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TOPICS：2月からモバイル広告がリニューアル
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VOGUE GIRLのモバイル広告のAD Formatが
2月5日週からリニューアルいたします。

マーケットのトレンドとクライアントのニーズに合わせ、「インパクト」と「ビューアビリティ」
そして「ユーザビリティ」を兼ね備えた新広告フォーマットです。

1月1日週～1月29日週は2017年10-12月期と同じ仕様です。
インタースティシャル広告は販売終了のため

「オーバーレイ＆ダブルスタンダードバナー」のみのリリースとなります。



･････････････････ 2

･････････････････ 3

･････････････････ 4

･････････････････ 5

･････････････････ 6

･････････････････ 7

･････････････････ 8

･････････････････ 9

･････････････････ 10

･････････････････ 11

･････････････････ 12

･････････････････ 13

･･････････････ 14-15

･････････････････ 16

･････････････････ 17

･････････････････ 18

･････････････････ 19

･････････････････ 20

･･････････････ 21-22

･････････････････ 23

・Contents

・ミレニアルズへのモードファッション指南書

・ターゲットオーディエンス

・メディアパワー

・オーディエンスプロファイル詳細

・コンテンツラインナップ

・ビデオカテゴリのご紹介

・ビデオカテゴリ コンテンツのご紹介

・ビデオ コンテンツスポンサーシップ & カスタムコンテンツ制作

・広告メニュー(SP)  *1/1週～1/29週対象

SP/オーバーレイ ＆ ダブルスタンダードバナー

・広告メニュー(SP)  *2/5週～対象

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン ジャック

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン レクタングル

・広告メニュー(PC/Tablet)

PC/ VOGUE GIRL デスクトップジャック

・動画広告メニュー

動画広告 プレイスメント

ビデオオプション 外部メディア

Contents

2

･････････････････ 24

･････････････････ 25

･････････････････ 26

･････････････････ 27

･････････････････ 28

･････････････････ 29

･････････････････ 30

･････････････････ 31

･････････････････ 32

･････････････････ 33

･････････････････ 34

･････････････････ 35

････････････････36-37

･････････････････ 38

･････････････････ 39

･････････････････ 40

･････････････････ 41

･････････････････ 42

･････････････････ 43

･････････････････ 44

･････････････････ 45

･････････････････ 46

・タイアップメニュー

編集タイアップ クオリティイメージ

編集タイアップ 多角的展開

ニュース記事 タイアップ（マルチデバイス/テンプレート型）

ニュース記事 タイアップ 外部誘導パッケージプラン

ニュース記事 動画タイアップ（マルチデバイス/テンプレート型）

ギャラリータイアップ（マルチデバイス/テンプレート型）

スタンダードタイアップ（マルチデバイス/モジュール型）

フルHTMLタイアップ SP （マルチデバイス）

・タイアップオプション ビデオエクステンション

・タイアップオプション LINE 2 メッセージ

・タイアップオプション LINE 3 メッセージ

・タイアップオプション 外部メディア

・タイアップ誘導枠

・広告メニューお申し込み手順と掲載レポートについて

・メニュー一覧 バナー広告

・メニュー一覧 編集タイアップ広告 / 動画広告

・掲載にあたっての確認事項

・編集タイアップ掲載 注意事項

・掲載について

・HTML5配信

・前期からの変更点



3

ミレニアルズへのモードファッション指南書

VOGUE GIRLは、ミレニアルズのモードファッションエントリー層に向けてのファッション＆ライフ
スタイル指南書です。
身近に感じられる日本人モデルを中心に起用し、High ＆ Lowのミックスコーディネートや着まわし術
など、VOGUEとは違った視点でモードファッションを情報をお伝えしています。
「もっとモードに見せたい」「ファッショナブルなイメージでブランド価値を上げたい」そんな時に
VOGUE GIRLをご活用ください。



自分の考えやこだわりを持ち、面白いと思うものを積極的に情報発信
するインフルエンサー的存在。

海外のトレンド情報やおしゃれなモノ・コトに敏感で、毎日タイムリーな
情報をスマホから情報収集している。
自分なりにハイ＆ローアレンジを着こなすことができ、親と一緒に
ショッピングに行ったり、所有するブランド物を共有することもしばしば。
私立の中高一貫校を卒業し（ある程度以上の裕福な家庭）
海外旅行経験も豊富でボーダーレスな国際感覚を持っている。

■ファッションに対して高い興味関心を持っているミレニアルズ（20-30代中心）

■中でも、国際感覚あふれるオシャレセンスと購買力を併せ持つインフルエンサー

■将来のVOGUE読者になり得る、ラグジュアリーブランド潜在購買層

コアターゲットイメージ

サブターゲットイメージ

・ファッション情報に飢えており常に最先端のトレンド情報を詳しく
知っていたいファッション大好きガール。
決してミーハーではなくモード（皆が知っている情報は嫌）。

・ファッション業界で働きたい学生。
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ターゲットオーディエンス
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＋Social: TTL approx. 2.5M Reach

VOGUE GIRLのPVは既にTOPファッションサイト群に次ぐ2,500万PVにまで成長。
Socialリーチとの合計延べリーチは約250万人に達しました。

メディアパワー

Facebookファン数 49,000人

twitterフォロワー数 129,000人

Instagramファン数 77,000人

LINE ファン数 200,000人

29歳以下が55%
（VOGUEは20%）
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▼婚姻状況 ▼居住エリア

婚姻・居住・年収 出典：VOGUE GIRL ID会員データ
2017年11月調べ

▼世帯年収 世帯年収1000万以上が

16%を占めている。

オーディエンスプロファイル詳細

関東地方, 

64.69%
中部地方, 

8.35%

近畿, 

14.94%

中国地方, 

1.80%

四国地

方, 

1.02%

九州・沖

縄, 5.49%

北海道, 

1.39%

東北地方, 

2.31%

未婚, 

79.46%

既婚, 

20.54%

重複率 出展：Macromill Accessmill Data 1st Jul. ～30th Sep. 2017

VOGUEとの読者重複率12%

▼読者重複率



Girl of the Month
毎月編集部が厳選したモデルを起用し、VOGUE GIRLの世界観を
余すところなく伝えていきます。
雑誌の表紙をイメージしたクリエイティブも好評の企画です！

Style Book
月代わりで、トレンドを取り入れながら、
リアルプライスで作れるファッションスナップを指南！

EDITOR’S PICK
VOGUE GIRLエディター愛用アイテムを紹介。
毎回違うテーマを元にエディター一押しアイテムをチェックできちゃう！

しいたけ占い
業界騒然の、当たりすぎる占い。
とにかく見てみて！
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コンテンツラインナップ

VOGUE GIRLはモードファッションのエントリー層に対し、High & LowのミックスコーデやHow toコンテンツなどより分か
りやすく、身近にラグジュアリーブランドを感じられる編成にしています。



合計約4,000エピソード

2017年11月時点

PC、スマートフォンに最適化

Condé Nast Entertainment(CNE)：

米国コンデナスト本社の動画制作・ビジネス開発部門。プレミアムなコンテンツの
制作・配信・配給を行っています。豪華キャストや、才能あふれるトップクラスの
クリエーターを起用し、CNEならではの映像作品を数多く制作しています。

日本市場へは、『VOGUE JAPAN』『GQ』『WIRED』に加え、『GLAMOUR』

『VANITY FAIR』

『Condé Nast Traveler』『The New Yorker』など日本未上陸の動画タイトルも多
数導入を検討しています。
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※コンデナスト・ジャパン全体数値

コンデナスト・ジャパンは、2015年10月、公式ウェブサイトの動画サービスをリニューアルし、米国コンデナスト・エンターテインメント（Condé Nast Entertainment）をはじめとする世
界各国のコンデナスト・グループのプレミアムな動画コンテンツの日本市場での展開を開始しました。今後も毎年約2,000エピソード以上の動画コンテンツを追加していく予定です。

また、2016年以降は、コンデナスト・ジャパンによるオリジナル動画コンテンツシリーズの制作を開始し、動画サービスを充実させて参ります。

さらに、公式ウェブサイトに加え、パートナープラットフォームでの動画展開やブランデッドコンテンツの制作・展開など、動画を中心とした幅広い取り組みを展開していく予定です。

ビデオコンテンツを大幅に増加。

＋

ビデオカテゴリのご紹介
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世界的な著名人の出演や、気鋭のクリエイターの起用など、コンデナストクオリティのビデオコンテンツ ラインナップです。

