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『WIRED』はテクノロジーの進化を通して、カルチャーから、サイエンス、ビジネス、 エンターテインメントまで、
社会のあらゆる事象の未来へのインサイトを提供し、最先端の知識人をインスパイアするメディアです。
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エディターズレター

いまこそ、ニューエコノミーを実装するとき

そんな時代にあっては、ニューノーマル（新しい常態）といったお定
まりの日常が訪れることは決してありません。未来とはそもそも“動

誰もが予想もしえなかった方向へと現実が分岐した2020年代初頭お

態”であり、だからこそ、ありうべき複数の未来（FUTURES）をスペ

いて、わたしたちはいま、未来をリブート（再起動）するチャンスを

キュラティヴに構想し、選び取り、リブートすることが、いまわたし

目の前にしています。

たちには必要です。

実際、パンデミックを経たいま、世界中のクリエイターや起業家、イ

課題は山積しています。パンデミックや気候危機は、人間と地球との

ノヴェイターといった、もっとも創造力に溢れる人々が、物理世界

関係性をリブートせよと迫っています。拡がる格差や止まらない自殺

（フィジカル）とオンライン世界（ヴァーチャル）が融合するミラー

者の増加は、もはや臨界点に達しつつあります。誰もが自分の、社会

ワールドへと大挙して越境し、地理的制約を超えたコラボレーション

の、そして地球のウェルビーイングを追求できるような、自律分散型

をリアルタイムに実現し始めています。

で、かつ世界規模のコラボレーションを可能にするようなニューエコ
ノミーが、いまこそ求められています。その実装の先頭に立つ皆様と、

『WIRED』日本版編集長

松島倫明

アトム（物体）の希少性に根ざした前世紀の経済構造から、ビット

『WIRED』日本版編集長。これまで「ニューエコノミー」「デジタ

（情報）の潤沢さに根ざした“ニューエコノミー”への移行は、その構

ル・ウェルビーイング」「ミラーワールド」「地球のためのディープ

想から四半世紀がたち、いまやっとその始まりにあると言っていいで

『WIRED』がご一緒できることをいまから楽しみにしています。

テック」「FUTURES LITERACY」「Sci-Fiプロトタイピング」などを
特集。NHK出版学芸図書編集部編集長を経て2018年より現職。編集者
として手がけた書籍に、デジタル社会のパラダイムシフトを捉えたベ
ストセラー『FREE』『SHARE』『MAKERS』『シンギュラリティは
近い』のほか、2015年ビジネス書大賞受賞の『ZERO to ONE』や『限

しょう。後の歴史の教科書には、「プレ・パンデミックの時代には、
まだ“インターネット”というものは実質的には存在していなかった」
と記されるでしょう。

界費用ゼロ社会』、Amazon.com年間ベストブックの『〈インター
ネット〉の次に来るもの』など多数。訳書に『ノヴァセン』（ジェー
ムズ・ラヴロック）がある。東京都出身、鎌倉在住。
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トピックス

WIREDは、テクノロジーが介在するさまざまなカテゴリーをとりあげていきます。デジタルガジェットの最新情報や時事性の高い情報のみなら
ず、ライフスタイル、ビジネス、 音楽、教育、政治、ゲーム、アート、デザイン、スポーツ、 科学、文学などなどコンテンツの多様性、切り口
の独自性が特徴です。だからこそ、学生から決定権を持つビジネスパーソンまで幅広い読者を獲得しています。
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WIRED
EDITORIAL
CALENDAR
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2020

03

『ニューエコノミー』特集

06

09

『ミラーワールド』特集

『ウェルビーイング』特集

12

『ディープテック』特集

『実装力』特集

03

2021
06

09

『ニューノーマル』特集

『フューチャーリテラシー』特集

12

03

『WIRED 2021』特集

『ワンダーラスト』特集

『フューチャーフード』特集
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次号予告

NEW COMMONS
DXと合意形成の未来
世界は多様性に溢れていて、その多様な人々が集まった合意形成が日々迫ら
れている。オリンピックの開催やワクチンパスポートの是非から日々のミー
ティングやネイバーフッドやメタヴァースでのローカルルールまで、わたし
たちはいかにしてそこにTRUST（信頼）を築き、フェアで民主的な合意形成

