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TOPICS１：すべてのメニューが動画対応可能に

スタンダードタイアップ

注意事項
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メディアパワー
VOGUE GIRLのPVはファッションサイト群でTOPレベルの5,000万PVにまで成長。
Socialとの合計延べリーチは約460万人！
ユーザーの約９割はスマホから閲覧。ユーザビリティを考えたスマホファーストな構成で
ファッション・ビューティーを楽しんでもらえるサイトです。

50,000,000PV
3,300,000UU
＋Social: TTL approx.

929,000人＋

4.6M Reach

158,000人＋

PV

UU
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3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

15Q215Q416Q216Q417Q217Q418Q218Q419Q2

53,000人＋

170,000人＋
※ Monthly PV/Monthly UU based on Aug 2019 data by CNJ survey
※ LINE / Instagram / facebook / twitter are based Aug 2019 figures
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オーディエンスプロファイル詳細
34歳以下が60％

▼年齢状況

▼居住エリア
3% 3%

45-54
10％

18-24
17％

2%

1%

関東

7%

近畿
中部

関東

9%

35-44
28％

九州・沖縄

51%

北海道

25-34
43％

東北
中国

24%

四国

✓ 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世代
✓ 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

▼世帯年収
1.00%
14%

4%

世帯年収1,000万以上が
18%
5%
8%

2,000万円以上

▼婚姻状況

既婚
25%

1,200～2,000万円未満

13%

400～600万円未満
30%

1,000～1,200万円未満

未婚

800～1,000万円未満

75%

600～800万円未満

200～400万円未満

400～600万円未満

25%

200～400万円未満
200万円未満

年代、居住エリア、デバイス出典：Googleアナリティクス 2019年8月調べ
世帯年収、婚姻状況出典： VOGUE GIRL ID会員データ 2019年6月調べ
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ターゲットオーディエンス
コアターゲットイメージ
自分の考えやこだわりを持ち、ファッションからコスメまでハイ＆ローを自由に組合せ、
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。

国内外問わず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集め、
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。

✓VOGUE GIRLサイト訪問頻度
✓有職者

週2～3回

78.5％

✓平均世帯年収

594万円

✓ラグジュアリーブランドへの関心
✓年間ファッション購入金額

68％

平均45万円

68.8%
ドラッグストア 62.7％

✓コスメ購入場所 百貨店

VOGUE GIRL ID会員データ 2019年6月調べ

※百貨店取り扱いコスメ対象

※上記以外コスメ対象
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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、身近にラグジュアリーブランドを感じられるコンテンツが充実！

Girl of the Month
毎月編集部が厳選した旬なモデルを起用。VOGUE
GIRLの世界観を余すところなく伝えていきます。

BOY FRIEND
フレッシュな才能とルックスで注目を集める、旬な男
の子の素顔にせまる連載がスタート！VOGUE GIRL副
編集長とゲストが本音のボーイズトーク。

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！

6月公開ウェディング特集も好評！

Get the Look with Anna.
数多くのタレントや旬のモデルたちが信頼を寄せるヘアメイク
アップアーティスト、ANNA.。彼女がVOGUE GIRLのために撮
影からヘアメイクまで手がけたビューティ動画をご紹介！
TIPS動画で訴求可能なメニュー

⇒P.26

しいたけ占い
業界騒然の、当たりすぎる占い。
しいたけさん のそっと寄り添う言葉で、
月曜からパワーチャージ！

DRAG QUEEN
LGBTの自由なセンスからオシャレの極意を学ぶ新ビデオシ
リーズがスタート！
ファッション界の第一線で活躍するANA DIAMONDCLASSが
PIÑA ÑINAとともに、ゲストをスタイリング。
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DISPLAY MENU
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SP/ スマートフォン ジャック
トップページ

Share Of Page 100% でVOGUE GIRLのスマートフォンをジャック
サイズは300×250もしくは、Instagram同様の1:1（300x300）からお選びいただけます。
記事中

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
※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

First Rectangle
300x250
or
300x300

1ファーストレクタングル：600x500 (or 600x600)
※実配信サイズは300x250 (or 300x300)に縮小されます。
2)レクタングル

：600x500 (or 600x600)

※実配信サイズは300x250 (or 300x300)に縮小されます
容量（ファイル形式）

1)~2) 150KB以内(jpg/gif/png)

想定インプレッション数

1枠

料金

900,000インプレッション/¥1,800,000

First Rectangle
300x250
or
300x300

2枠 1,800,000インプレッション/¥2,800,000
3枠 2,700,000インプレッション/¥3,800,000
4枠 3,600,000インプレッション/¥4,300,000
5枠 4,500,000インプレッション/¥5,000,000

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。
Rectangle
300x250
or
300x300

Rectangle
300x250
or
300x300

※ 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。
※ 「広告表示 推奨環境」については、P.44「掲載にあたっての確認事項」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。
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SP/ スマートフォン ジャック ビデオ
トップページ

スマートフォンジャックのビデオバナータイプ
ファーストレクタングルの枠でビデオ素材を使用可能です。
サイズは16:9（320x180）もしくは、Instagram同様の1:1（300x300）からお選びいただけます。
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

SMARTPHONE/ALL
※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：320 x 180 （or 300 x 300）

記事中

First Rectangle
300x180
or
300x300

※入稿素材は1280ｘ720（or 1080 x 1080)を推奨しております。
※実配信サイズは300x168 (or 300x300)に縮小されます。
2)レクタングル

：600x500 (or 600x600)

※実配信サイズは300x250 (or 300x300)に縮小されます
容量（ファイル形式）

1) 10MB/60秒以内(MP4)

First Rectangle
320x180
or
300x300

320x180

2) 150KB以内(jpg/gif/png)
想定インプレッション数
料金

1枠

サイズ別表示イメージ

900,000インプレッション/¥2,300,000

2枠 1,800,000インプレッション/¥3,300,000
3枠 2,700,000インプレッション/¥4,300,000

4枠 3,600,000インプレッション/¥4,800,000
300x300

5枠 4,500,000インプレッション/¥5,500,000

入稿期限

入稿素材本数

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。
各1本まで
※一括入稿が必須です。

Rectangle
300x250
or
300x300

･動画秒数：60秒まで
･動作：オートリプレイ
･音声：再生なし
Rectangle
300x250
or
300x300

※ 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。
※ 「広告表示 推奨環境」については、P.44「掲載にあたっての確認事項」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。
インライン動画掲載概要
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SP/ スマートフォン ジャック ビデオ
仕様詳細
①ファーストレクタングル
(ムービーファイル)

