
2022年秋冬広告企画

年 3 回発行のムック ｢ MyAge ｣ と、
毎日配信のWEB マガジン「 OurAge 」。

更年期や白髪、肌の衰え･･･心身が大きく変化する
40～50代女性の美と健康を全力応援する
紙媒体とWEBのミックスメディアです｡

医師や専門家に丁寧に取材した
わかりやすく信頼度の高い健康記事は、
リアルな悩みを持つ読者世代から
高い支持を得ています。
ぜひこの機会にお試しください！

2022年春号表紙 篠原涼子さん

NEW！

｢素敵女医｣
TU企画登場



「素敵女医」タイアップ起用企画

MyAge/OurAgeのメディアスタート時から記事監修＆出演
してくださっている｢チーム素敵女医｣(全92名※2022年3月現在）。

読者・ユーザーと同世代であり、抜群の信頼を得ている
素敵女医の先生を、タイアップに起用できる新企画です。

【展開イメージ】

１）クライアント様ご希望の訴求内容・商材に合わせて、
編集部が最適な先生1名をおすすめ、アサイン。

２）訴求ポイントに合わせて、
商品使用価値を高めるための「導入記事」を作成。
（女医先生が監修・コメント）

３）商品紹介・クライアント様サイトへのリンク
（女医先生による「商品のおすすめ」はいたしません）

プラン

MyAge＋OurAge
セットプラン
①＋②＋③＋④

OurAge
(デジタル)プラン

②＋③＋④

企画料金
２p Ｇ230万円
４p G350万円

Ｇ150万円

実施期間
MyAge（年3回発行）
夏号（６／30売予定）
秋冬号（11／１売予定）

2022年６～11月

申込期限 MyAge発売の42営業日前 公開の42営業日前

実施内容

※「素敵女医」起用費・取材・撮影・制作費込み

①ムック「MyAge」掲載

② WEB「OurAge」掲載
（CMS／4000~6000PV想定
※HTMLや動画など、よりリッチなコンテンツ制作も追加料金にて可能です。
・クライアント様サイトへのリンクURL（３つまで）
・OurAgeサイト内バナー制作・掲出
・掲載期間：本誌発売日から1カ月

③OurAgeサイト内バナー制作・掲出
掲載期間中、バナーからタイアップページへ誘導します。

④MyAge/OurAge 公式 Instagram(フィード)・
Facebook 各１投稿サービス

・クリエイティブと投稿タイミングは編集部任意・PR表記あり・レポートなし

オプション

A 外部ブースト（G50万円～＋N10万円）
B クライアント様WEB内 TU記事二次使用(N50万円～）
・内容、起用する方、実施期間によりお見積りします。
・起用する方によりNGの場合があります。必ず事前にお問合せ下さい。
・事前にクリエイティブ確認をさせていただきます。
・抜き刷りなど他の用途の場合は別途お見積りしますのでご相談ください。

クライアント様
（EC含む）
サイトへ誘導

展開イメージ

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）
・事前に商材確認をさせていただきます。
・薬機法の制限がかかる商材の場合は、２）導入記事 ３）商品紹介ともに、
薬機法で定められた範囲を超える記事の制作、掲載はできません。

クライアント様
商品紹介



TU起用可能な｢素敵女医｣先生はこちら!
※このほかの先生をアサインご希望の場合はご相談ください

慶田朋子（けいだともこ）先生
美容皮膚科
銀座ケイスキンクリニック

石井さとこ（いしいさとこ）先生
歯科医・口もと美容スペシャリスト
ホワイトホワイトデンタルクリニック

渡邊千春（わたなべちはる）先生
皮膚科・美容皮膚科
千春皮フ科クリニック

八田真理子（はったまりこ）先生
産婦人科
ジュノ・ヴェスタクリニック八田

平井倫世（ひらいともよ）先生
整形外科
予防からはじめる整形外科
T CLINIC Ichigaya

姫野友美（ひめのともみ）先生
心療内科
ひめのともみクリニック

大野由実（おおのゆみ）先生
形成外科
学芸大駅前整形・形成外科

常喜眞理（じょうきまり）先生
消化器・内科
常喜医院



「OurAgeエキスパートが､ニュースパブ執筆！」プラン

料金
G 40万円 ※起用費・制作費込み

（～2022年11月実施まで）

申込期限 15営業日前

起用人物

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

５）イラストレーター

カツヤマケイコさん sinoさん 浅生ハルミンさん

中野久美子さん しおたまこさん 内藤しなこさん

その他訴求内容･商材により最適なエキスパートをアサインします

掲載期間 1ヵ月（アーカイブ有)

想定数 6000～10000PV

リンク数 クライアント様サイト（EC含む）３つまで

内容

①発注と同時に素材入稿
②クライアント様の訴求内容・商材に合わせて、

OurAgeが最適なエキスパートをアサイン
③エキスパートがニュース記事を執筆
④OurAge掲載→クライアント様サイト（EC含む）へ誘導

オプション 外部ブースト各種 G50万円＋N10万円～

レポート
なし。
ご希望の場合は＋N５万円にて承ります。

備考
・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。

OurAgeエキスパートの中から1名起用(例)

料理家・庄司いずみさん 「簡単！野菜レシピ」

作家・横森理香さん「活性化チャレンジやってみた」

美容エディター・中込久理さん「家時間できれいになる！」

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」

イラストレーター「『使ってみた！試してみた！』を描いてみた」

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

OurAgeに記事掲載

LP

クライアント様
サイトへ遷移

クライアント様支給素材をもとに、OurAge連載陣の中からその
道のエキスパート（顔出しあり）が記事化。専門家視点で記事
化することで、ニュースパブの価値＆ユーザーへの信頼度UP。



