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2022年のホリデーギフト100

パートナーに渡してよし、自分で買ってよし。
一緒に体験するのも、もちろんあり。
1年の振り返りを楽しむのにホリデーシーズンは欠かせません。
モノとコト、どちらも満たせるホリデーギフト特集のはじまり、はじまり～。

記事イメージ
・物欲を満たすホリデーギフト50
・身体を癒すホリデーギフト5
・心を癒すホリデーギフト5
・脳を癒すホリデーギフト5
・自分でできるギフトラッピングのススメ5
・みんなで楽しむホリデーの過ごし方5
・エディターが選ぶホリデーギフト10
・○○○のホリデーギフト5

※内容は仮です。変更になる可能性がございます。



【各種誘導枠例】
・TOP/カテゴリTOP
記事一覧内

・記事ページ：RECOMMENDED枠
※ローテーション
・一部広告枠

・

Over 173,000 followers 

Over 140,000 followers

2 times

2 times

SNS

GQサイト内

TOP 記事ページ

タイアップ想定PV
55,000PV

⮚ ツイッター投稿
⮚ フェイスブック投稿

Over 142,000 followers 1 time

Instagramフィード投稿

SAMPLE

※PR・広告主名表記が入ります

TIE UP 
5～10秒のクリップビデオを活用し、ブランドや商品の世界観を効果的に訴求します

ホリデーギフト特集ページ ホリデーギフト特集特集連動タイアップ

ホリデーギフト特集連動タイアッププラン①リッチモーションタイアップ

IMAGE

外部メディアブースト

ソーシャルＡＤ

Facebook/Instagram

4,500クリック

①

②

③

CLICKでOPEN広告主様
誘導枠

※LINEのメニュー仕様は変更になる可能
性がございます

リッチモーションタイアップ

CLIP VIDEO
(5~10sec）



特集内コンテンツ
商品掲載（1点）

ADDED VALUE

Instagramフィード/Stories投稿（1回）

ホリデーギフト特集連動タイアッププラン①リッチモーションタイアップ



【各種誘導枠例】
・TOP/カテゴリTOP
記事一覧内

・記事ページ：RECOMMENDED枠
※ローテーション
・一部広告枠

・

SNS

GQサイト内

TOP 記事ページ

タイアップ想定PV
45,000PV⮚ ツイッター投稿

⮚ フェイスブック投稿

Over 142,000 followers 1 time

Instagramフィード投稿

SAMPLE

TIE UP 

ホリデーギフト特設ページ ホリデーギフト特集連動タイアップ

外部メディアブースト

ソーシャルＡＤ

Facebook/Instagram

4,500クリック

Over 173,000 followers 

Over 140,000 followers

2 times

2 times

ホリデーギフト特集連動タイアッププラン②リッチインタラクティブタイアップ

アニメーションの活用、背景カスタマイズ等リッチなフォーマットを活用したタイアップで商品の訴求が可能です



ADDED VALUE

特集内コンテンツ
商品掲載（1点）

ホリデーギフト特集連動タイアッププラン②リッチインタラクティブタイアップ

Instagramフィード/Stories投稿（1回）



【各種誘導枠例】
・TOP/カテゴリTOP
記事一覧内

・記事ページ：RECOMMENDED枠
※ローテーション
・一部広告枠

・

SNS

GQサイト内

TOP 記事ページ

タイアップ想定PV
30,000PV

⮚ ツイッター投稿
⮚ フェイスブック投稿

Over 142,000 followers 1 time

Instagramストーリーズ投稿

SAMPLE

TIE UP 

ホリデーギフト特設ページ ホリデーギフト特集連動タイアップ

ホリデーギフト特集連動タイアッププラン③インタラクティブタイアップ

GQで人気のインタラクティブタイアップに加え、Instagramストーリーズや特集内記事でも商品を紹介

外部メディアブースト

ソーシャルＡＤ

Facebook/Instagram

4,500クリック

Over 173,000 followers 

Over 140,000 followers

2 times

2 times



ホリデーギフト特集連動タイアッププラン③インタラクティブタイアップADDED VALUE

Instagram Stories投稿（1回）特集内コンテンツ
商品掲載（1点）



PLAN①ホリデーギフト特集連動タイアッププラン/リッチモーションタイアップ

*競合排除はいたしません。
*タイアップ掲載はミニマム4週間となります。
*著名人起用の場合などは追加費用がかかります。
*スタッフの指定がある場合追加費用が発生する可能性がございます