ファイル形式

MP4

容

10MB以内

量

サイズ

1,080 x 1,080px（縦横比率1：1）、もしくは1,280ｘ720px（縦横比率 横16：9）

秒数

最大60秒以内
【動画仕様】
ビデオコーデック

：MP4

ビデオ解像度

：600 x 600px 推奨（1：1）、もしくは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。
動作

②レクタングル

ファイル形式

GIF/JPEG/PNG

容

150KB以内

量

サイズ

：オートリプレイ

600 x 500 (or 600x600)

※実配信サイズは300 x 250 (300x300)に縮小

10

PC/ デスクトップジャック
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

Billboard
970x250

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。
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
※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）ビルボード ：970x250
2）レクタングル：300x250 or 300x300
※ご希望のサイズを選択可能。

容量

想定インプレッション数
料金

全て300KB以内(jpg/gif/png)
1枠 400,000インプレッション/ ¥1,000,000

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。

※ 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。
※ 「広告表示 推奨環境」については、P.44「掲載にあたっての確認事項」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。

Rectangle
300x250
or
300x300
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ディスプレイ広告メニュー一覧

Smart Phone
メニュー名

掲載面

想定インプレッション数/週

料金（G）

VOGUE GIRL スマートフォンジャック（1枠）

Smartphone *一部のページ除く

900,000

¥1,800,000

¥2,000

VOGUE GIRL スマートフォンジャック（2枠）

Smartphone *一部のページ除く

1,800,000

¥2,800,000

¥1,556

VOGUE GIRL スマートフォンジャック（3枠）

Smartphone *一部のページ除く

2,700,000

¥3,800,000

¥1,407

VOGUE GIRL スマートフォンジャック（4枠）

Smartphone *一部のページ除く

3,600,000

¥4,300,000

¥1,194

VOGUE GIRL スマートフォンジャック（5枠）

Smartphone *一部のページ除く

4,500,000

¥5,000,000

¥1,111

VOGUE GIRL スマートフォンジャック ビデオ（1枠）

Smartphone *一部のページ除く

900,000

¥2,300,000

¥2,556

VOGUE GIRL スマートフォンジャック ビデオ（2枠）

Smartphone *一部のページ除く

1,800,000

¥3,300,000

¥1,833

VOGUE GIRL スマートフォンジャック ビデオ（3枠）

Smartphone *一部のページ除く

2,700,000

¥4,300,000

¥1,593

VOGUE GIRL スマートフォンジャック ビデオ（4枠）

Smartphone *一部のページ除く

3,600,000

¥4,800,000

¥1,333

VOGUE GIRL スマートフォンジャック ビデオ（5枠）

Smartphone *一部のページ除く

4,500,000

¥5,500,000

¥1,222

掲載面

想定インプレッション数/週

PC*一部除く

400,000

CPM

PC/Tablet
メニュー名
VOGUE GIRL デスクトップジャック（1枠）

料金（G）
¥1,000,000

CPM
¥2,500
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NATIVE AD MENU
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TOPICS１：すべてのメニューが動画対応可能に
動いてなければ意味がない！
スタイリッシュな動画世代に向けて、各タイアッププランに最適な動画撮影オプションが充実し、すべての取材・
撮影が動画対応可能になりました。モバイルに適した縦型やスクエアでの展開も可能です。
► ギャラリータイアップ
► ギャラリータイアップ
► イベント取材動画
スナップ撮影＆クリップビデオ

► BTS・クイッククエスチョン

► カスタムモーショングラフィック

► HTML＆スタンダードタイアップ
クリップビデオ 3ルック（P.18-21）

► カスタムビデオコンテンツ

ビューティTIPS（P.27）

► ソーシャルカットオプション

► LIVE配信

テーマ・訴求に沿ったご
提案可能です。
お問い合わせください！
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TOPICS２：ジェンダーを越えた幅広い企画力
ガールだけじゃない！カップル＆フレンズ企画も充実。
「GIRL OF THE MONTH」や「BOY FRIEND」など人気のエディトリアル企画をはじめ、VOGUE GIRLの編集タイアップ記
事ではカップル企画やフレンズ企画など、ジェンダーを越えた幅広いユーザーに向けたさまざまな企画を実施。
旬なタレント・モデルを起用し、リアルで楽しいコンテンツをお届けします。
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TOPICS 3：マルチプラットフォームなコラボレーション
動画をメインに
webならではの
動きのあるコンテンツ

プラットフォームにとらわれない多角
的なコンテンツ展開も可能です。

5周年を記念し、
特別増刊号を発行

今年5周年を迎えたVOGUE GIRLでは「TOKYO STYLE」をコン
セプトにwebだけでなく、特別増刊号の発行からイベント、
SNSでのユーザへのリーチを行いました。360度なプロモー
ションを実現できるコンテンツパートナーとしてもご注目
ください。

WEB contents
EVENT
イベントと連動させた
プロモーション展開

MAGAZINE
SURVEY

SNS
約130万のSNSフォロ
ワーにお届け

PRESENTや
アンケートも実施可能

※2019年5周年事例
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メニュー一覧
編集タイアップ
素材