WIRED
NEXT
ISSUE
雑誌 WIRED日本版
Vol.42［2021年9月発売予定］

を実現できるだろうか？ 行政やオフィスの“DX”の先にデジタルが孕む真のポ
テンシャル ── 分散化・民主主義・コモンズの実装を改めて問う総力特集。

#DX #行政 #ミラーワールド／メタヴァース #ブロックチェーン #ソーシャル
メディア #フィンテック #Sci-Fiプロトタイピング #ニュー・コモンズ

55

ターゲットオーディエンス

イノベーター ＋ アーリーアダプター
知的好奇心が強く、ファッションやカルチャーへの感度も高い。
社会貢献意識が強く、自身の生活を大切に生きている最先端の知識人。

ENGINEER

DESIGNER

ENTREPRENEUR

EXECUTIVE

BUSINESS DEVELOPER

STUDENT

エンジニア

デザイナー

アントレプレナー

エグゼクティヴ

ビジネスデヴェロッパー

スチューデント

28 歳
ウェブサーヴィス エンジニア
年収 600万円
独身
Apple製品、自転車

26 歳
大手ゲームメーカー 、
UXデザイナー
年収 600 万円
独身
Beats、コーヒー

35 歳
IT ベンチャー 起業家
年収 900 万円
既婚
ジム・読書

40 歳
外資系企業 CDO
年収 1200 万円
既婚・二児の父
スポーツ観戦・マラソン

32 歳
国内大手メーカー 事業開発
年収 800 万円
独身
ヨガ、海外旅行

23 歳
都内高学歴大学院
年収 100 万円以下
独身
カフェ巡り
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WIREDの強み

『WIRED』で最も人気な編集タイアップ。

編集記事そのままの ハイクオリティな
「ストーリーテリング力」
「デザイン力」「キャスティング力」を
存分にご活用いただけます。

ORIGINALITY
『WIRED』は、グローバルな視点で未
来を考察するイノヴェイション・メディ
アです。ほかにはない切り口で、ブラ
ンドのストーリーを伝えていきます。

HIGH QUALITY

INNOVATOR'S
NETWORK

私たちはグローバルなブランド力に加
え、読者を魅了するストーリーテリン
グ力（取材力・編集力・デザイン力）
を活かしたコンテンツを制作します。

私たちはグローバルなブランド力に加
え、読者を魅了するストーリーテリン
グ力（取材力・編集力・デザイン力）
を活かしたコンテンツを制作します。

77

88

デジタルメディアパワー

ユニークユーザー

ページビュー

6,800,000

63,000,000

UU/MONTH

PV/MONTH

@WIRED_JP

@WIRED.JP

455,000

122,000

フォロワー

ファン

@WIRED.JP

18,000
通 / 週 1 回配信

Twitter を中心に SNS フォロワー数も 多く、高
いエンゲージメントを維持し ながらリーチを
拡大しています

延べ

730万人を
超えるデジタルリーチ
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コンテンツの特徴

“ いま ” 起こっている事実やニュースの先にある、
“ 未来 ” の社会の姿を見通すヒントや教養となる情報を発信

BUSINESS

ザッカーバーグ、個人情報流出と
Facebook の「過ち」について激白：
『WIRED』US 版インタヴュー
https://wired.jp/2018/03/24/markzuckerberg- interview/