「Teen VOGUE」インテリアデザインの専門家が視聴者の
部屋をおしゃれにトータルコーディネート。

各エピソードでは、選ばれたラッキーな女の子の

お部屋改造の過程とうれしいお披露目の様子、

そしてあなたが自分の部屋を模様替えするための

DIYのコツをたっぷりお届けする。

お部屋改造大作戦

スタイリングのひらめきが欲しい？

「Teen VOGUE」の「今日のコーディネイト」では

周りで最もおしゃれな女の子のファッションを

詳しく紹介する。

彼らの服や着こなし方、お気に入りのおしゃれアイテムに
まつわる話を参考にスタイリングのヒントを見つけよう。

今日のコーディネイト

ダメなのはどっち？ たっぷりのドレッシングをかけて野
菜を食べる？それとも野菜をまったく食べない？ バーで

食べ物を食べる？それとも空腹のままお酒を飲む？
いつも不思議だったけれど、誰にも聞いたことが

なかった健康に関する小さなジレンマの答えを教える。
驚きの結果が明らかに！

Which is Worse

最新のビューティトレンドを取り入れるのは簡単。

Teen VOGUEのビューティ＆ヘルス・ディレクター、

イレーン・ウェルタロスがその道のプロと一緒に

最新のヘアメイク、ネイル、スキンケアの方法を

分かりやすく説明する。今すぐやってみて。

【LIFE STYLE】

“キレイ”への３ステップ
悩みを抱える女の子たちの変身願望を、たった3分で叶えちゃ
う！ モデルのラブリとメイクアップアーティストの池田ハリ
ス留美子、ヘアスタイリストの奈良裕也という各ジャンルの

スペシャリストたちが、メイクオーバーをプロデュース。

プロが教えるTIPSで、自分でも手軽に変身完了！

THREE MINUTES MAKEOVER

上へまいります！

スターYouTuberのソナ・ガスパリアンと『Glamour』ヘ
アメイク・アーティストのセオドア・リーフが、

大事なイベントを控えた女の子をイメチェン！

最上階に上るまでの短時間で大変身をプロデュース!!

ELEVATOR MAKEOVER

ビデオカテゴリ コンテンツのご紹介
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ビデオ コンテンツスポンサーシップ ＆ カスタムコンテンツ制作

コンテンツスポンサーシップ

他

弊社にて制作・配信するオリジナルシリーズのスポンサーシップをご提案いたします。

カスタムコンテンツ制作 クライアント様のストーリーを語る、マルチプラットフォーム時代に合ったハイクオリティコンテンツを制作いたします。

事例：COACH様 カプセルコレクション カスタムコンテンツ

OVER THE GLOBE （出演：MIYAVI）

制作に関する詳細はお問い合わせください。

“HOW TO WEAR IT”

“GQ WORKOUT” “3 Minutes Makeover”“INSIDE MY SUITCASE”

“ジョン・エリオットのスタイリング指南” “GIRL OF THE MONTH”

上記シリーズは事例の一部で、今後の制作をお約束するものではありません。 詳細はお問い合わせください。

THE ENCOUNTER （出演：秋元梢）BEYOND EXTREME （出演：渡辺直美）

VOGUE JAPAN GQ JAPAN VOGUE GIRL
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ADVERTISING MENU for Smartphone

1月1日週～1月29日週は2017年10-12月期と同じ仕様です。
インタースティシャル広告は販売終了のため

「オーバーレイ＆ダブルスタンダードバナー」のみのリリースとなります。

1月1日週～1月29日週対象
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オーバーレイとダブルスタンダードバナーがセットのスタンダードメニュー

VOGUE GIRLの全メニューで一番CPMパフォーマンスが高いメニューです。
スマホ世代に大量の露出をすることでブランド認知拡大・クライアントサイトへの誘導強化を
図ることが可能です。

掲載期間 1週間 （月曜AM 10:00 切替）

掲載タイプ インプレッション保証

掲載面 SMARTPHONE/ALL ※VIDEOカテ、タイアップページ、特集協賛ページ除く

サイズ（W×H）ピクセル 1）オーバーレイ：640x100

※実配信サイズは320x50に縮小されます。

2）ダブルスタンダードバナー:640x200

※2)の実配信サイズは320x100に縮小されます。

容量 1）オーバーレイ：100KB以内

2）ダブルスタンダードバナー：100KB以内

保証インプレッション数

料金
4枠 2,000,000インプレッション/¥2,500,000（4枠）

3枠 1,500,000インプレッション/¥2,000,000（3枠）

2枠 1,000,000インプレッション/¥1,500,000（2枠）

1枠 500,000インプレッション/ ￥800,000（1枠）

入稿期限 5営業日前 18:00まで
※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

入稿素材本数 各1本まで

※一括入稿が必須です。

※ 掲載カテゴリの指定は承っておりません。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します
※ 他バナー、枠数増加における競合排除は承っておりません。
※ 「表示保証環境」については、「掲載 確認事項」のページをご参照ください。
※ 想定インプレッションに対して、10％以内の未達は補填対象外です。

※ 各バナー内の文字サイズについて別途規定をご参照ください。

Overlay
(オーバーレイ表示)

SP/オーバーレイ＆ダブルスタンダードバナー

Double Standard
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ADVERTISING MENU for Smartphone

インタースティシャル広告を販売終了し、新しい広告仕様になりました。

2月5日週～対象
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掲載期間 1週間 （月曜AM 10:00 切替）

掲載タイプ 期間保証 / ローテション掲載

掲載デバイス/面 SMARTPHONE/ALL

※VIDEOカテ、タイアップページ、特集協賛ページ除く

サイズ（W×H）ピクセル 1)プレミアムキャンバス：640x360

※実配信サイズは320x180に縮小されます。

2)ヘッダーオーバーレイ：640x200

※実配信サイズは320x100に縮小されます。

3)レクタングル600x500 (or 640x200)

※実配信サイズは300x250 (or 320x100)に縮小されます

4)ビデオ：1280x720

容量（ファイル形式） 1)~3) 100KB以内(jpg/gif/png)   4) 10MB以内(MP4)

想定インプレッション数

料金
4枠 2,800,000インプレッション/¥3,700,000（4枠）

3枠 2,100,000インプレッション/¥3,200,000（3枠）

2枠 1,400,000インプレッション/¥2,700,000（2枠）

1枠 700,000インプレッション/¥2,000,000（1枠）

入稿期限 5営業日前 18:00まで
※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

入稿素材本数 各1本まで

※一括入稿が必須です。

プレミアムキャンバスで動画を流せる最もリッチなバナー

ファーストビューのプレミアムキャンバスで動画によるインパクトを与え、追随で表示されるヘッ
ダーオーバーレイでしっかりとブランドイメージを作る、視認性が高く、高パフォーマンスが期待
できるメニューです。

※ ヘッダーオーバーレイには右下部にクローズボタン(×イメージ)を含めてください。
原稿規定はに於きましては「ヘッダーバナー原稿規定」をご参照ください

※ 掲載カテゴリの指定は承っておりません。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します
※ 他バナー、枠数増加における競合排除は承っておりません。
※ 「表示保証環境」については、「掲載 確認事項」のページをご参照ください。
※ 想定インプレッションに対して、10％以内の未達は補填対象外です。

※ 各バナー内の文字サイズについて別途規定をご参照ください。

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ

「しいたけ占い」面限定掲載 SPジャックビデオ
・2枠 1,000,000インプレッション/ ¥2,000,000（2枠）

・1枠 500,000インプレッション/ ¥1,200,000（1枠）

※ 配信仕様は通常商品に準じます。

Header Overlay
320x100

Premium Canvas
※Width100%の
320 x 180表示

Rectangle
300x250

or
(320x100)

Premium Canvas
※Width100%の
320 x 180表示

Header OverlayはPremium Canvasが画面から
外れた際に上部固定で25秒掲載後自動クロー
ズします。①上スクロール時 と ②レクタング
ルバナー表示時は非表示になります。また右
上のクローズボタン(×イメージ)押下後は次回
セッションまで表示されなくなります。

･動画秒数：60秒まで
･動作：オートリプレイ
･音声：再生なし

インライン動画掲載概要

MAX

60秒



仕様詳細

ファイル形式

容 量

サイズ

①プレミアムキャンバス GIF/JPEG/PNG

100KB以内

640 x 360 ※実配信サイズは320 x 180に縮小

MP4

10MB以内

1280x 720px 推奨 ※縦横比率は「16：9」

最大60秒以内

動画仕様については、以下を参考としてください。

ビデオコーデック：MP4

ビデオ解像度：1280 x 720px 推奨(16：9)

ビデオフレームレート、総ビットレートに制限はございません。

オーディオコーデック：音声の再生はないため、制限はございません。

④ムービーファイル ファイル形式

容 量

サイズ

秒 数

ファイル形式

容 量

サイズ

②ヘッダーオーバーレイ GIF/JPEG/PNG

100KB以内

640 x 200

③レクタングル ファイル形式

容 量

サイズ

GIF/JPEG/PNG

100KB以内

600 x 500

15

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ
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掲載期間 1週間 （月曜AM 10:00 切替）