対象ページ

メニュー名

デバイス

KPI

料金

オリエン
期限

掲載期間

▼オプション
モデル撮影*

動画

P.18

フルHTMLタイアップ

マルチデバイス

60,000PV～想定

掲載費 ：¥5,000,000G
制作費 ：¥1,500,000N

45営業日前

4週間

●

●

P.19

フルHTMLタイアップ ビデオビュープラン

マルチデバイス

60,000PV～想定
150,000再生保証

掲載費 ：¥6,000,000G
制作費 ：¥1,500,000N

45営業日前

4週間

●

●

P.20

スタンダードタイアップ

マルチデバイス

50,000PV～55,000想定

掲載費 ：¥3,500,000G
制作費 ：¥ 500,000N

30営業日前

4週間

●

●

P.21

スタンダードタイアップ ビデオビュープラン

マルチデバイス

50,000PV～55,000想定
120,000再生保証

掲載費 ：¥4,500,000G
制作費 ：¥ 500,000N

30営業日前

4週間

●

●

P.23

ギャラリータイアップ

マルチデバイス

50,000PV～55,000想定

掲載費 ：¥2,500,000G

25営業日前

4週間

Itガール
アサイン可能

●

P.24

ギャラリータイアップ2weeks

マルチデバイス

20,000PV～25,000想定

掲載費 ：¥1,500,000G

25営業日前

2週間

-

●

P.25

ギャラリータイアップ ビデオビュープラン

マルチデバイス

50,000PV～55,000想定
80,000再生保証

掲載費 ：¥3,200,000G

25営業日前

4週間

Itガール
アサイン可能

●

P.26

ギャラリータイアップ ビデオビュープラン
2weeks

マルチデバイス

20,000PV～25,000想定
80,000再生保証

掲載費 ：¥2,100,000G

25営業日前

2週間

-

●

P.27

ギャラリータイアップ ビデオビュープラン
ビューティーTIPS

マルチデバイス

50,000PV～55,000想定
120,000再生保証

掲載費 ：¥3,500,000G
制作費 ：¥2,500,000N

45営業日前

4週間

Itガール
アサイン可能

●

P.28

ニュース記事タイアップ

マルチデバイス

6,000PV～9,000想定

掲載費 ：¥600,000G
制作費 ：¥200,000N

素材ご入稿
10営業日前

2週間

-

-

P.29

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

6,000PV～9,000想定

掲載費 ：¥1,200,000G

素材ご入稿
10営業日前

2週間

-

-

P.30

ニュース記事インスタント動画タイアップ
ビデオビュープラン ゴールド

マルチデバイス

6,000PV～9,000想定
80,000再生保証

掲載費 ：¥1,500,000G

素材ご入稿
10営業日前

2週間

-

●

P.30

ニュース記事インスタント動画タイアップ
ビデオビュープラン シルバー

マルチデバイス

6,000PV～9,000想定
40,000再生保証

掲載費 ：¥1,200,000G

素材ご入稿
10営業日前

2週間

-

●
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フルHTMLタイアップ
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。
「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。

▼SMARTPHONE

料金

掲載費
¥5,000,000（G)
WEB制作費 ¥1,500,000（N）

想定PV

60,000PV～

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※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45営業日前 実施 ※2回校正想定

リンク先

10箇所まで設定可能

※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
撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

モデル1名撮影 スチールのみ3ルック想定（ビューティは２ルック）
①モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) 3ルック想定（ビューティは２ルック）
②クリップビデオ 編集オプション
▼PC

概算追加費用
100万円～
①180万円～
①+②210万円～

モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS動画

230万円～

モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS with クイッククエスチョンビデオ

280万円～

物撮影

カットアウト

7点程度

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語）

30万円～

2点程度
いづれも3カット程度

60万円～
30万円～

※ページ構成により、想定PV数は変動します。
※ 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。
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フルHTMLタイアップ ビデオビュープラン
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。
「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。
掲載動画をVOGUE GIRLのSNSアカウントやビデオアドとしてブーストすることでより広い層にリーチし、高い再生回数をご提供いたします。

▼SMARTPHONE

料金

掲載費
¥6,000,000（G)
WEB制作費 ¥1,500,000（N）動画制作は別途費用

想定PV

60,000PV～

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※更新なし ※掲載開始日は、営業日任意

動画保証再生

150,000 再生

動画掲載
外部メディア

Twitter VOGUE GIRLアカウント 1 投稿
Facebook/Instagram ビデオアド(Instagramのみの配信も可能です）

スケジュール

オリエン：掲載日の45営業日前 実施

リンク先

10箇所まで設定可能

※2回校正想定

※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
撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

モデル1名撮影 スチールのみ3ルック想定（ビューティは２ルック）
①モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) 3ルック想定（ビューティは２ルック）
②クリップビデオ 編集オプション
▼PC

ネイティブビデオ投稿

100万円～
①180万円～
①+②210万円～

モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS動画

230万円～

モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS with クイッククエスチョンビデオ

280万円～

物撮影

カットアウト

7点程度

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語）

▼VOGUEGIRLアカウント
SNSビデオ投稿＆アド

概算追加費用

30万円～

2点程度
いづれも3カット程度

60万円～
30万円～

※ページ構成により、想定PV数は変動します。
※ 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。
※ Instagramアドで配信できる動画は1分までです。
※Facebook/Instagram広告はStories枠への配信もONになります。

ビデオアド
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スタンダードタイアップ
最も人気の高いタイアップ！
モデルを起用し、3種類のフォーマットを組合せニーズに合わせた最適な表現で訴求します。

料金

掲載費
¥3,500,000（G)
WEB制作費 ¥ 500,000（N）

想定PV

50,000~55,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※ 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30営業日前 実施

リンク先

5箇所まで設定可能

※2回校正想定

※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
撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

モデル1名撮影 スチールのみ3ルック想定（ビューティは２ルック）
①モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) 3ルック想定（ビューティは２ルック）
②クリップビデオ 編集オプション

概算追加費用
100万円～
①180万円～
①+②210万円～

モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS動画

230万円～

モデル1名撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS with クイッククエスチョンビデオ

280万円～

物撮影

カットアウト

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

7点程度

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語）

30万円～
2点程度
いづれも3カット程度

60万円～
30万円～

※ 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。
※ 編集部指定のモジュール3-4の組み合わせにより構成されます。
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スタンダードタイアップビデオビュープラン
最も人気の高いタイアップ！
モデルを起用し、3種類のフォーマットを組合せニーズに合わせた最適な表現で訴求します。
掲載動画をVOGUE GIRLのSNSアカウントやビデオアドとしてブーストすることでより広い層にリーチし、高い再生回数をご提供いたします。

料金

掲載費
¥4,500,000（G)
WEB制作費 ¥ 500,000（N） 動画制作は別途

想定PV

50,000~55,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※ 更新なし

※ 掲載開始日は、営業日任意

動画保証再生

120,000 再生

動画掲載
外部メディア

Twitter VOGUE GIRLアカウント 1 投稿
Facebook/Instagram ビデオアド(Instagramのみ配信も可能です）

スケジュール

オリエン：掲載日の30営業日前 実施

リンク先

5箇所まで設定可能

※2回校正想定

※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

撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

モデル撮影 スチールのみ3ルック想定（ビューティは２ルック）
①モデル撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) 3ルック想定（ビューティは２ルック）
②クリップビデオ 編集オプション

100万円～
①180万円～
①+②210万円～

モデル撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS動画

230万円～

モデル撮影 スチール＋クリップビデオ(5秒程度) ＋BTS with クイッククエスチョンビデオ

280万円～

物撮影

カットアウト

7点程度

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語）

▼VOGUEGIRLアカウント
SNSビデオ投稿＆アド

概算追加費用

30万円～
2点程度
いづれも3カット程度

60万円～
30万円～

※ 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。
※ 編集部指定のモジュール3-4の組み合わせにより構成されます。
※ Instagramアドで配信できる動画は1分までです。