『WIRED』ならではの

未来を見通す

コンテンツの

新しい視点

インサイト

多様性

CULTURE

GEAR

IDEA

SCIENCE

TRANSPORTATION

映画『ブラックパンサー』の世界
観を支えた、撮影現場の照明とメ
イクの「秘密」

いま買うべきスマートスピー カ
ーは、Alexa か Google か──

BARACK OBAMA:
LAST MESSAGE FROM
THE WHITE HOUSE

あのボストン・ダイナミクスの “ ロ
ボット犬 ”、来年の発売に向けた
進化の裏側（動画あり）

テスラ「モデル 3」の過激なミニ
マリズムは、未来そのものだった：
試乗レヴュー（前編）

https://wired.jp/special/2016/barackobama/

https://wired.jp/2018/05/12/spotminiavailable- next-year/

https://wired.jp/2018/04/29/teslamodel-3- review1/

https://wired.jp/2018/04/08/blackpanther- lighting-makeup/

『WIRED』US 版が選んだ 5 台
https://wired.jp/2018/03/31/bestsmart- speakers/
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オーディエンス：基本属性

さまざまな年齢層のイノヴェイターたち
IT企業やコンサルティングなど専門性が高い業界の読者も多く含有している。

企画・マーケティング関連や、技術研究・経営企画・リサーチコンサルティング等
未来を見通す力が求められる職種で働く読者に支持されている。

70% 29%

20代・30代で

47%

１都３県で

65%

60〜64歳 19歳以下

2%

2%

45%
40%

55〜59歳

20〜24歳

35%

8%

8%

30%

50〜54歳

女性

25〜29歳

25%

13%

20%

11%

26%

15%
10%

男性

74%

45〜49歳

30〜34歳

5%

15%

11%

0%

40〜44歳
15%

35〜39歳
15%

20 代・30 代で 50％
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オーディエンス：仕事

IT企業やコンサルティング等の業種が多いのが特徴
マーケティング関連や技術開発・デザイナーなどの専門性の高い職種で働く読者が多い

業種

職種
0%
0%

5%

10%

15%

20%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

18%

20%

19%

21%

技術・研究
メーカー

18%

11%

営業・セールス

10%

デザイナー

コンサルティング

9%

13%

シンクタンク

経営企画
広告

教育

16%

25%

企画・広報・宣伝・マーケティング
IT

14%

7%

リサーチ・コンサルティング

8%

6%

プログラマー

6%

新規事業開発

6%

6%
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タ イ アップ広 告 商品 レ コ メン デ ー シ ョン
PREMIUM
オリジナルデザイン

STANDARD
ベーシックテンプレート（プラス）

オリジナルデザインで制作し、より伝わりやすくリッチに訴求

『WIRED』編集部が担当し、読み応えのあるコンテンツを制作

目的に合わせた見せ方で、オリジナルデザインのHTMLページを制作します。

ブランド、製品、サービス、人物などを深堀りし、『WIRED』ならではの記事コンテンツを制作。

訴求ポイントに合わせて『WIRED』オリジナルデザインにて展開するメニューです。

誘導を強化した外部誘導オプションをパッケージにしています。

▼ PC

▼ Smartphone

▼ PC

▼ Smartphone
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ブ ラ ンデッド ス トー リー 事 例
さまざまな切り口で企業のメッセージ、製品の魅力を紹介します。

海外取材による記事作成
実績

1

アウディ ジャパン株式会社様
グローバルなネットワークを使い、海外での取材も対応可能
記事タイトル：いつか2015年は、「ナイトライダー」が実現した年として記憶されるだろう
記事URL：http://WIRED.jp/2015/12/04/audi-r57-robby/

CEO、開発者、エンジニア、デザイナーetc インタヴュー
実績

実績

2

3

株式会社ゴールドウイン様
クライアントのスタッフの生の言葉で製品を紹介
記事タイトル：「人工クモの糸」を製品化たらしめる「Spiber」とは何者か：ザ・ノース・ フェイス「MOON PARKA」
記事URL：http://WIRED.jp/2015/10/16/moon-parka/

イノヴェイター・クリエイターを起用したタイアップ
株式会社ワコム様
イノヴェイター、クリエイターを介して製品を紹介
記事タイトル：アニメの解体が始まった…「ME!ME!ME!」にみる映像幾何学の最小単位sankaku、その増殖と深化
記事URL：http://WIRED.jp/2015/09/26/sankaku/