掲載タイプ 期間保証 / ローテション掲載

掲載デバイス/面 SMARTPHONE/ALL

※VIDEOカテ、タイアップページ、特集協賛ページ除く

サイズ（W×H）ピクセル 1ファーストレクタングル：600x500

※実配信サイズは300x250に縮小されます。

2)ヘッダーオーバーレイ：640x200

※実配信サイズは320x100に縮小されます。

3)レクタングル:600x500 (or 640x200も対応可)

※実配信サイズは300x250 (or 320x100)に縮小されます

容量（ファイル形式） 各100KB以内(jpg/gif/png) 

想定インプレッション数

料金
4枠 2,800,000インプレッション/¥3,200,000（4枠）

3枠 2,100,000インプレッション/¥2,700,000（3枠）

2枠 1,400,000インプレッション/¥2,200,000（2枠）

1枠 700,000インプレッション/¥1,500,000（1枠）

入稿期限 5営業日前 18:00まで
※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

入稿素材本数 各1本まで

※一括入稿が必須です。

レクタングルとヘッダーオーバーレイがセットのプレミアムメニュー

ファーストビューで表示されるファーストレクタングルでインパクトを与え、追随で表示される
ヘッダーオーバーレイでしっかりとブランドイメージを作る、視認性が高く、高パフォーマンスが
期待できるメニューです。

※ ヘッダーオーバーレイには右下部にクローズボタン(×イメージ)を含めてください。
原稿規定はに於きましては「ヘッダーバナー原稿規定」をご参照ください

※ 掲載カテゴリの指定は承っておりません。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します
※ 他バナー、枠数増加における競合排除は承っておりません。
※ 「表示保証環境」については、「掲載 確認事項」のページをご参照ください。
※ 想定インプレッションに対して、10％以内の未達は補填対象外です。

※ 各バナー内の文字サイズについて別途規定をご参照ください。

「しいたけ占い」面限定掲載 SPジャック

・2枠 1,000,000インプレッション/ ¥1,600,000（2枠）

・1枠 500,000インプレッション/ ¥1,000,000（1枠）

※ 配信仕様は通常商品に準じます。

First Rectangle
※Width100%の
320 x 250表示

Header Overlay
320x100

First Rectangle
※Width100%の
320 x 250表示

Rectangle
300x250

or
(320x100)

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン ジャック

Header OverlayはFirst Rectangleが画面から
外れた際に上部固定で25秒掲載後自動クロー
ズします。①上スクロール時 と ②レクタング
ルバナー表示時は非表示になります。また右
上のクローズボタン(×イメージ)押下後は次回
セッションまで表示されなくなります。
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レクタングルバナーのみのスタンダードメニュー

オ－バーレイバナーがないシンプルな廉価版のバナーメニューです。

掲載期間 1週間 （月曜AM 10:00 切替）

掲載タイプ 期間保証 / ローテション掲載

掲載面 SMARTPHONE/ALL

※VIDEOカテ、タイアップページ、特集協賛ページ除く

サイズ（W×H）ピクセル 1）ファーストレクタングル：600x500

※実配信サイズは300x250に縮小されます。

2)  レクタングル：600x500 (or 640x200も対応可)

※実配信サイズは300x250 (or 320x100)に縮小されます

容量（ファイル形式） 100KB以内(jpg/gif/png) 

想定インプレッション数

料金
4枠 1,800,000インプレッション/¥2,300,000（4枠）

3枠 1,350,000インプレッション/¥1,700,000（3枠）

2枠 900,000インプレッション/¥1,300,000（2枠）

1枠 450,000インプレッション/ ￥700,000（1枠）

入稿期限 5営業日前 18:00まで
※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

入稿素材本数 各1本まで

※一括入稿が必須です。

※ 掲載カテゴリの指定は承っておりません。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します
※ 他バナー、枠数増加における競合排除は承っておりません。
※ 「表示保証環境」については、「掲載 確認事項」のページをご参照ください。
※ 想定インプレッションに対して、10％以内の未達は補填対象外です。

※ 各バナー内の文字サイズについて別途規定をご参照ください。

First Rectangle
※Width100%の
320 x 250表示

First Rectangle
※Width100%の
320 x 250表示

Rectangle
300x250

or
(320x100)

SP/ VOGUE GIRL スマートフォン レクタングル
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ADVERTISING MENU for PC / Tablet
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※ クリエイティブの規定は別途広告仕様書をご参照ください。
※ 掲載カテゴリの指定は承っておりません。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します
※ 他バナー、枠数増加における競合排除は承っておりません。
※ 「表示保証環境」については、「掲載 確認事項」のページをご参照ください。
※ 想定インプレッションに対して、10％以内の未達は補填対象外です。

掲載期間 1週間 （月曜AM 10:00 切替)

掲載タイプ 期間保証 / ローテション掲載

掲載デバイス/面 PC・タブレット

※VIDEOカテ、タイアップページ、特集協賛ページ除く

サイズ（W×H）ピクセル ビッグボード(上部)：1020x250

背景(左右静止画)：1520x1300(静止画)

Wスカイスクレーパー：300x600 ※100KB以内

レクタングル：300x250 or 640x200 ※100KB以内

※ご希望のサイズを選択可能。

※背景(左右静止画)縦1300px以下のエリアは、カラーコード指定が可能です。

規定は別途仕様書をご確認ください。

容量 ビックボード、背景は300KB以内。

それ以外の素材は100KB以内。

※背景は大容量不可。静止画300KB以内。

想定インプレッション数

料金

2枠 900,000インプレッション/¥2,500,000
1枠 450,000インプレッション/¥1,500,000

入稿期限 10営業日前 18:00まで
※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

入稿素材本数 各1本まで

※一括入稿が必須です。

サイト全体をジャックする、インパクトあるクリエティブが可能です

サイト全体でバナーを掲出するので、非常にインパクトがあり、
より多くのユーザーへのブランドイメージの擦りこみ、プロモーションが可能です。

▼PC

B
a

c
k
g

ro
u

n
d

 (R
ig

h
t)

B
a

c
k
g

ro
u

n
d

 (L
e

ft)

Wsky
scraper

Rectangle

Big Board (上部)

PC/ VOGUE GIRL デスクトップジャック
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VIDEO ADVERTISING MENU
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動画広告 プレイスメント

掲載期間 4週間 （月曜AM10:00 ～ 翌々月曜AM9:59まで）

掲載タイプ 期間保証 / 1社限定

掲載面 VOGUE GIRL ビデオカテゴリ

VOGUE GIRL 公式 Facebook

料金 700,000円 ※想定再生単価＠14円

想定ストリーム数 50,000ストリーム

動画尺 15分以内

オプション
映像編集：150,000円(NET)～

翻訳：150,000円(NET)～

オリジナル映像制作：要相談

掲載可能業種
VOGUE GIRL AD Regulationに加え以下の条件が加わります

アパレル、ジュエリー、ウオッチ、化粧品、香水、自動車、飲料（ア
ルコールを含む）、食品、航空キャリア、リゾート、ホテル、ウエ
ディング ※その他の業種の場合はご相談ください

掲載基準
15分以内の動画 ※動画広告やCM以外も可能。

（プロモーション映像、コレクション映像、イメージ映像

イベントダイジェスト、メイキング映像など）

入稿期限 10営業日前 18：00まで

※ 掲載前のクリエイティブ審査があります。（最大5営業日）
※ 掲載カテゴリは弊社で決定させて頂きます。
※ 掲載期間中のクリエイティブの差し替えはお受け出来ません。
※ 「表示保証環境」については、「掲載 確認事項」のページをご参照ください
※公式Facebook上の動画配信はネイティブ動画配信、広告動画配信それぞれを行います。

▼Smartphone▼PC

VOGUE GIRLで掲載

15分以内の動画をVOGUE GIRLのビデオカテゴリー内に掲載します。

掲載する動画は広告以外の映像も可能です。サイト内誘導枠を用いて視聴誘導を行います。

動画のタイトルや説明文はVOGUE GIRLが編集し、動画の魅力をオーディエンスに伝えます。

またVOGUE GIRL世代へのリーチ拡大のために、VOGUE GIRLの公式Facebookアカウント上で

動画を配信を行います。

1、PROMOTION表記
2、タイトル
3、外部リンクテキスト
4、説明文

1、PROMOTION
表記
2、タイトル
3、外部リンクテ
キスト
4、説明文

▼Facebookネイティブ投稿＆広告

• VOGUE GIRL公式Facebookアカウントへネイティブ投稿
• 動画広告はVOGUE GIRL アカウントを通して購入
• ユーザー、デバイスを含めたターゲティングが可能で、ターゲットオー