ネイティブビデオ投稿

ビデオアド
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スタンダードタイアップ

モジュールデザイン一覧

全体構成イメージ

以下4タイプのモジュールから3つ選んで組み合わせます。
※PC閲覧の場合は、自動的（レスポンシブ）にリサイズされます。

TOPビジュアル
■記事タイプ

タイトル

■ギャラリータイプ

■モーダルギャラリータイプ

■動画タイプ

モジュール①
記事タイプ

自由にレイアウトの
入れ替えが可能

＜

＜

モジュール②
ギャラリー
タイプ

TEXTxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

＜

＜
TEXT×××××××××
×××××××××
×××××××××

TEXTxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

TEXTxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

TEXTxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

※写真点数は基本6点
自由にレイアウトの

入れ替えが可能

TEXT×××××××××
×××××××××
×××××××××

※写真点数は基本6点

モジュール③
動画タイプ
TEXT×××××××××
×××××××××
×××××××××

Information
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ギャラリータイアップ
スマホファーストなデザインで画像がサクサク見れる
縦型スクロールのフォトギャラリー形式のタイアップ。
ご支給素材での掲載はもちろん、Itガールの起用・オリジナル物撮影で世界感を表現可能

画像5~7点

横スクロールギャラ
リーも可能。内容に
応じて使い分けをご
提案します。

料金

掲載費 ¥2,500,000（G)

想定PV

50,000~55,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※ 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

入稿期限

掲載日の20営業日前 18:00まで

スケジュール

オリエン：掲載日の25営業日前 実施

リンク先

5箇所まで設定可能

撮影・取材オプション

原稿テキスト：150～200文字
※画像1点につきそれぞれ

※2回校正想定

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

物撮影

カットアウト

7点程度

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

30万円～
2点程度

スナップ撮影（スタイリスト/ヘアメイク別途費用）
※Itガール / インフルエンサーの起用

カット数5点程度

①スナップ＆クリップビデオ撮影(5秒程度) （スタイリスト/ヘアメイク別途費用）
※Itガール / インフルエンサーの起用
②クリップビデオ 編集オプション
店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語）

概算追加費用

いづれも3カット程度

60万円～

50万円～
①100万円～
①+②130万円～
30万円～

※ 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。
※ ビデオ撮影の場合、以下は別途お見積もりとなります：
- 事前に画コンテ、台本などの提出が必要な場合
- キャスティング費、ヘアメイク、スタイリング費
- 東京都外、または海外へのロケなどの渡航費
- 音楽制作、スペシャルエフェクト、アニメーション、特別な編集作業を要する場合
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ギャラリータイアップ 2 weeks
スマホファーストなデザインで画像がサクサク見れる
縦型スクロールのフォトギャラリー形式のタイアップ。
ご支給素材での掲載はもちろん、Itガールの起用・オリジナル物撮影で世界感を表現可能
横スクロールギャラ
リーも可能。内容に
応じて使い分けをご
提案します。

料金

掲載費 ¥1,500,000（G)

想定PV

20,000~25,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

2週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）

画像5~7点

※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

入稿期限

掲載日の20営業日前 18:00まで

スケジュール

オリエン：掲載日の25営業日前 実施 ※2回校正想定

リンク先

5箇所まで設定可能

撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.39をご確認ください

概算追加費用

イベント取材動画撮影

60秒程度、音声撮りなし

60万円～

イベント取材動画撮影

60秒程度、音声撮り（インタビュー）付

80万円～

※ 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。
※ ビデオ撮影の場合、以下は別途お見積もりとなります：
- 事前に画コンテ、台本などの提出が必要な場合
- キャスティング費、ヘアメイク、スタイリング費
- 東京都外、または海外へのロケなどの渡航費
- 音楽制作、スペシャルエフェクト、アニメーション、特別な編集作業を要する場合

原稿テキスト：150～200文字
※画像1点につきそれぞれ
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ギャラリータイアップ ビデオビュープラン
スマホファーストなデザインで画像がサクサク見れる
縦型スクロールのフォトギャラリー形式のタイアップ。
ご支給素材での掲載はもちろん、Itガールの起用・オリジナル物撮影で世界感を表現可能
掲載動画をVOGUE GIRLのSNSアカウントやビデオアドとしてブーストすることでより広い層にリーチし、高い再生回数をご提供いたします。

画像5~7点

横スクロールギャラ
リーも可能。内容に
応じて使い分けをご
提案します。

料金

掲載費 ¥3,200,000（G)

想定PV

50,000~55,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※更新なし ※掲載開始日は、営業日任意

動画保証再生

80,000 再生

動画掲載外部
メディア

Facebook/Instagram ビデオアド
※Instagramのみの配信も可能です

入稿素材

動画（MP4)・イメージ画像（JPEG/GIF）5-7点、リンク先URL、商品リ
リーステキスト、お問い合わせ先

入稿期限

掲載日の20営業日前 18:00まで

スケジュール

オリエン：掲載日の25営業日前 実施 ※2回校正想定

リンク先

5箇所まで設定可能

原稿テキスト：150～200文字
※画像1点につきそれぞれ

撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

物撮影

カットアウト

7点程度

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

30万円～
2点程度

スナップ撮影（スタイリスト/ヘアメイク別途費用）
※Itガール / インフルエンサーの起用

カット数5点程度

①スナップ＆クリップビデオ撮影(5秒程度) （スタイリスト/ヘアメイク別途費用）
※Itガール / インフルエンサーの起用
②クリップビデオ 編集オプション
▼VOGUEGIRLアカウント
SNSビデオアド

店舗取材、イベント取材、インタビュー（日本語）

概算追加費用

いづれも3カット程度

60万円～
50万円～
①100万円～
①+②130万円～

30万円～

※ 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。
※ Instagramアドで配信できる動画は1分までです。
※ 動画に関して以下の場合、別途お見積もりとなります：
- 事前に画コンテ、台本などの提出が必要な場合
- キャスティング費、ヘアメイク、スタイリング費
- 東京都外、または海外へのロケなどの渡航費
- 音楽制作、スペシャルエフェクト、アニメーション、特別な編集作業を要する場合
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ギャラリータイアップ 2weeks ビデオビュープラン
スマホファーストなデザインで画像がサクサク見れる
縦型スクロールのフォトギャラリー形式のタイアップ。
ご支給素材での掲載はもちろん、Itガールの起用・オリジナル物撮影で世界感を表現可能
掲載動画をVOGUE GIRLのSNSアカウントやビデオアドとしてブーストすることでより広い層にリーチし、高い再生回数をご提供いたします。
横スクロールギャラ
リーも可能。内容に
応じて使い分けをご
提案します。