対談・鼎談
実績

4

日本アイ・ビー・エム株式会社様
対談形式で記事を構成
記事タイトル：人工知能「Watson」に足りないのは、スタートアップ発のデータだった！
記事URL：http://WIRED.jp/2014/12/05/startup-anri/

連載型TU
実績

5

マツダ株式会社様
3週にわたり統一テーマでタイアップ記事を展開
記事タイトル：いかにしてマツダは「デザイン」で変わることができたのか？ NOSIGNER太刀川英輔が探る
記事URL： http://WIRED.jp/2015/04/10/mazda-1
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ブ ラ ンデッド ス トー リー （ プレ ミア ムプ ラン ）事 例

『WIRED』独自の切り口とハイクオリティなクリエイティヴ表現で読者を魅了。
動画、静止画、イラストなどを駆使し、自然な流れでメッセージを届けます。

日本マイクロソフト
株式会社様
共通のテーマのもと、連載形式でコンテンツを展開
http://WIRED.jp/special/2015/beyond-solution/

森ビル株式会社様
1ページにとどまらず、複数ページで対談、単独インタ
ヴュー、製品紹介などさまざまなコンテンツを展開
http://WIRED.jp/special/2016/redesigning-tokyo/

株式会社電通国際
情報サービス イノラボ様
イラスト、アニメーションGIFを使ったクリエイティヴ
http://WIRED.jp/special/2014/inolab/
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ブ ラ ンデッド ス トー リー メ ニ ュ ー 一 覧

メニュー

BRANDED STORY
STANDARD

プラン

目的

概要

デザイン

料金

PREMIUM

OTHER

ベーシックテンプレート
エントリープラン

プラス

編集視点の記事化

編集視点の記事化＋リーチ

リッチテンプレート

シリーズ（3連載）

オリジナルデザイン

クロスメディア
本誌転載

ヴィジュアル訴求

中長期プロモーション

ブランディング

クロスメディア展開

『WIRED』編集部が担当し、読み応え インパクトのあるビジュアルと、
『WIRED』編集部が担当し、読み
連載形式でのタイアップを実施し、さ
のあるコンテンツを制作します。記事内
読み応えのある記事で
応えのあるコンテンツを制作しま
まざまな視点からブランド・商品の訴
にアンケートを設置し、読者の声をレ ブランドへのイメージを高めます。
す。
求が可能です。
ポートします。

『WIRED』の取材力とデザイン力
本誌で掲載したタイアップコ
を活かし、独自の切り口でより
ンテンツを元にニュース記事
ユーザーに伝わりやすく、オリジ
を展開します。
ナルデザインにて展開します。

CMS
CMS
CMS
HTML＋CMS
HTML
CMS
*通常記事と同様のデザインにて掲
*一部の特集や特別記事で使用して
*通常記事と同様のデザインにて掲載
*通常記事と同様のデザインにて掲載 *編集部がオリジナルデザインを用 *通常記事と同様のデザイン
載
いるデザインにて掲載
スクリーン リーダーのサポートが有効
スクリーン リーダーのサポートが有効
意します
にて掲載
スクリーン リーダーのサポートが
スクリーン リーダーのサポートが
になっています。
になっています。
有効になっています。
有効になっています。

掲載費：￥2,000,000

掲載費：¥3,000,000

掲載費：¥3,500,000
制作費：￥500,000(NET)

掲載費：¥8,000,000
制作費：1,000,000(NET)
掲載費：¥9,000,000
制作費：1,500,000(NET)

掲載意：￥7,000,000~
制作費：￥1,000,000～（NET)