55,000PV想定

定価 パッケージ調整 備考

リッチモーションタイアップ掲載費 ¥3,500,000 ¥3,000,000

・クリップビデオ3点まで（5秒～10秒程度）
・GQ Instagram フィード/Stories投稿
・タイアップ制作費には5秒程度のクリップビデオ制作込み
・特集内記事でのアイテム掲載1点

リッチモーションタイアップ制作費（NET） ¥1,500,000 ¥1,500,000
モデル撮影費(NET) ¥800,000 ¥800,000
インスタグラムフィード/Stories投稿 ¥300,000 Added Value
FBAD/IGAD 外部誘導 4500CL ※個別マージン ¥1,000,000 ¥900,000
LINE投稿 ※個別マージン ¥1,300,000 ¥1,000,000

TTL ¥8,400,000 ¥7,200,000

ESTIMATE



PLAN②ホリデーギフト特集連動タイアッププラン/リッチインタラクティブタイアップ

*競合排除はいたしません。
*タイアップ掲載はミニマム4週間となります。
*著名人起用の場合などは追加費用がかかります。
*スタッフの指定がある場合追加費用が発生する可能性がございます

45,000PV想定

定価 パッケージ調整 備考

リッチインタラクティブタイアップ掲載費 ¥2,500,000 ¥2,300,000

・GQ Instagram フィード/Stories投稿
・特集内記事でのアイテム掲載1点

リッチインタラクティブタイアップ制作費（NET) ¥1,000,000 ¥1,000,000

インスタグラムフィード/Stories投稿 ¥300,000 Added Value
モデル撮影費(NET) ¥800,000 ¥800,000

FBAD/IGAD 外部誘導 4,500CL ※個別マージン ¥1,000,000 ¥900,000
TTL ¥5,600,000 ¥5,000,000

ESTIMATE



PLAN③ホリデーギフト特集連動タイアッププラン/インタラクティブタイアップ

*競合排除はいたしません。
*タイアップ掲載はミニマム4週間となります。
*モデル撮影の場合などは追加費用がかかります。
*スタッフの指定がある場合追加費用が発生する可能性がございます

30,000PV想定

定価 パッケージ調整 備考

インタラクティブタイアップ掲載費 ¥2,000,000 ¥1,800,000

・GQ Instagram Stories投稿サービス
・特集内記事でのアイテム掲載1点
・モデル撮影の場合は＋80万円Ｎ

インタラクティブタイアップ制作費（NET) ¥500,000 ¥500,000

インスタグラムStories投稿 ¥300,000 Added Value

商品撮影費(NET) ¥400,000 ¥400,000

FBAD/IGAD 外部誘導 4500CL ※個別マージン ¥1,000,000 ¥900,000

TTL ¥4,200,000 ¥3,600,000

ESTIMATE



■特集掲載期間：2022年11月15日（火）～12月27日（火）

※期間中4週間掲載

■タイアップ申し込み締め切り：2022年9月26日（月）

※オリエンテーションからタイアップ掲載開始までの期間

リッチモーションタイアップ：30営業日前

リッチインタラクティブタイアップ：30営業日前

インタラクティブタイアップ： 25営業日前

SCHEDULE



OPTION MENU



※編集タイアップのオプションです。

※マージンは、個別マージンとなります。

※掲載原稿はメディアが作成します。

※掲載開始日は広告主様と調整の上、メディアが決定します。
※ターゲティングのご要望はグロス料金300万円以上の場合のみリクエストを承っております。通常は商材に合わせたタ
ーゲティングで配信します。