画像5~7点

原稿テキスト：150～200文字
※画像1点につきそれぞれ

料金

掲載費 ¥2,100,000（G)

想定PV

20,000~25,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

2週間
（掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※更新なし
※掲載開始日は、営業日任意

動画保証再生

80,000 再生

動画掲載外部メ
ディア

Facebook/Instagram ビデオアド
※Instagramのみの配信も可能です

入稿素材

動画（MP4)・イメージ画像（JPEG/GIF）5-7点、リンク先URL、商品リ
リーステキスト、お問い合わせ先

入稿期限

掲載日の20営業日前 18:00まで

スケジュール

オリエン：掲載日の25営業日前 実施 ※2回校正想定

リンク先

5箇所まで設定可能

撮影・取材オプション

▼VOGUEGIRLアカウント
SNSビデオアド

※オプション詳細はP.39をご確認ください

概算追加費用

イベント取材動画撮影

60秒程度、音声撮りなし

60万円～

イベント取材動画撮影

60秒程度、音声撮り（インタビュー）付

80万円～

※ 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。
※Facebook/Instagram広告はStories枠への配信もONになります。
※ Instagramアドで配信できる動画は1分までです。
※ 動画に関して以下の場合、別途お見積もりとなります：
- 事前に画コンテ、台本などの提出が必要な場合
- キャスティング費、ヘアメイク、スタイリング費
- 東京都外、または海外へのロケなどの渡航費
- 音楽制作、スペシャルエフェクト、アニメーション、特別な編集作業を要する場合
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ギャラリータイアップ ビデオビュープラン：ビューティTIPS
ビューティ商材の訴求に最適なギャラリータイアップが登場
商品イメージをギャラリーで見せると共に、フィーチャーした商品を使った3通りのメイクアップルックを動画でご紹介。
掲載動画をVOGUE GIRLのSNSアカウントやビデオアドとしてブーストすることでより広い層にリーチし、高い再生回数をご提供いたします。

CHECK!

動画コンテンツの内容やイメージは、
VOGUE GIRLサイト掲載のビデオシ
リーズ「GET THE LOOK」を見てね！

原稿テキスト：150～200文字
※動画1点につきそれぞれ

料金

掲載費 ¥3,500,000（G)
制作費 ¥2,500,000（N) ※メイクTIPS動画3点（費用込）

想定PV

50,000~55,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

4週間
（掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）
※更新なし ※掲載開始日は、営業日任意

動画保証再生

120,000 再生

動画掲載外部
メディア

Facebook/Instagram ビデオアド
※Instagramのみの配信も可能です

入稿素材

イメージ画像（JPEG/GIF）4点まで、リンク先URL、商品リリーステキ
スト、お問い合わせ先

入稿期限

掲載日の40営業日前 18:00まで

スケジュール

オリエン：掲載日の45営業日前 実施 ※2回校正想定

リンク先

5箇所まで設定可能

撮影・取材オプション

※オプション詳細はP.38-39をご確認ください

物撮影

カットアウト

7点程度

物撮影

プロップなどを使用したイメージカット

30万円～
2点程度

追加カラーコレクション（動画の色修正）

▼VOGUEGIRLアカウント
SNSビデオアド

概算追加費用

60万円～
80万円～

※ 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。
※ Instagramアドで配信できる動画は1分までです。
※Facebook/Instagram広告はStories枠への配信もONになります。
※ 動画制作費は、以下の条件を想定しています：
- 起用モデルは1人です
- 弊社が指定するスタジオ、ロケーションで撮影いたします
- 著名人のキャスティングは含まれません
- 弊社コンテンツ「Get The Look」同等のクオリティ・編集内容となります
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ニュース記事 タイアップ
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
VOGUE GIRLアカウントの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。

料金

掲載費
制作費

想定PV

6,000~9,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

2週間 （掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）

入稿素材

イメージ画像3点まで入稿可能（JPEG/GIF）リンクURL、Youtubeエンベッ

¥600,000（G）
¥200,000（N）

ドタグまたは動画ファイル（動画ファイル入稿の場合は追加で動画ホスティ
ング費が発生致します）、商品リリーステキスト、お問い合わせ先
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。
※1回校正想定

素材３点まで
※画像＋動画（YouTube）可能

リンク先

5箇所まで設定可能

撮影・取材オプション
動画ホスティング費（弊社指定のプラットフォームで配信されます）

概算追加費用
10万円～

※ 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。

原稿テキスト：150～200文字
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ニュース記事 タイアップ 外部誘導パッケージプラン
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
更に、メディアブーストを合わせ、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！

①ニュース記事＋Twitterプラン
料金

￥1,400,000（G）
3,500

クリック保証

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

•
•

②ニュース記事＋Instagramプラン
料金

想定PV

6,000~9,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

2週間

（掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）

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

入稿期限

掲載日の10営業日前 18:00まで

￥1,400,000（G）
3,500

クリック保証

* Stories枠への広告配信ON
•
•

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。
※1回校正想定
リンク先

5箇所まで設定可能

※ 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。
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ニュース記事動画タイアップ ビデオビュープラン
動画素材を活かして、読者に商品やサービスをお届け
新商品やショップオープン、イベントレポートに最適！
動画をVOGUE GIRLのSNSビデオアドとしてブーストすることでより広い層にリーチし、高い再生回数をご提供

動画1点
（＋本文内に画像2点追加可）

料金

ゴールド
シルバー

想定PV

6,000~9,000PV

掲載デバイス

マルチデバイス

掲載期間

2週間

動画保証再生

ゴールド
シルバー

動画掲載外部
メディア

Facebook/Instagram ビデオアド
※Instagramのみの配信も可能です。

入稿素材

動画素材1点、リンク先URL、商品リリーステキスト、お問い合わせ先

¥1,500,000（G） (1ページ制作費込、動画制作は別途)
¥1,200,000（G）

（掲載開始日のAM10:00～営業日のAM09：59）

80,000 再生
40,000 再生

（追加イメージ画像2点まで（JPEG/GIF））

▼VOGUEGIRLアカウント
SNSビデオアド

入稿期限

※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。
リンク先

原稿テキスト：150～200文字

掲載日の10営業日前 18:00まで

撮影・取材オプション

5箇所まで設定可能

※詳細オプションはP.39にてご確認ください

概算追加費用

イベント取材動画撮影

60秒程度、音声撮りなし

60万円～

イベント取材動画撮影

60秒程度、音声撮り（インタビューなど）付

80万円～

※ 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。
※ Instagramアドで配信できる動画は1分までです。
※Facebook/Instagram広告はStories枠への配信もONになります。
※ 動画制作費は、以下の条件を想定しています：
- 起用モデルは1人です
- 弊社が指定するスタジオ、ロケーションで撮影いたします
- 著名人のキャスティングは含まれません
- 弊社コンテンツ「Get The Look」同等のクオリティ・編集内容となります
- スペシャルエフェクト、音楽制作、カスタムモーショングラフィックなどは含まれません
- 詳細なカラーコレクションを希望する場合、追加オプション費が発生いたします。
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編集タイアップ誘導枠
▼タイムライン（トップ／カテゴリートップ）