掲載費 ¥1,000,000

50,000 +

10,000 +

想定PV

17,000 +

30,000 +

40,000 +

90,000 +
120,000 +

レポート

数値レポート

アンケート付レポート

アンケート付レポート

アンケート付レポート

アンケート付レポート

数値レポート

ページ数

1

1

1

4

1

1

Facebook

1

1

1

4

1

1

Twitter

1

1

3

6

3

1
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STANDARD

ベ ー シ ック テ ン プレ ート （エ ン トリ ープラン）

読み応えのあるコンテンツを通常記事のテンプレートで届ける
ブランド、製品、サービス、人物などを深堀り、『WIRED』ならではのさまざまな切り口で企業のメッセージ、
製品の魅力を紹介します
▼ PC

▼ Smartphone

料金

掲載費 ¥2,000,000

想定PV数

17,000PV

申込期限

30営業日前

掲載期間

4週間
※ 更新なし
※ 掲載開始日は、営業日任意

制作内容

取材1回（都内近郊撮影含む）
ページ制作
※取材内容によっては、別途制作費用を頂戴する場合がございます
※ 著名人・モデル起用の場合は、別途費用が発生いたします。
※ 地方および海外取材での取材が入る場合は、別途料金が発生いたします。
※ スタジオ使用の場合、別途費用が発生いたします。

誘導枠

誘導枠掲載は28日間
※掲載開始日は任意の営業日です
※アーカイヴ期間を保証していません

ソーシャル投稿

Facebook1回 Twitter1回

外部リンク

可

PR表記

必須

レポート

有

オリエン締め切り

掲載日の20営業日前

備考

※ 外部誘導枠を実施する可能性があります。
※「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ その他の詳細については「タイアップについて」のページをご参照ください。

制作ステップ
お
申
込
み

オ 20
リ
エ営
ン業
実日
施前

構
成
案
提
出

＋初
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

＋再
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

掲
載
開
始
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STANDARD

ベ ー シ ック テ ン プレ ート （プ ラ ス）

読み応えのあるコンテンツをブーストしていく
ブランド、製品、サービス、人物などを深堀り、『WIRED』ならではのさまざまな切り口で企業のメッセージ、
製品の魅力を紹介します

▼ PC

料金

掲載費 ¥3,000,000

想定PV数

30,000PV

申込期限

30営業日前

掲載期間

4週間
※ 更新なし
※ 掲載開始日は、営業日任意

制作内容

取材1回（都内近郊撮影含む）
ページ制作
※取材内容によっては、別途制作費用を頂戴する場合がございます
※ 著名人・モデル起用の場合は、別途費用が発生いたします。
※ 地方および海外取材での取材が入る場合は、別途料金が発生いたします。
※ スタジオ使用の場合、別途費用が発生いたします。

誘導枠

誘導枠掲載は28日間
※掲載開始日は任意の営業日です
※アーカイヴ期間を保証していません

ソーシャル投稿

Facebook1回 Twitter1回

外部リンク

可

PR表記

必須

レポート

有（アンケートつき）

オリエン締め切り

掲載日の20営業日前

備考

※ 外部誘導枠を実施する可能性があります。
※「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ その他の詳細については「タイアップについて」のページをご参照ください。

▼ Smartphone

制作ステップ

外部メディアブースト
お
申
込
み

オ 20
リ
エ営
ン業
実日
施前

構
成
案
提
出

＋初
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

＋再
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

掲
載
開
始
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STANDARD

リ ッ チ テン プ レ ート

ワンカラムで大きなビジュアルや動画をエンベッドしたテンプレート
インパクトのあるビジュアルと、読み応えのある記事でブランドへのイメージを高めます
▼ PC

▼ Smartphone

料金

掲載費 ¥3,500,000
制作費 ¥500,000(NET)

想定PV数

40,000PV

申込期限

40営業日前

掲載期間

4週間
※ 更新なし
※ 掲載開始日は、営業日任意

制作内容

取材1回（都内近郊撮影含む）
ページ制作
※取材内容によっては、別途制作費用を頂戴する場合がございます
※ 著名人・モデル起用の場合は、別途費用が発生いたします。
※ 地方および海外取材での取材が入る場合は、別途料金が発生いたします。
※ スタジオ使用の場合、別途費用が発生いたします。