※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なしでお願い致します。

※プラットフォーム側判断で予告なく仕様変更、配信停止、他不具合が起こる可能性がある旨、ご了承ください。

分類 プラットフォーム グロス料金 保証 詳細

ソーシャルメディア

FACEBOOK
Instagram

¥1,000,000 4,500 CLICK 高度なアルゴリズムと精度の高いユーザー情報により、高オンターゲッ
ト率を実現し、商材やブランドに合わせたオーディエンスへの効果的な
配信が可能です。特にInstagram は、商品ビジュアルを活かすクリエイ
ティブと好相性で、広告の受容性が高いことも特徴です。¥2,000,000 9,400 CLICK

Twitter
¥1,000,000 4,300 CLICK 本音でのやり取りがメインとなるプラットフォームで、他プラットフォ

ームと比べても、広告テキストや記事の内容が重視される傾向にありま
す。¥2,000,000 9,000 CLICK

TikTok
¥1,000,000 4,500 + 1,500 CLICK 「楽しむ場所」として利用するポジティブなユーザーが多く若年層へ効

果的にリーチ可能です。エンターテインメント性が好まれるので著名人
のような惹きのあるクリエイティブと好相性です。トライアルキャンペ
ーンでボーナスクリックサービス中。¥2,000,000 9,400 + 3,600 CLICK

LAP
¥1,000,000 5,000 CLICK メディアLINEアカウントよりMAU8,900万人を誇るLINEサービス内に

公式アカウント友だちデータを使ったアプローチが可能です。
LINE Ads Platform広告での広告配信です。¥2,000,000 11,000 CLICK

LINE公式アカウント
＋LAPパッケージ

¥3,000,000 17,000 CLICK
GQ JAPANのLINEアカウント上でタイアップと拡張配信が可能なパッ
ケージです。LINEメッセージに加えて、GQ友だちデータを活用したル
ックアライクを配信、トーク面以外のLINEアプリ全ユーザーに向けた
リーチが可能になります。

Pinterest
¥1,000,000 4,500 + 1,500 CLICK 検索型SNSとしてアクションにつながる興味関心が強いユーザーへのア

プローチに効果的です。広告や企業の投稿がユーザーに歓迎されやすく
ユーザーの探しているものと一致するため、購入検討層へも訴求が可能
です。¥2,000,000 9,400 + 3,600 CLICK

ネイティブ広告
プラットフォーム

Google ファインド

¥1,000,000 10,000 CLICK Google によるネイティブ広告ソリューション。ユーザーごとにパーソ
ナライズされたコンテンツが配信される Google Discover、YouTube、
Gmail のフィードに記事広告を配信します。タイアップ内リンクをコン
バージョンとしたコンバージョン目的の広告配信が可能 (留意事項下記
参照) です。

¥2,000,000 22,000 CLICK

Logly
¥1,000,000 13,400 CLICK

国産初のネイティブ広告プラットフォーム。関連性の高い外部メディア
に配信します。配信先のコンテンツに合わせたコンテクスト配信。¥2,000,000 30,000 CLICK

Taboola
¥1,000,000 15,400 CLICK 世界最大のディスカバリープラットフォーム。コンテンツを読み終えた

ユーザーが「次の新しい情報」を探している瞬間を捉え、効果的に広告
配信します。弊社基準でのホワイトリスト配信。配信面の開示も可能。¥2,000,000 32,000 CLICK

Popin
¥1,000,000 13,400 CLICK

百度傘下のネイティブ広告プラットフォーム。関連性の高い外部メディ
アに配信します。Cookie を使用しないコンテクスト配信。¥2,000,000 30,000 CLICK

メディアアカウントにて外部メディアを購入し、編集タイアップへ誘導を行うことが可能です。
広告の配信期間は、タイアップの掲載期間に準じます。

※詳細は担当営業までお問い合わせください
誘導目的

Option/外部誘導（タイアップオプション）

※想定IMPは平均的なパフォーマンス時の目安です。クリック率が高いほどIMP数は減少します。

※諸般の事情により予告なく内容を変更したり、リリースを取りやめる可能性がございます。

※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。

※掲載開始日の10:00に掲載プラットフォームの審査に出します。（LINEは除く）

※運用型のメニューは、タイアップ掲載終了日の前日23:59に配信終了します。

※広告主様の都合による、掲載期間内でのクリエイティブの差替えは不可です。

※詳細は各プラットフォームのレギュレーションをご確認ください。

【掲載注意事項】
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