▼記事下（トップ／カテゴリートップ）

①

④
③

VOGUE GIRL
Followers

③

① メインビジュアル
※一部メニューのみ期間中の編集任意1週間
② タイムライン（ランダム掲載／期間中掲出）
※サイズ2種、メニューにより掲出サイズが異なります。

②

③ 記事下スペシャル枠（ランダム掲載／期間中掲出）
※形式2種。
④ Twitter投稿：1回～

※
※
※
※

SP版の内容がPC版に表示されます。
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。

②
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スケジュール
HTML
タイアップ

スタンダード
タイアップ

2回校正想定

2回校正想定

ギャラリー
タイアップ
2回校正想定

ニュース記事
タイアップ

タイアップ
ビデオ制作

1回校正想定

2回校正想定

オリエン実施
素材入稿
45営業日前

オリエン実施
素材入稿
30営業日前

オリエン実施
素材入稿
25営業日前

素材ご入稿
10営業日前

オリエン実施
素材入稿
45営業日前

構成案提出・お戻し

構成案提出・お戻し

構成案提出・お戻し

初校デザイン
提出・お戻し

記事・ビデオ
構成案提出

初校デザイン
提出・お戻し

初校デザイン
提出・お戻し

初校デザイン
提出・お戻し

記事：初稿提出・お戻し
ビデオ：オフライン提出

再稿デザイン
提出・お戻し

念稿デザイン
提出・お戻し

念稿デザイン
提出・お戻し

記事：再稿提出・お戻し
ビデオ：オンライン提出

コーディング提出
テストアップ

コーディング提出・ご確認
テストアップ

5営業日前校了

掲載開始

※キャスティングが発生する際は、上記の2週間前進行にてお願いします。
※お申込みは、オリエンの5営業日前迄にご連絡をお願い致します。
※進行内容・制作内容により、掲載開始日を変更させていただく事があります。
詳細スケジュールはお問い合わせください。
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NATIVE AD OPTION
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編集タイアップオプション誘導メニュー①
※編集タイアップ自体が5営業日前校了が難しい場合は「オプション誘導メニュー」の掲載スタート日も後ろ倒しで調整願います

料金

￥1,000,000（G）
保証動画再生回数

保証クリック数

4,500

クリック

OR

100,000

再生

掲載期間
タイアップ広告掲載終了前日迄

* Stories枠への広告配信ON

料金

３メッセージ
外部リンクOK

￥3,000,000（G）
投稿日応相談

友達数

929,000（8月時点）

「3吹き出し」が外部リンク対応可能です。（月2社限定）
※クリエイティブのルールに関しては詳細ページ参照

料金

￥2,000,000（G）

２メッセージ

投稿日応相談

※クリエイティブのルールに関しては詳細ページ参照

※
※
※
※
※

編集タイアップのオプションです。
保証クリックに対して、10％以内の未達は補填対象外です。
マージンは、個別マージンです。
掲載原稿はVOGUE GIRLが作成します。
掲載開始日はVOGUE GIRLが決定します。

友達数

929,000（8月時点）

※
※
※
※

動画掲載タイアップの場合に限り、再生課金メニューでの実施も可能です。
ターゲティングのご要望は各案件毎にご相談ください。（LINE広告は対応不可）
各プラットフォーム毎に審査がございます。審査を通過した案件のみ掲載します。
運用商品のため、パフォーマンス状況に応じてクリエイティブを差し替えます。
事前のクリエイティブ確認は無しでお願い致します。
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編集タイアップオプション誘導メニュー②
※編集タイアップ自体が5営業日前校了が難しい場合は「オプション誘導メニュー」の掲載スタート日も後ろ倒しで調整願います

料金

￥1,000,000（G）

保証クリック数

4,300

クリック

掲載期間
タイアップ広告掲載終了前日迄

料金

￥1,000,000（G）
保証クリック数

＆

4,500

保証動画再生回数

クリック or

100,000

再生

掲載期間

* Stories枠への広告配信ON

※
※
※
※
※

編集タイアップのオプションです。
保証クリックに対して、10％以内の未達は補填対象外です。
マージンは、個別マージンです。
掲載原稿はVOGUE GIRLが作成します。
掲載開始日はVOGUE GIRLが決定します。

タイアップ広告掲載終了前日迄

※ 動画掲載タイアップの場合に限り、再生課金メニューでの実施も可能です。
※ ターゲティングのご要望は各案件毎にご相談ください。
※ 各プラットフォーム毎に審査がございます。審査を通過した案件のみ掲載します。
※ 運用商品のため、パフォーマンス状況に応じてクリエイティブを差し替えます。
事前のクリエイティブ確認は無しでお願い致します。
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編集タイアップオプション LINE 3 メッセージ
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。
最下部の「3吹き出し」は外部リンク設定が可能です。
•

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

１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。

PROMOTION

２吹き出し
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。

誘導文言内に広告主名

料 金

￥3,000,000（G）

友達数

929,000友達（8月末時点）

投稿日

水・金の配信日のいずれかで要調整

投稿枠数

1か月3社限定
※原則1週間に1社限定。

投稿時間
投稿方法

※編集コンテンツを含みます。

2吹き出し）画像

３吹き出し

誘導文言内に広告主名

編集投稿にコンテンツライクに混ぜ込みます。
1吹き出し）テキスト

VOGUEGIRL PROMOTION

外部リンクOK
（月2社様限定）

1配信につき同時に最大3回連続の投稿（吹き出し）

※画像内にPR表記/誘導文言内に広告主名が入ります。

投稿内容

スクロール

編集部任意

編集タイアップページへの誘導もしくは、
外部リンクとして使用可能です。
※動画、静止画 等
※外部リンクは静止画のみ/月2社限定
☆画像内にPR表記/誘導文言内に広告主名が入ります。
☆外部リンクの場合は、リンク先をLINEの友だち追
加ページにすることも可能です。また必ず外部の飛び
先（URLや公式アカウント名など）を明示いたします。
また、PR表記ではなくAdvertisement表記となりま
す。