ディエンスとのエンゲージメント向上に有効



入稿内容 仕様 条件

動画ファイル

ファイルサイズ 500MB以内

映像サイズ(幅x 高) 1920x1080 pixel

フォーマット
映像 MP4  H.264

音声 AAC

映像ビットレート / フレームレート 15～20Mbps 推奨 / 一般的なフレームレート(23.97、24、25、29.97、30 fps)推奨

音声 音声必須

音声ビットレート、サンプリングレート 256kbps / 44.1KHz 推奨

再生秒数 60秒～14分59秒

静止画 jpg/png/tif/pdf/bmp/ai/psd

・16：9 サイズ

・短い辺が700px以上（推奨）

・解像度72dpi（推奨）

動画説明文章の作成の為のテキスト素材 Word/Excel/PDF プレスリリース等の動画に関する説明文章、ドキュメント

2）レポート項目

• 動画再生回数（全期間、日別）
• 外部リンクテキスト クリック数（全期間）

3）入稿素材

5

営
業
日(

目
安)

1）掲載までの流れ（掲載日希望日の10営業日前のご入稿が目処です）

掲
載
可
否

※

5

営
業
日
前

お
申
し
込
み

ご

入
稿

レ
ポ
ー
ト

※

掲
載
終
了
の
5

営
業
日
後

掲
載
開
始

動
画
説
明
文
ご
提
出

動
画
説
明
文
章

修
正

(

出
し
戻
し
1

回
ま
で)
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動画広告 プレイスメント



• VOGUE GIRL アカウントを通して購入
• ユーザー、デバイスを含めたターゲティングが可能で、ターゲット

オーディエンスとのエンゲージメント向上に有効

23

VOGUE GIRLアカウントにて外部メディアを購入し、より大きな動画再生リーチの獲得が可能になります。

※ 上記等はすべてビデオメニューのオプションです。

※ 本商品の代理店マージンは個別設定です。

※ 掲載原稿はVOGUE GIRL編集を基本とします。

※メニュー詳細については担当営業までお問い合わせください

￥1,000,000～ 2週間～4週間程度掲載

～100,000 再生数程度

料 金

想定インプレッション

ビデオオプション 外部メディア

3分程度以内

推奨動画尺



24

TIE-UP MENU
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編集タイアップ クオリティイメージ
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既存の枠組みに捉われない
新しいコミュニケーションの

発掘と実施！

SNSや動画といったデジタルの枠
組みだけでなく、メッセージをお
届けするために最適なアプローチ

をご提案いたします。

編集タイアップ 多角的展開例

スポンサードビデオも
VOGUEGIRLで脚本から撮影、

編集までを一括で受注。

リアルとWEBを連動した立体型の
プロモーション展開。
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新商品やショップオープン等の情報を、VOGUE GIRLのニュース記事同様の見え方で、

掲載致します。

VOGUE GIRLアカウントのFacebookやtwitterから、記事に関するポストを発信すること
で、

記事の拡散も期待できます。

※ タイアップページ内とタイアップ誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。

※ 掲載期間は、2週間です。

※ ニュース掲載面は編集コンテンツのため、レポートのご提出はございません。
※ 画像サイズは、画像比率によって微調整いたします。
※ Flash使用は不可です。

掲載デバイス SP・PC/タブレット

料金 ¥600,000 (1ページ制作費込) ※素材支給（画像1点）

掲載期間 2週間 ※VOGUE GIRL公式SNSでも誘導致します。
※更新なし。掲載開始は営業日任意
※PV保証なし

入稿素材 イメージ画像1点（JPEG/GIF）、リンク先URL、商品リリーステキスト、

お問い合わせ先

※ 外部サイト等へのリンクは5か所まで

入稿期限 掲載日の10営業日前 18:00まで

※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

▼PC

▼SMARTPHONE

画像1点

原稿テキスト：150～200文字

information

ニュース記事 タイアップ *マルチデバイス/テンプレート型
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新商品やショップオープン等の情報を、VOGUE GIRLのニュース記事同様の見え方で、掲載致します。

更に、メディアブーストを同時に実施することでニュース記事への誘導強化を行うことができるお得なパッケージプランです！

※ タイアップページ内とタイアップ誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。

※ 掲載期間は、2週間です。

※ ニュース掲載面は編集コンテンツのため、レポートのご提出はございません。
※ 画像サイズは、画像比率によって微調整いたします。
※ Flash使用は不可です。

▼PC

▼SMARTPHONE

画像３点まで

information

ニュース記事 タイアップ 外部誘導パッケージプラン

3,000 クリック～

ニュース記事への想定遷移数

※クリック数は保証ではありません。

①ニュース記事＋Facebookプラン

￥1,200,000
料 金

②ニュース記事＋Yahoo!コンテンツディスカバリープラン

￥1,200,000
料 金

7,000 クリック （CPC ¥70想定）

ニュース記事への想定遷移数

※クリック数はタイアップ内容、掲載期間、出稿時期を考慮し試算しま
す。

• VOGUE GIRL アカウントを通して購入
• ユーザー、デバイスを含めたターゲティングが可能で、ターゲットオーディエンスとの

エンゲージメント向上に有効

• VOGUE GIRL アカウントを通して購入
• Yahoo!コンテンツディスカバリー掲載パートナーサイト内の

「おすすめコンテンツ（レコメンドモジュール）」枠に、出稿コンテンツを配信します
• クリック獲得数の高いメニュー
• PC/タブレット/スマートフォン対応

※掲載エビデンスの取得には対応しておりません
※掲載にあたりYAHOO側の掲載可否審査がございます。

審査を通過できない場合は別メディアへの振り替え提案をいたします。

原稿テキスト1種：150～200文字
画像によって変更できません

掲載デバイス SP・PC/タブレット

掲載期間 2週間 ※VOGUE GIRL公式SNSでも誘導致します。
※更新なし。掲載開始は営業日任意
※PV保証なし

入稿素材 イメージ画像3点まで（JPEG/GIF）、リンク先URL

商品リリーステキスト、お問い合わせ先

※ 外部サイト等へのリンクは5か所まで

入稿期限 掲載日の10営業日前 18:00まで

※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。
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新商品やショップオープン等の情報を、VOGUE GIRLのニュース記事同様の見え方で、

且つ、動画素材を活かして掲載致します。

VOGUE GIRLアカウントのFacebookやtwitterから、記事に関するポストを発信すること
で、

記事の拡散も期待できます。

※ タイアップページ内とタイアップ誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。

※ 掲載期間は、2週間です。

※ ニュース掲載面は編集コンテンツのため、レポートのご提出はございません。
※ 画像サイズは、画像比率によって微調整いたします。
※ Flash使用は不可です。

掲載デバイス SP・PC/タブレット

料金 ¥700,000 (1ページ制作費込)

※素材支給/動画1点（＋本文内に画像2点まで追加可）

掲載期間 2週間 ※VOGUE GIRL公式SNSでも誘導致します。
※更新なし。掲載開始は営業日任意
※PV保証なし

入稿素材 動画素材1点（YouTubeエンベッド）、

リンク先URL、商品リリーステキスト、お問い合わせ先

（追加イメージ画像2点まで（JPEG/GIF））

※ 外部サイト等へのリンクは5か所まで

入稿期限 掲載日の10営業日前 18:00まで

※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事があります。

▼PC

▼SMARTPHONE

ニュース記事 動画タイアップ *マルチデバイス/テンプレート型

information

★動画素材を活かして、読者に商品やサービスをお届け★

原稿テキスト：150～200文字

動画1点
（＋本文内に画像2点追加可）
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ご支給いただいた写真で作るタイアップです。

VOGUE GIRLのユーザーの約９割はスマホから閲覧しており、ユーザビリティを考えたスマホファーストな作り
で、ストレスなく画像がサクサク見れます。

掲載デバイス SP・PC/タブレット

料金 掲載費 ¥2,500,000（G)
※素材支給/画像5-7点

想定PV 50,000~55,000PV

掲載期間 4週間 ※更新なし

※掲載開始日は、営業日任意

入稿素材 イメージ画像5-7点（JPEG/GIF）、リンク先URL、

商品リリーステキスト、お問い合わせ先

※ 外部サイト等へのリンクは5か所まで

入稿期限 掲載日の15営業日前 18:00まで

※入稿締切日に遅れた場合、掲載開始日を変更させていただく事が

あります。

スケジュール オリエン：掲載日の20営業日前 実施 ※1回校正想定

※ タイアップページ内とタイアップ誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。

※ タイアップの広告開始時刻は、掲載開始日のAM10：00～です。

※ タイアップ広告の終了日が休日にかかる場合は、翌営業日AM 9:59 終了です。

※ 掲載期間内での画像差し替えは、不可です。

※ 画像サイズは、画像比率によって微調整いたします。

※ Flash使用は不可です。

※デザインは変更となる可能性がございます。

▼PC

▼SMARTPHONE

制作スケジュール

原稿テキスト：150～200文字
※画像1点につきそれぞれ

★スマホファーストなデザインで画像がサクサク見れる★

▼PC画像がサクサク
見やすい！
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営
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※1回校正想定