MyAge＋OurAge お試しセットプラン

＋

①ムック「MyAge」TU

②WEB「OurAge」転載

年３回（３月､7月､11月）発行のムック「MyAge」と
毎日更新のWEBマガジン｢OurAge」。40～50代を中心と
する女性たちに信頼を得ている姉妹メディアを、
お得にお試しいただけるセットプランです。さらに、
WEBに最適なオリジナル要素の追加も可能です。

対象号
MyAge 2022年 夏号（6／30発売）

秋冬号（11／１発売予定）

申込締切 MyAge発売の42営業日前

企画料金

MyAge２ｐ＋OurAge転載 G180万円

MyAge４ｐ＋OurAge転載 G300万円

実施内容

①MyAge本誌２ｐまたは４ｐタイアップ
(取材・撮影・制作費込み）

・モデル指名、著名人起用、撮影内容によっては別途お見積り

②OurAge転載（G60万円）
・MyAgeタイアップの転載記事制作
（CMS／4000~6000PV保証）
・クライアント様サイトへのリンクURL（３つまで）
・掲載期間：本誌発売日から1カ月（31日間）

③OurAgeサイト内バナー制作・掲出
掲載期間中、バナーからタイアップページへ誘導します。

④MyAge／OurAge公式 Facebook 投稿
・クリエイティブ・投稿タイミングは編集部任意。
・PR表記あり

オプション

★WEBオリジナル要素追加 ＋G 30万円～
①~④に加えて、②の記事にWEBオリジナル要素を追加できます。
例）撮影掲載アイテムを増やす／プロの推薦コメント追加／プレゼント

／アンケートの実施･･･など、最適な内容を編集部からご提案
・動画はモーショングラフィック50万円～、オフショット80万円～

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）
・事前に商材の確認をさせていただきます。

通常料金 協賛価格

２ｐG235万円→G120万円
４ｐG470万円→G200万円

２ｐ分G 60万円
４ｐ分G100万円

【オプション】
WEBオリジナル
要素追加もOK！

クライアント様
サイトへ誘導



OurAgeタイアップ＋SmartNewsブーストセット

企画料金
G 150万円～

（～2022年11月実施まで）

申込期限 42営業日前※内容により異なります

実施内容

①OurAgeオリジナルTU（G60万円＋N30万円）
・撮影、制作費込み ・CMS
・リンク３URLまで／6000～10000PV想定

②SmartNewsブースト
G 50万円～＋N10万円分（8,300クリック保証）

③OurAgeサイト内バナー制作・掲出
サイト内で目立つバナーを制作。
タイアップ掲載企画中、タイアップページへ誘導します。

備考

・マージンは一律20%です(代理店様、レップ様含む)
・企画内容により想定PV数に変動あり
・３カット想定
・原稿確認１回

■以下別途お見積もりいたします。
・モデル、タレント、ジャーナリストなどの指名起用
・動画
・二次使用のご相談
・撮影が早朝深夜、1日以上、場所指定がある場合
・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

8300 
CL保証

スカルプストレッチ・ブ
ラッシングで髪も体も好
調に！

信頼度抜群、毎日更新のWEBマガジン｢OurAge｣の
オリジナルタイアップに、人気のSmartNewsブースト
をプラスしたお得なパッケージ。ぜひお試しください！

①OurAgeタイアップ

②SmartNewsブースト ③誘導バナー制作・掲出

クライアント様
サイトへ誘導



料金 G 350万円 （撮影・制作費込み）

内容

①Zoomウェビナーの開催・運営
②Zoomウェビナー台本制作・出演者アサイン
③OurAge公式Instagram投稿（フィード＋ストーリーズ）
→参加者への事前サンプリング

④ウェビナー後、参加者によるブログ、SNS投稿（任意）
⑤ウェビナー後、OurAge内まとめ記事作成
上記ウェビナーの内容をまとめ、記事としてOurAge内に掲載。
ウェビナーの反響をより多くの人に伝えます。

・WEB記事内の画像は、クライアント様支給画像または
ウェビナー動画からの切り出し

・ご希望により別途スチール撮影をご希望の場合はお見積もり
・ページ構成など内容によって別途お見積もり

配信日時 ご相談ください

レポート

提出日：ウェビナーの10営業日後
内容 ：ウェビナータイトル、実施日

総視聴者人数
ウェビナーのキャプチャ（3枚）
アンケート実施の場合はアンケート結果

申込期限 配信希望の45営業日前

備考

・マージンは一律20%（代理店様、レップ様含む）
・事前に商材の確認をさせていただきます。
・サンプリングの郵送費は別途
サンプリング製品と同梱物は、ウェビナー実施日の
１ヶ月前までにご納品ください。

・編集部公式Instagram投稿の素材は、編集部の自撮り投稿
※撮影用に商品を１セットご用意ください。
（商品のご用意が難しい場合は支給画像対応）

・タレント、著名人起用の場合は別途お見積もり
・デザイン・企画等は編集部プロデュース
・PR表記あり
・応募者向けのクローズドのウェビナーです。
（ウェビナーはアーカイブなし）

美と健康への興味・関心が強いOurAge読者を、ウェビナーにご招待。

視聴者の方へ事前サンプリングを実施し、使用感・商品に対する

興味などのリアルな反応がすぐにみられるアンケート実施も可能です。

ウェビナー終了後は、編集部で報告記事を作成しOurAgeで配信します。

月1社
限定

OurAgeウェビナープラン