3吹き出し）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

※ 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。
※ マージンは個別マージンです。

※ 掲載原稿はVOGUE GIRL編集部にて制作いたします。校正はネガティブチェックのみ可能です。
※ 掲載開始日はVOGUE GIRLが調整します。
※編集タイアップ自体が5営業日前校了が難しい場合は「オプション誘導メニュー」の掲載スタート日も後ろ倒しにて願い
ます。
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編集タイアップオプション LINE 2 メッセージ
ご出稿しやすいLINEの2メッセージ版。
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。
•

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

１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。

料 金
友達数

PROMOTION

２吹き出し

誘導文言内に広告主名

929,000友達（8月末時点）

投稿日

水・金の配信日のいずれかで要調整

投稿枠数

1か月3社限定
※原則1週間に1社限定。

投稿時間

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。

￥2,000,000（G）

投稿方法

※画像内にPR表記/誘導文言内に広告主名が入ります。

編集部任意
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。
1吹き出し）テキスト
2吹き出し）画像

同時告知可能商材

1ブランド１シリーズの告知に限る

※ 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。
※ マージンは個別マージンです。
※ 掲載原稿はVOGUE GIRL編集部にて制作いたします。校正はネガティブチェックのみ可能です。

誘導文言内に広告主名

※ 掲載開始日はVOGUE GIRLが調整します。
※編集タイアップ自体が5営業日前校了が難しい場合は「オプション誘導メニュー」の掲載スタート日も後ろ倒しにて願います。
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スチール撮影オプション一覧

GQ JAPAN Media Guide 2017

オプション名
モデル撮影

価格
¥100万円～

概要

制作物

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
スチールのみ3ルック想定
ビューティーは2ルック

物撮影

カットアウト

¥30万円～

商品のシンプルな撮影

物撮影

プロップ使用

¥60万円～

商品イメージに合わせたシーン、飾り等を用いて撮影します。

7カット想定

2カット想定

対応タイアップ
• スタンダードタイアップ
• スタンダードタイアップビデオ
ビュープラン
• フルHTMLタイアップ
• フルHTMLタイアップビデオ
ビュープラン
• ALL

• ALL
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ビデオ制作オプション一覧

GQ JAPAN Media Guide 2017

オプション名

価格

概要

イベント取材動画

¥60万円～

都内近郊1箇所でのイベントを動画で撮影し、60秒程度にまとめます。
カメラ一台想定、追加照明・音声なしでの撮影となります。スペシャルエフェクトやアニメーショ
ン、音楽制作は含みません。取材から掲載までの期間は7営業日程度です。

イベント取材動画インタビュー
付

¥80万円～

都内近郊でのイベントを動画で撮影し、60秒程度にまとめます。
カメラ一台、追加照明なしでの撮影となります。指定された人物のインタビューを含みます。キャ
スティングは別途お見積もりが必要となります。取材から掲載までの期間は7営業日程度です。

制作物

尺： 60秒程度
本数：1本

スナップ＆クリップビデオ

¥100万円～

モデルのスナップ写真撮影時、3秒程度のクリップビデオを撮影いたします。
インスタグラムにおけるブーメランビデオのようなものを想定し、この動画撮影に関する特別な
ディレクションやスタイリングはありません。スチル撮影時間内での撮影となります。

尺：3～5秒程度
本数：3本

ビューティTIPSビデオ
3ルック（3エピソード）

¥250万円～

訴求商品を使ったメイクルックの紹介動画を3本制作。
モデル1名、VOGUE GIRLコンテンツ「GET THE LOOK」同等の内容およびクオリティを想定。
スペシャルエフェクト、音楽制作、カスタムモーショングラフィックなどは含まれない為、
追加編集やスペシャルエフェクト、カラーコレクションは別途お見積もりとなります。

尺： 60秒程度
本数：3本

モデル撮影 スチール＋
＆クリップビデオ 3ルック

¥180万円～

モデルのスチル撮影と同時に、短尺の簡易動画を撮影し、「動くタイアップ」を制作いたします。
ルックはスチル時と同じものとなり、この動画撮影に関する特別なディレクションやスタイリング
はありません。スチル撮影時間内での撮影となります。

尺：3～5秒程度
本数：3本

モデル撮影 スチール＋
＆クリップビデオ 3ルック＋
BTS（ビハインドザシーン）

¥230万円～

スチル撮影時に撮影現場の様子を動画で撮影。
キャストの素顔などを織り交ぜながら、キュートでスタイリッシュな動画に仕上げます。カメラ一
台想定、追加照明や音声は含みません。スペシャルエフェクトやアニメーション、音楽制作は別途
お見積もりとなります。※画コンテなし

尺：30~40秒程度
本数：1本

モデル撮影 スチール＋
＆クリップビデオ 3ルック＋
BTS（ビハインドザシーン）
with クイッククエスチョン

¥280万円～

クリップビデオ 編集オプション

ソーシャルカット制作

カスタム
モーショングラフィック

30万円～

上記のBTS撮影に加え、キャストに一問一答形式のインタビューをいたします。
想定追加撮影時間は30分程度です。設問内容はVOGUE GIRL編集部が企画し、内1問程度、クライ
アントのブランドや商品に関する質問を設定する想定です。※画コンテなし
※上記制作のクリップビデオ（各5秒程度）を1本にまとめた動画を作成いたします。

尺：10～15秒程度
本数：1本

タイアップオプションで制作したビデオを、SNS向けに15秒程度に編集します。アスペクト比は正
方形または縦型から選択でき、スタグラムストーリーサイズにも対応いたします。音楽制作やモー
ショングラフィック、アニメーション、スペシャルエフェクトなどは含みません。

尺：15秒程度
本数：1本

¥100万円～

ご提供素材または撮り下ろし素材5~6枚程度をつなげ、スタイリッシュなモーショングラフィック
を使ってスライドショーを制作。SNS向けにタイアップ訴求をする場合などにおすすめです。音楽
制作やモーショングラフィック、アニメーション、スペシャルエフェクトなどは含みません。

