
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HTMLメルマガ（2回実施） 

配信日 週1回（曜日は週により変動） 

配信時間 18時頃（時間指定不可） 

掲載位置 「今週の新着記事ランキング」内 

配信数 19,000通 × 2回 ※2020年2月時点 

広告料金 G￥190,000 

入稿締切 配信10営業日前 

入稿規定 

■テキスト 
 見出し ：全角30文字 
 本文 ：全角90文字 
 ※機種依存文字や絵文字を使用することはできません。 
 
■画像 
 サイズ ：566x283 以上 
 縦横比 ：横：縦＝2：1 
 容量 ：150KB以下 
 ファイル ：JPG 
   ※画像内にテキストを入れることはできません。 
 
■リンク先 
 本数 ：1本 
 ※スマートフォンから閲覧可能なサイトを推奨します。 

備考 

・配信日、空き枠は担当営業までご確認ください。 
・事前に広告主と原稿それぞれに掲載可否が必要となります。 
・メール構成により広告掲載位置は多少上下する可能性があり 
 ます。 

【 1週間に1社限定】 
OurAge会員に配信しているメールマガジンに広告を掲載
できるメニューです。 
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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 

部 署：   広告部 

メール： adinfo@shueisha.co.jp 

電 話：   03-3230-6202 

mailto:adinfo@shueisha.co.jp