画像5~7点

ギャラリータイアップ *マルチデバイス/テンプレート型

撮影・取材オプション 概算追加費用

本文内動画掲載（YouTubeエンベッド） 10万円～

物撮影 カットアウト 7点程度 30万円～

物撮影 プロップなどを使用したイメージカット 2点程度 60万円～

スナップ撮影（スタイリスト/ヘアメイク別途費用）
※モデル撮影はお受けしておりません

50万円～

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語） いづれも3
カット程度 ※都内1箇所、詳細要確認

30万円～
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自由度の高いVOGUE GIRLオリジナルのデザインテンプレートを組み合わせて作るので、ニーズに合わ
せた最適なデザインを実現できます。最も人気の高いタイアップ商品です。

※ タイアップページ内とタイアップ誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。

※ タイアップ広告の開始時刻は、掲載開始日のAM 10:00～です。

※ タイアップ広告の終了日が休日にかかる場合は、翌営業日AM 9:59 終了です。

※ 掲載期間内での画像差替えは、不可です。

※ 画像サイズは、画像比率によって微調整いたします。

※ Flash使用：不可

※ 撮影の内容によってはスケジュールが前後する場合がございます。

掲載デバイス SP・PC/タブレット

料金 掲載費 ¥3,500,000（G)

WEB制作費 ¥ 500,000（N）
※モデル撮影前提の商品です。下記制作オプション欄をご確認ください

想定PV 40,000~45,000PV

掲載期間 4週間

※ 更新なし

※ 掲載開始日は、営業日任意

スケジュール オリエン：掲載日の40営業日前 実施

制作スケジュール
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▼PC ▼SMARTPHONE

スタンダードタイアップ *マルチデバイス/モジュール型

タイトル

サブタイトル

サブタイトル

記事タイプ

モジュール

GIFモジュール

インフォメーション

※デフォルトで含まれます。

自由にレイアウトの

入れ替えが可能

自由にレイアウトの

入れ替えが可能

オプションで動画作成
も可能です。

★テンプレートを組み合せたオリジナルデザインによって、
ニーズに合わせた最適なページを展開★

※ 外部サイト等へのリンクは5か所までとさせていただきます。

オーガニック投稿

• VOGUE GIRL アカウントへのオーガニック投稿。
• VOGUE GIRLファンに対しダイレクトに編集タイアップ用に

制作したビジュアルを露出可能です。 ¥900,000

ポテンシャルリーチ

76,000

撮影・取材オプション 概算追加費用

モデル撮影 3ルック想定（ビューティは２ルック）
※通常モデル1名、インフルエンサーや著名人起用、ロケは別途費用

100万円～

物撮影 カットアウト 7点程度 30万円～

物撮影 プロップなどを使用したイメージカット 2点程度 60万円～

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語） いづれも3カット程度
※都内1箇所、詳細要確認

30万円～

タイトル
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掲載デバイス SP・PC/タブレット

料金 掲載費 ¥5,000,000（G)

WEB制作費 ¥1,500,000（N）
※モデル撮影前提の商品です。下記制作オプション欄をご確認ください

想定PV 60,000PV~
※ページ構成によって、想定PV数は異なりますので、ご了承ください。

掲載期間 4週間

※更新なし

※ 掲載開始日は、営業日任意

スケジュール オリエン：掲載日の40営業日前 実施

※詳細は、別途お問い合わせください。

制作スケジュール
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※ タイアップページ内とタイアップ誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。

※ タイアップ掲載期間中はVOGUE GIRLTOPに誘導枠を設置いたします。

※ タイアップの広告開始時刻は、掲載開始日のAM10：00～です。

※ 掲載期間内での画像差し替えは、不可です。

※ 画像サイズは、画像比率によって微調整いたします。

※ 撮影の内容によってはスケジュールが前後する場合がございます。

VOGUE GIRL編集部が、フルHTMLで作り起こす完全オリジナルデザインのタイアップです。「ビジュアルに動きを付けたい」「デザインにこだわりたい」等

目的別に合わせた見せ方でページを制作します。基本仕様はスマートフォンのレイアウトでデザインを組み、SPとPCどちらにも掲載することも可能です。

フルHTMLタイアップ *マルチデバイス（PCではSP版を表示）

▼SMARTPHONE

▼PC

※PC専用にデザイン制作した場合のイメージ

※スマホデザインのまま、PC掲載した場合のイメージ

※ 外部サイト等へのリンクは10か所までとさせていただきます。

オーガニック投稿

• VOGUE GIRL アカウントへのオーガニック投稿。
• VOGUE GIRLファンに対しダイレクトに編集タイアップ用に

制作したビジュアルを露出可能です。
¥900,000

ポテンシャルリーチ

76,000

撮影・取材オプション 概算追加費用

モデル撮影 3ルック想定（ビューティは２ルック）
※通常モデル1名、インフルエンサーや著名人起用、ロケは別途費用

100万円～

物撮影 カットアウト 7点程度 30万円～

物撮影 プロップなどを使用したイメージカット 2点程度 60万円～

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語） いづれも3カット程度
※都内1箇所、詳細要確認

30万円～
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▼PC ▼SMARTPHONE

タイアップオプション ビデオエクステンション

▼ビデオプレイスメント PC

VOGUE GIRLで掲載

1、PROMOTION表記
2、タイトル
3、外部リンクテキスト
4、説明文

1、PROMOTION表記
2、タイトル
3、外部リンクテキスト
4、説明文

▼Facebookネイティブ投稿＆広告

• FB動画広告はVOGUE GIRL アカウントを通し
て購入

• ユーザー、デバイスを含めたターゲティング
が可能で、ターゲットオーディエンスとのエ
ンゲージメント向上に有効

＋

• VOGUE GIRL ビデオプレイスメント

• Facebookネイティブ動画投稿

• Facebook動画広告

想定動画再生回数

60,000

¥800,000
掲載期間

４週間

動画対応のタイアップオプションとして、同動画素材をVOGUE GIRLビデオプ

レイスメントおよびVOGUE GIRL Facebookアカウントに掲載・配信いたしま

す。

▼ビデオプレイスメント Smartphone



タイアップオプション LINE 2 メッセージ

※ 本商品は編集タイアップのオプションとしての販売に限ります。

※ 本商品の代理店マージンは個別設定です。

※ 掲載原稿はVOGUE GIRLが作成します

※ 掲載開始日はVOGUE GIRLが調整します。

「VOGUE GIRL」のLINE公式アカウントを通じて広告主様のタイアップコンテンツを魅力的に

訴求し、VOGUE GIRL内のタイアップページへと誘導します。

タイアップオプション

• LINEの公式アカウントをお持ちでない広告主様でも、「VOGUE GIRL」公式アカウント

を利用してLINEユーザーにプロモーションを行えます。

• スマートフォンでのリーチ拡大に効果的

• プロモーション対象は、「VOGUE GIRL」公式アカウントフォロワー

料 金

友達数

￥800,000/回

200,000 友達

投稿日 水・金の配信日のいづれかで要調整

投稿枠数 1か月1社限定

※原則広告投稿と広告投稿の間隔は２週間以上の期間をいただきます。

投稿時間 編集部任意

投稿方法 1配信につき同時に最大2回連続の投稿（吹き出し）

※編集コンテンツを含みます。

投稿内容 編集投稿にコンテンツライクに混ぜ込みます。

画像、動画（200MB以内:1分以内 ※コンデナスト制作に限る）

同時告知可能商材 1ブランド１シリーズの告知に限る

１吹き出し

２吹き出し

その日の通知内容に絡めて訴求します。
広告商材単品での訴求は致しません。

4分の1枠を編集タイアップページへの
誘導として使用します。

※画像内にPR表記/誘導文言内に広告主名が入ります。

※クリエイティブに関しては、
VOGUEGIRL編集部にお任せいただきます
*校正はネガティブチェックのみです

誘導文言内に広告主名

誘導文言内に広告主名

PROMOTION

ご出稿しやすいLINEの2メッセージ版が登場。
強力なプッシュメッセージでタイアップコンテンツのリーチと誘導を増やすことが可能で
す。
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タイアップオプション LINE 3 メッセージ