尺：30~60秒
本数：1本

ご相談下さい

ご予算、目的、ご要望によって企画からご提案します。

LIVE配信

ご相談下さい

イベントや企画番組をVOGUE GIRLサイトやソーシャルアカウントで配信いたします。前提条件が
ございますため、詳細はお問合せ下さい。

• ニュース記事タイアッビデオ
ビュープラン
• ギャラリータイアップ（2週間）
• ギャラリータイアップビデオ
ビュープラン（2週間）

• ギャラリータイアップ（4週間）
• ギャラリータイアップビデオ
ビュープラン（4週間）
• ギャラリータイアップビデオ
ビュープラン（4週間）

• スタンダードタイアップ
• スタンダードタイアップビデオ
ビュープラン

尺：60秒程度
本数：1本

¥50万円～

カスタムビデオ制作

対応タイアップ

ご相談下さい

• ギャラリータイアップ（4週間）
• ギャラリータイアップビデオ
ビュープラン（4週間）
• スタンダードタイアップ
• スタンダードタイアップビデオ
ビュープラン
• 全動画制作付けタイアップ対応

• 全タイアップ対応

• 全タイアップ対応

ご相談下さい
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編集タイアップ レポーティング項目
※レポートは掲載終了後7営業日以降の提出になります。
ニュース記事タイアップ / ギャラリータイアップ

スタンダードタイアップ

フルHTMLタイアップ

計測期間
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks ※外部リンクHOME1本、他1本まで。
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
リンク先URL（外部リンク）※上位5つ
グラフ（日別PV数・ユーザー数推移）
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
なし
Internal（gam/popin/email）
Social
Extention AD（外部誘導AD）
Other
※UU・Timle・Clicks

計測期間
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks ※外部リンクHOME1本、他5本まで。
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
リンク先URL（外部リンク）※上位5つ
グラフ（日別PV数・ユーザー数推移）
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
リンク先URL（外部リンク）が６種以上の場
Internal（gam/popin/email）
Social
Extention AD（外部誘導AD）
Other
※UU・Timle・Clicks

読量率（スクロール深度）

なし

Page image（画像）

なし

計測期間
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks ※外部リンクHOME1本、他5本まで。
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
リンク先URL（外部リンク）※上位5つ
グラフ（日別PV数・ユーザー数推移）
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
なし
Internal（gam/popin/email）
Social
Extention AD（外部誘導AD）
Other
※UU・Timle・Clicks
10%～100％ライン
対象記事キャプチャ画像
読了率（タイアップ記事と同メニューのTU平均と比較）
キャプチャー画像

なし

なし

コンテンツ別分析

なし

なし

サイト内態度変動分析

なし

全体サマリー

日別遷移・誘導数

誘導数（詳細）

流入元分析

コンテンツページ別サマリー
個別詳細ページを除くタイアップの
コンテンツ単位別のレポート。
※例：ファッションストーリー／商
品紹介／インタビューなど。
コンテンツ量に準じて提出。

SNS Topics
（オーガニック投稿）
総括コメント

なし
なし

Reach User（GAM＆popinの数字を入れる）
Page User
30%、50％、80％ User
Action User（Clicks）
Total Reach ＆ Engagement
反応がよかった投稿①～③(Twitter)
プロデューサーによるコメント

なし
※個別設定があれば可能。
キャプチャー画像
コンテンツタイトル
対象ページURL
計測期間
PV
UU
PV/UU
滞在時間
Clicks
CTR-Clicks/PV
CTR-Clicks/UU
グラフ（日別PV数・ユーザー数推移）
Contents別比率グラフ①（PV）
Contents別比率グラフ②（UU）
Contents別比率グラフ③（PV/UU）
Contents別比率グラフ④（滞在時間）
Contents別比率グラフ⑤（Clicks）
なし
Total Reach ＆ Engagement
反応がよかった投稿①～③(Twitter)
プロデューサーによるコメント
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編集タイアップ レポーティング項目
項目

金額

Clickの追加

外部クリック1本追加につきN5万円

ページ別サマリー（基本項目のみ）

詳細ページ別のサマリーが必要な場合は1ページ（URL）につきN15万円

ページ別詳細サマリー（基本項目のみ）※商品別のレポートなど

詳細ページ別のサマリーが必要な場合は1ページ（URL）につきN15万円

ページの読了率

1ページにつきN15万円

SNS（オーガニック）※Facebook/Instagram（timeline/Story）

1メディア追加につき、N10万円

アンケート結果 ※応募数、応募者データ属性など

1企画につきN20万円～（都度見積もり）

その他

お問い合わせください

追加オプション

※ポストは最大3つまで
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広告メニューお申し込み手順と掲載レポートについて
■お申し込み手順
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。
1.掲載可否確認

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。

2.空枠確認

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。

3.お申込み

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。

4.お申込み決定

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。

5.クリエイティブ審査

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。

6.入稿形式

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。

7.競合調整

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。

掲載可否確認

お申込みフォーマット

入稿フォーマット

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

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

下記項目を記載の上、adops@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

・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

・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

※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。

■掲載レポートについて
※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。
※バナー掲載レポートは掲載終了後5営業日以降の提出。編集タイアップレポートは掲載終了後7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。
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掲載にあたっての確認事項
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。

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。

広告表示 推奨環境
[PC]
•

- Google Chrome(最新)、Fire Fox(最新)、Microsoft Edge(最新)、 MacOS(最新)、Windows7以上/IE(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

※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。

※VIDEO広告は、Windows 8 (メトロUI)には非対応です。

[SMARTPHONE]
•

iPhone

OS：iOS 11.3以上(最新)

•

Android

OS：Android OS 8.0以上(最新)

ブラウザ：標準ブラウザ
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。
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編集タイアップ掲載 注意事項
・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日戻しでお願いします。
・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～です。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終了です。
・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。

誘導バナーについて
・編集タイアップへリンクする誘導バナーは、原則VOGUE GIRL 制作です （※ 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日戻しでお願いします。原則修正不可です。
・提出は再校提出時です。

※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での制作です。

※ 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）です。

・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。

その他
・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。
（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。
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掲載について
お申込にあたって

媒体資料の利用規定

・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。

・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

・予告なくサイトのデザインを変更する場合があります。

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

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。

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

・広告お申込の際、VOGUE GIRL の規定による審査があります。

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

・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。

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

・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。

できません。

・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。・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。
・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。

(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、

・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

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

けます。

(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、

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。

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。

・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。

広告掲載に関するお問い合わせ

【広告掲載情報 詳細】

コンデナスト・ジャパン

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

ビジネスソリューション部

【mail】websales@condenast.jp

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷2-11-8

大菅ビル7F
※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。
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HTML5配信
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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前期からの変更点

2019年7-9月期からの広告商品仕様の変更点
【バナー広告メニュー】

●変更なし

【編集タイアップ広告メニュー】
●オプション誘導：LINE金額変更
LINE 3メッセージ ：250万円 ⇒ 300万円
LINE 2メッセージ ：130万円 ⇒ 200万円

【その他】
●P.32

タイアップスケジュール掲載
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