※ 本商品は編集タイアップのオプションとしての販売に限ります。

※ 本商品の代理店マージンは個別設定です。

※ 掲載原稿はVOGUE GIRLが作成します

※ 掲載開始日はVOGUE GIRLが調整します。

「VOGUE GIRL」のLINE公式アカウントを通じて広告主様のタイアップコンテンツを魅力的に

訴求し、VOGUE GIRL内のタイアップページへと誘導します。（「３吹き出し」は外部リンク

も可能になりました。）

タイアップオプション

• LINEの公式アカウントをお持ちでない広告主様でも、「VOGUE GIRL」公式アカウント

を利用してLINEユーザーにプロモーションを行えます。

• スマートフォンでのリーチ拡大に効果的

• プロモーション対象は、「VOGUE GIRL」公式アカウントフォロワー

料 金

友達数

￥1,000,000/回

200,000友達

投稿日 水・金の配信日のいづれかで要調整

投稿枠数 1か月1社限定

※原則広告投稿と広告投稿の間隔は２週間以上の期間をいただきます。

投稿時間 編集部任意

投稿方法 1配信につき同時に最大3回連続の投稿（吹き出し）

※編集コンテンツを含みます。

投稿内容 編集投稿にコンテンツライクに混ぜ込みます。

画像、動画（200MB以内:1分以内 ※コンデナスト制作に限る）

同時告知可能商材 1ブランド１シリーズの告知に限る

１吹き出し

２吹き出し

３吹き出し

その日の通知内容に絡めて訴求します。
広告商材単品での訴求は致しません。

4分の1枠を編集タイアップページへの
誘導として使用します。

大型枠全体を編集タイアップページへの
誘導として使用します。
※動画、静止画 等

※画像内にPR表記/誘導文言内に広告主名が入ります。

※クリエイティブに関しては、
VOGUEGIRL編集部にお任せいただきます
*校正はネガティブチェックのみです

スクロール

VOGUEGIRL PROMOTION

誘導文言内に広告主名

誘導文言内に広告主名

PROMOTION

※画像内にPR表記/誘導文言内に広告主名が入ります。

最下部の大型枠を含む３つのメッセージで誘導とブランディングを達成します。
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VOGUE GIRLアカウントにて外部メディアを購入し、編集タイアップページへの誘導施策を行うことが可能です

※ 上記等はすべて編集タイアップのオプションです。

※ 本商品の代理店マージンは個別設定です。

※ 掲載原稿はVOGUE GIRL編集を基本とします。

※メニュー詳細については担当営業までお問い合わせください

• LINEの公式アカウントをお持ちでない広告主様でも、「VOGUE

GIRL」公式アカウントを利用してLINEユーザーにプロモーションを行

えます。

• スマートフォンでのリーチ拡大に効果的

• プロモーション対象は、「VOGUE GIRL」公式アカウントフォロワー

タイアップオプション 外部メディア

• VOGUE GIRL アカウントを通して購入
• ユーザー、デバイスを含めたターゲティングが可能で、ターゲットオー

ディエンスとのエンゲージメント向上に有効

￥1,000,000～ 2週間～4週間程度掲載

1,200,000 インプレッション程度

料 金

想定インプレッション

4,300 クリック～

想定クリック数

※クリック数は保証ではありません。

￥800,000

200,000

料 金

友達数

• ご出稿しやすいLINEの2メッセージ版が登場。

• LINEの公式アカウントをお持ちでない広告主様でも、「VOGUE

GIRL」公式アカウントを利用してLINEユーザーにプロモーションを行

えます。

• スマートフォンでのリーチ拡大に効果的

• プロモーション対象は、「VOGUE GIRL」公式アカウントフォロワー

本商品のみ、メディアレップ様経由の場合、一律30%マー
ジンです。それ以外は個別設定のマージンです。

３メッセージ

２メッセージ

※投稿日は水・金の配信日のいづれかで要調整

￥1,000,000

200,000

料 金

友達数

本商品のみ、メディアレップ様経由の場合、一律30%マー
ジンです。それ以外は個別設定のマージンです。

※投稿日は水・金の配信日のいづれかで要調整
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VOGUE GIRLアカウントにて外部メディアを購入し、編集タイアップページへの誘導施策を行うことが可能です

• Yahoo!コンテンツディスカバリー掲載パートナーサイト内の「おすすめコ
ンテンツ（レコメンドモジュール）」枠に、出稿コンテンツを配信します

• クリック獲得数の高いメニュー
• PC/タブレット/スマートフォン対応
• VOGUE GIRLアカウントを通じて購入

￥1,000,000～ 2週間～4週間程度掲載

16,000,000 インプレッション程度

料 金

想定インプレッション

14,285 クリック （CPC ¥70想定）

想定クリック数

※クリック数はタイアップ内容、掲載期間、出稿時期を考慮し試算します。

タイアップオプション 外部メディア

※掲載エビデンスの取得には対応しておりません
※掲載にあたりYAHOO側の掲載可否審査がございます。

審査を通過できない場合は別メディアへの振り替え提案をいたします。

• Outbrain提携メディアに対する幅広い露出（独自アルゴリズムにより、
コンテンツに興味・関心の高いユーザーへ配信されます）

• クリック獲得効率の高いメニュー
• PC/タブレット/スマートフォン対応
• VOGUE GIRLアカウントを通じて購入

※掲載エビデンスの取得には対応しておりません

￥1,000,000～ 2週間～4週間程度掲載

12,500,000 インプレッション程度

料 金

想定インプレッション

10,000 クリック（CPC ¥100想定）

想定クリック数

※クリック数はタイアップ内容、掲載期間、出稿時期を考慮し試算しま
す。

※ 上記等はすべて編集タイアップのオプションです。

※ 本商品の代理店マージンは個別設定です。

※ 掲載原稿はVOGUE GIRL編集を基本とします。

※メニュー詳細については担当営業までお問い合わせください



※ 全ての誘導枠に、PROMOTION表記が含まれます。
※ 投稿内容は、保証しておりません。
※ デザインは一部変更となる可能性がございます。

PC SMART PHONE

1）PCインフィード(ローテーション)

2）PC 右カラム Special枠(常設)

3）SPインフィード 最上部（ローテーション）

※掲載開始3日～1週間は掲載

4）SPインフィード(ローテーション) 

※掲載位置は流動的

5) SP Special枠(常設)

6）facebook投稿1回

7）twitter投稿1回～

※「スタンダードタイアップ」および「HTMLタイアップ」にはTOPのカルーセル

やFeatureなどの編集枠を期間中1週間掲載いたします。（日時は編集任意）

VOGUE GIRL
Followers

VOGUE GIRL
いいね！
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SNS

3

4

タイアップ誘導枠

1

2

5

6

7
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■お申し込み手順

1.掲載可否確認

2.空枠確認

3.お申込み

4.お申込み決定

5.クリエイティブ審査

6.入稿形式

7.競合調整

新規企業、もしくはVOGUE GIRL 及び本誌での掲載実績のない商材について、掲載可否の審査を行います。

掲載お申込みの際は、必ず事前に空枠状況をご確認ください。

下記フォーマットにて、電子メールでのお申込みとなります。 お申込み後のキャンセルはいかなる理由であってもお受けすることができません。

お申込み後は、弊社からの「お申込み受領メール」の返信にて、正式決定とさせていただきます。

VOGUE GIRL もしくは本誌に掲載実績のない商材についてはクリエイティブの審査を行います。

新たに制作される場合は、事前にラフなどのご確認をさせていただくこともございます。

下記フォーマットにて、原稿を電子メールに添付の上、ご入稿ください。

すべての枠での競合調整は実施致しません。

以下の内容は、websales@condenast.jp にメールにてお問い合わせください。

■掲載レポートについて

掲載可否確認

下記項目を記載の上、adgd@condenast.jpへお問合せく
ださい。

・広告主様正式名称
・キャンペーン商材
・会社概要が載っているURL
・広告リンク先URL

※場合によっては、過去の掲載実績等を
ご確認させていただくことがございます。

お申込みフォーマット

下記項目を記載の上、order@condenast.jpへお問合せくだ
さい。

・担当代理店様名称
・広告主様正式名称
・告知内容（件名）
・広告リンクURL 
・媒体
・メニュー
・掲載期間
・申込み金額

入稿フォーマット

下記項目を記載の上、adops@condenast.jpへお問合せく
ださい。

・担当代理店様名称
・広告主様正式名称
・告知内容（件名）
・広告リンクURL 
・媒体
・メニュー
・掲載期間
・掲載量
・申込み金額
・添付ファイル名

※バナーレポート：日毎のインプレッション数、クリック数、CTRを弊社フォーマットにて、レポートします。

※メールメニューレポート：配信日を含む7日間の配信通数、開封数、リンクボタンのクリック数、それぞれの合計を弊社フォーマットにて、レポートします。

※タイアップレポート：日毎のHTMLベースのページビュー数、外部リンクを5か所まで弊社フォーマットにて、レポートします。

※レポートは掲載終了後5営業日以降の提出になります。

※外部アドサーバーからの第3者配信の場合、事前の技術確認が必要になります。この場合基本的に弊社でのクリック数の測定ができませんので、外部アドサーバ側でのインプレッション数及びクリック数
をご報告いただく前提とさせていただきます。

※ 各ページへの掲載基準につきましては、アドレギュレーションガイドをご参照下さい。

※バナーの仕様につきましては、アドレギュレーションガイドをご確認ください。

広告メニューお申し込み手順と掲載レポートについて

mailto:vg-adgd@condenast.jp
mailto:vg-order@condenast.jp
mailto:adops@condenast.jp
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メニュー一覧－１

Smart Phone

メニュー名 掲載面 想定インプレッション数/週 料金 CPM 

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ（4枠） Mobile *1部除く 2,800,000 ¥3,700,000 ¥1,321

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ（3枠） Mobile *1部除く 2,100,000 ¥3,200,000 ¥1,524

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ（2枠） Mobile *1部除く 1,400,000 ¥2,700,000 ¥1,929

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック ビデオ（1枠） Mobile *1部除く 700,000 ¥2,000,000 ¥2,857

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック（4枠） Mobile *1部除く 2,800,000 ¥3,200,000 ¥1,143

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック（3枠） Mobile *1部除く 2,100,000 ¥2,700,000 ¥1,286

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック（2枠） Mobile *1部除く 1,400,000 ¥2,200,000 ¥1,571

VOGUE GIRL スマートフォン ジャック（1枠） Mobile *1部除く 700,000 ¥1,500,000 ¥2,143

VOGUE GIRL スマートフォン レクタングル（4枠） Mobile *1部除く 1,800,000 ¥2,300,000 ¥1,278

VOGUE GIRL スマートフォン レクタングル（3枠） Mobile *1部除く 1,350,000 ¥1,700,000 ¥1,259

VOGUE GIRL スマートフォン レクタングル（2枠） Mobile *1部除く 900,000 ¥1,300,000 ¥1,444

VOGUE GIRL スマートフォン レクタングル（1枠） Mobile *1部除く 450,000 ¥700,000 ¥1,556

PC / Tablet

メニュー名 掲載面 想定インプレッション数/週 料金 CPM 

VOGUE GIRL デスクトップジャック（2枠） PC *1部除く 900,000 ¥2,500,000 ¥2,778

VOGUE GIRL デスクトップジャック（1枠） PC *1部除く 450,000 ¥1,500,000 ¥3,333

しいたけ面特別メニュー

メニュー名 掲載面 想定インプレッション数/週 料金 CPM 

「しいたけ占い」面限定掲載 SPジャック ビデオ（2枠） Mobile しいたけ面のみ（半期占い除く） 1,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000

「しいたけ占い」面限定掲載 SPジャック ビデオ（1枠） Mobile しいたけ面のみ（半期占い除く） 500,000 ¥1,200,000 ¥2,400

「しいたけ占い」面限定掲載 SPジャック （2枠） Mobile しいたけ面のみ（半期占い除く） 1,000,000 ¥1,600,000 ¥1,600

「しいたけ占い」面限定掲載 SPジャック （1枠） Mobile しいたけ面のみ（半期占い除く） 500,000 ¥1,000,000 ¥2,000
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メニュー一覧－２

メニュー名 デバイス 対応秒数 想定ストリーム数 料金 ST単価 掲載期間

動画広告 プレイスメント マルチデバイス 15分以内 50,000 ¥700,000 ¥14 4週間

編集タイアップ

動画広告

メニュー名 デバイス 想定PV 料金 申込期限 掲載期間

ニュース記事 タイアップ マルチデバイス - ¥600,000 10営業日前 2週間

ニュース記事 タイアップ 外部誘導パッケージプラン マルチデバイス - ¥1,200,000 10営業日前 2週間

ニュース記事 動画タイアップ マルチデバイス - ¥700,000 10営業日前 2週間

ギャラリータイアップ マルチデバイス 50,000－55,000PV ¥2,500,000 20営業日前 4週間

スタンダードタイアップ マルチデバイス
40,000－
45,000PV

¥3,500,000～（掲載費）
40営業日前 4週間

￥500,000～（WEB制作費/NET）

フルHTMLタイアップ マルチデバイス 60,000PV～
￥5,000,000～（掲載費）

40営業日前 4週間
￥1,500,000～（WEB制作費/NET）
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キャンセルルール

・正式お申込み後のキャンセルはできません。万が一、キャンセルをご希望の場合、掲載料金の全額を申し受けます。

広告掲載に伴う免責事項

・万一のシステムトラブルによる広告未掲載の場合は、掲載スタート予定時間の8時間（当日18時まで）は補償対象となりません。それ以降に関しては、未掲載分を補填掲載することにより、補償させていただきます。

・停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などコンデナスト・ジャパンの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく

債務の全部または一部を履行できなかった場合、コンデナスト・ジャパンはその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。

・広告掲載につきましては、総掲載予定時間の3%以内もしくは6時間のどちらか少ない方の時間内でのサイトの掲載不具合は、賠償および補填措置の対象外とします。なお、上述の通り、掲載確認時間内は掲載不具合とみなしません。

・広告の配信中において、当該広告からのリンク自体が無効であったりリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告の配信を停止することができるものとし、この場合、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。

広告表示 推奨環境

[PC]

• Windows7以上/IE（最新） 、Google Chrome(最新)、Fire Fox(最新)

• ブラウザ設定：Java script有効、Active X有効、SSL有効、Cookie利用有効、スタイルシート有効、Flash Player ver.10以上(VIDEO広告はFlash Player ver.12以上)のプラグインがインストールされる環境

※OS/ブラウザの更新に伴う仕様変更等により、推奨環境が変わる可能性がございます。

※フルブラウザなどの携帯端末からの閲覧や、ユーザーのブラウザ設定、ファイアウォール、セキュリティーソフト、プラグインソフト、その他の設定や環境によっては、広告が配信できない、または正しく掲載されない、リンク先に遷移しないなど

の可能性があることをご了承ください。

※Google ChromeにおけるFlash再生は、ブラウザ仕様に依存します。(推奨環境外)

※VIDEO広告Windows 8 (メトロUI)には非対応です。

※Windows8標準搭載ブラウザEdgeは推奨環境外となります。

[SMARTPHONE]

• iPhone         OS：iOS 10.0以上(最新) ブラウザ：標準ブラウザ

• Android        OS：Android OS 5.0以上(最新) ブラウザ：標準ブラウザ

※新規デバイスのリリースやOS/ブラウザの更新に伴う仕様変更等により、推奨環境が変わる可能性がございます。

※通信環境や端末・OS固有の仕様、ユーザーの端末使用状況によっては、広告が配信できない、または正しく表示されない（表示までに時間がかかる）、リンク先に遷移しないなどの可能性があることをご了承ください。

※端末の横表示時には、広告が配信できない、または正しく掲載されない、リンク先に遷移しないなどの可能性があることをご了承ください。

広告入稿規定

・各ページの掲載基準につきましては、アドレギュレーションガイドをご参照下さい。

・バナーの仕様詳細につきましては、アドレギュレーションガイドをご確認ください。

・事前にクリエイティブの審査がございます。

掲載にあたっての確認事項
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・タイアップパッケージ金額は、タイアップページ、誘導バナー制作費込みの金額です。（※ 撮影、モデルの起用等が発生した場合は別途請求となります。）

・VOGUE GIRL 編集タイアップはプランによって、制作期間が異なります。（※ オプションメニューなどの追加要素が加わった場合は、制作期間を延長させていただく場合があります。）

・原則として校正２回、中１～2日戻しとなります。

・タイアップページ内タイトル周り、及びテキスト内での企業ロゴ・ブランドロゴ・商品ロゴの使用は原則不可とさせていただきます。

・タイアップページに埋め込まれる音声などの機能は、デフォルトOFFとさせていただきます。

・タイアップ広告の開始時刻は、掲載開始日のAM 10:00～となります。また、タイアップ広告の終了日が土日にかかる場合は、翌営業日AM 9：59終了となります。

・万一のシステムトラブルによる広告未掲載の場合は、掲載スタート予定時間の8時間(当日18時まで)は補償対象となりません。それ以降に関しては、未掲載分を補填掲載することにより、補償させていた

だきます。

・掲載途中でのタイアップページクリエイティブの変更は原則不可とさせていただきます。

・編集タイアップへリンクする誘導バナーは、原則VOGUE GIRL 制作になります （※ 注1）。 クリエイティブに関しては編集部にお任せください。

フォント、文字の量、大きさ、表記方法に関しては、弊社サイトポリシーに則り判断し構成いたします。デザインに関しては、原則ご意見・ご要望は受け賜ることができません。

・誘導バナーの純広告への振り替えも可能です（※ 注2）。ただし、関連の無い素材の使用は不可とさせていただきます。

・誘導バナーの確認は、基本１回、中1日戻しとなります。原則修正不可でお願いいたします。

・提出は再校提出時となります。 ※リッチ系バナーは初校提出時。万が一、修正が生じた場合は、責任校了となります。ご了承ください。

・編集タイアップへリンクする誘導バナーのうち、PICK UPバナー・メールマガジン記事広告の掲載レポートはお出ししておりません。

・誘導枠の掲載位置につきましては、基本、新しいコンテンツより上から順に表示をいたします。（※ 同日の掲載開始の場合は、お申込み順とさせていただきます。弊社の判断で位置を変更する場合がござ

います。）

・誘導バナーは全てgif/jpgでの制作となります。 ※ エキスパンドの場合を除く。（Flashご希望の場合は別途請求とさせていただきます。）

・タイアップページ誘導枠の同プロモーション中の差替えはいたしません。（1タイアップにつき1クリエイティブになります。）
弊社による素材制作について ※費用は全てNET価格（参考）となります。

・イベント情報、会社情報を別ページに分ける場合、ページ追加料金が発生します。

その他

（注1）

・誘導バナーは、編集タイアップで使用するクリエイティブと、タイトルおよびサブタイトルを編集して制作いたします。関連の無い素材の使用はいたしません。

・編集枠誘導バナー内での、企業名および企業ロゴ・ブランドロゴ・商品ロゴや商品のクレジット表示、発売日等の記載は原則不可とさせていただきます。

・誘導バナーには下記表現は使用いたしません。

割安表現（買得、格安、破格、 等）・誘引表現・ 商品についての優位表現(世界一、業界一、等 ※) ・最上級表現（超、最高、極、特級、等）

※ 商品について優位表現の表記を希望する場合は証明できる資料の提出をお願い致します。

（注2）

・純広告への振り替えは、追加購入分（通常バナー）のみとなります。編集誘導枠（PICK UPバナー）の純広への振り替えは不可とさせていただきます。

誘導バナーについて

・取材費(店舗、イベント取材など) ：別途￥100,000 ※取材2h目安、原稿A4サイズ2ページ程度

・モデル撮影費(カット1～2枚) ：別途￥400,000

・商品撮影費(小物8～10点) ：別途￥250,000 ※カメラマン・スタイリスト・モデル等で指定がある場合、または遠方での撮影となる場合、カット数追加の場合、別途追加ご請求させて頂きます。

・写真素材の購入を必要とする場合は、ご相談の上、別途ご請求する場合があります。

・全ての素材には、別途二次使用料がかかります。 ※元素材の30%を目安とします。

編集タイアップ掲載 注意事項
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お申込にあたって

・掲載までのフローにつきましては『アドレギュレーションガイド』をご確認ください。

・予告なくサイトのデザインを変更する場合があります。

大きな変更、または広告メニューに関わる変更の場合は直ちにお伝えいたします。

・広告お申込の際、VOGUE GIRL の規定による審査があります。

・広告の制作は「VOGUE GIRL レギュレーションガイド」を必ずご参照ください。

・広告の仕様は、サイズ･容量などは変更になる場合あります。

・利用者や広告主のサービス向上を目的とした調査などを、広告メニューを活用して行う場合がありま

す。

・システムメンテナンス等で一時サービスを停止する場合があります。

・正式お申込み後のキャンセルはできません。万が一、キャンセル希望の場合、掲載料金の全額を申し受

けます。

広告掲載規準

以下の項目のいずれかに該当する広告は、掲載をお断りさせていただきます。

（1）掲載出来ない広告内容

・国際条約・国内法規に違反もしくはその恐れのあるもの、および違反を助長もしくは

その恐れのあるもの。

・暴力、残虐を肯定、賛美したり、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもので

風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。

・投機、射幸心をあおる内容・表現のもの。

・広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。

・他を中傷したり、名誉を毀損もしくはプライバシーを侵害するもの。

・弊社をいわれなく中傷するもの及び弊社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたもの。

また弊社サイト内のコンテンツ等を不当に否定したり中傷したりするもの。

・弊社及び弊社サイトが広告主または広告の内容とあたかも関係があるかのごとく誤解を

与えるもの。

・虚偽または不正確な表示によりほかよりも優良、有利であると誤認させる表示。

・実際に販売する意志がないものをオトリとして広告するもの。

※その他、内容・表現から考えて弊社が特に不適当と判断したもの。

（2）最大・最高等の表現

・最大・最高その他これに類する表現の使用は、客観的な具体的事実に基づいたものに限り

掲載を認める。また弊社が必要と判断した場合はリンク先にデータ、出典、調査機関名を

明示しなければならない。

※上記以外にも、弊社の個別判断により掲載をお断りさせていただく場合がありますので予めご了承ください。

媒体資料の利用規定

・VOGUE GIRL 広告商品の説明・紹介、企画書作成、拡販資料として第三者に提供した情報が

常に正確、最新、完全な形で提供されること、変更があればただちに更新することをお願い致しま

す。【VOGUE GIRL メディアガイド】中に使用されております画像データは、VOGUE GIRL 広告商

品の説明・紹介、企画書作成、拡販資料としての利用目的に限定します。また、画像はあくまで他

社の過去事例であることをご理解ください。 同様の クリエイティブ、同様の素材を作成することは

できません。

・画像データを使用する場合には、以下の条件を遵守してください。

(1)VOGUE GIRL の事前承諾なく、本利用規定に定める範囲を超えてデータの複製、蓄積、

配布及び、または出版、販売に関わる使用など、VOGUE GIRL 及びその他の著作者

(画像掲載社）の著作権を侵害する利用はできません。また、第三者のプライバシー、

名誉権その他の権利を侵すような利用はできません。もし、これによる損害が生じた場合、

生じた損害を賠償していただきます。

(2)本画像データがVOGUE GIRL 以外での掲載、発行、監修、保証、承認を受けている、あるいは

それらに関与していると第三者の誤解を招くような文言の表示は行わないでください。

(3)不正確、有害、卑猥、ポルノ、中傷的、人種差別的、暴力的、不快、いやがらせ、または

(a)VOGUE GIRL 及び画像掲載社に対し不適切な内容、(b)知的所有権を侵害する内容、

(c)VOGUE GIRL と画像掲載社との関連を偽る内容を記載もしくは連想させる文言の表示は

行わないでください。

(4)本画像データを使用した情報の内容に関する苦情または要求等については、広告商品の

規定外のものである場合、お客様の責任で解決するものとし、VOGUE GIRL は何らの責任も

負いません。

クリエイティブ事前審査について

・事前審査対象 ： 本誌、もしくはVOGUE GIRL で掲載実績のないクリエイティブ。

・新規企業の場合： 事前審査依頼前に【掲載可否確認】が必要です。

・審査内容： あくまでクリエイティブの内容の審査。右記広告掲載基準のほか、サイトのポリシー

に則り、コピー･文言･表現等についてチェックします。

広告掲載に関するお問い合わせ

コンデナスト・ジャパン

ウェブ・セールス

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-8

大菅ビル7F

【広告掲載情報 詳細】

http://corp.condenast.jp/media/

【mail】websales@condenast.jp

【TEL】03-5485-9150 

掲載について
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HTML5配信

【バナー/PC】

以下のメニューでHTML5配信をお受けします。

※Flash原稿での配信は終了させていただきます。

HTML5配信：

HTML5配信をご要望の場合には、入稿規定をご案内しますので、別途 adops@condenast.jp へご連絡ください。
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2017年10-12月期からの広告商品仕様の変更点

変更点

【バナー広告メニュー】 ※スマートフォン広告のみ2月5日週から新仕様です

●全てのバナー商品を「期間保証」に変更

●SP/インタースティシャルメニューを全て廃止

●SP/スマートフォンジャック、スマートフォンジャック ビデオ、スマートフォン レクタングルを新規リリース

●PC/デスクトップジャックに名称変更し、3枠→2枠に

【ビデオ広告メニュー】

●プレロール広告を中止

【編集タイアップ広告メニュー】

●サイトPV増に伴い、ニュース記事タイアップ値上げ 50→60万円に

●ニュース記事 タイアップ 外部誘導パッケージプランを新規リリース

●サイトPV増に伴い、ニュース記事動画タイアップ値上げ 60→70万円に ＊動画に加え、画像2点を追加可能に

●エクスプレスタイアップをギャラリータイアップに名称変更し、想定PVを2.5万→5~5.5万PVにUP。価格変更G180→G250万円に

●スタンダードタイアップをモデル撮影費をオプションとして外だしに。想定PVを3.8→4~4.5万PVにUP。価格体系変更

●HTMLタイアップをマルチデバイス掲載をデフォルトとし（PCではSP版が見れる）、モデル撮影費をオプションとして外だしに。

想定PVを5万→6万～にUP。価格体系変更。

●タイアップオプション 外部メディアのFacebook、OUTBRAIN、YCDのGross金額をVOGUEに合わせて100万円に変更、単価は変更なし。

●タイアップオプション LINEの2メッセージ版（廉価版）が登場。

●タイアップ誘導枠の記載を若干修正しています

SPバナー広告は1月1日週～1月29日週は2017年10-12月期と同じ仕様です。
インタースティシャル広告は販売終了のため

「オーバーレイ＆ダブルスタンダードバナー」のみのリリースとなります。