誘導枠

誘導枠掲載は4週間
※掲載開始日は任意の営業日です
※アーカイヴ期間を保証していません

ソーシャル投稿

Facebook1回 Twitter3回

外部リンク

可

PR表記

必須

レポート

有（アンケートつき）

オリエン締め切り

掲載日の35営業日前

備考

※ 外部誘導枠を実施する可能性があります。
※「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ その他の詳細については「タイアップについて」のページをご参照ください。
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PREMIUM

シ リ ー ズ （3連載）

3本のコンテンツを連載形式で展開

料金

掲載費 ①ベーシックテンプレートプラス3連載：¥8,000,000
②リッチテンプレート3連載：¥9,000,000
制作費 ①ベーシックテンプレートプラス3連載：¥1,000,000(NET)
②リッチテンプレート3連載：¥1,500,000(NET)

想定PV数

①ベーシックテンプレートプラス3連載：90,000PV
②リッチテンプレート3連載：120,000PV

申込期限

40営業日前

掲載期間

4週間
※ 更新なし
※ 掲載開始日は、営業日任意

制作内容

取材3回（都内近郊撮影含む）
ページ制作
※取材内容によっては、別途制作費用を頂戴する場合がございます
※ 著名人・モデル起用の場合は、別途費用が発生いたします。
※ 地方および海外取材での取材が入る場合は、別途料金が発生いたします。
※ スタジオ使用の場合、別途費用が発生いたします。

誘導枠

誘導枠掲載は35日間
※掲載開始日は任意の営業日です
※アーカイヴ期間を保証していません

ソーシャル投稿

Facebook計4回 Twitter計6回

外部リンク

可

PR表記

必須

レポート

有（アンケートつき）

オリエン締め切り

掲載日の35営業日前

備考

※ 外部誘導枠を実施する可能性があります。
※「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ その他の詳細については「タイアップについて」のページをご参照ください。

HTMLページの扉ページを制作し、3本のスタンダードプランまたはリッチテンプレート記事を連載していきます。
訴求ポイントに合わせて『WIRED』オリジナルデザインにて展開するメニュー
▼ 扉ページ（HTML)

▼タイアップ記事ページ（3記事）

制作ステップ
お
申
込
み

オ 35
リ
エ営
ン業
実日
施前

構
成
案
提
出

＋初
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

＋再
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

掲
載
開
始
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PREMIUM

オ リ ジ ナ ル デ ザ イン

オリジナルデザインのページで、プレミアムなコンテンツ体験を提供

料金

掲載費 ¥7,000,000〜
制作費 ¥1,000,000(NET)〜

目的に合わせた見せ方で、オリジナルデザインのHTMLページの制作します。

想定PV数

50,000PV〜

スライドショー形式やヴィデオを活用するなど、デジタルならではのページデザインをご提案します。

申込期限

40営業日前

掲載期間

6週間
※ 更新なし
※ 掲載開始日は、営業日任意

制作内容

取材1回（都内近郊撮影含む）
ページ制作
※取材内容によっては、別途制作費用を頂戴する場合がございます
※ 著名人・モデル起用の場合は、別途費用が発生いたします。
※ 地方および海外取材での取材が入る場合は、別途料金が発生いたします。
※ スタジオ使用の場合、別途費用が発生いたします。

誘導枠

誘導枠掲載は35日間
※掲載開始日は任意の営業日です
※アーカイヴ期間を保証していません

ソーシャル投稿

Facebook1回 Twitter3回

外部リンク

可

PR表記

必須

レポート

有（アンケートつき）

オリエン締め切り

掲載日の35営業日前

備考

※ 外部誘導枠を実施する可能性があります。
※「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ その他の詳細については「タイアップについて」のページをご参照ください。

制作ステップ
お
申
込
み

オ 35
リ
エ営
ン業
実日
施前

構
成
案
提
出

＋初
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

＋再
原校
稿デ
、ザ
提イ
出ン

掲
載
開
始
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CROSSMEDIA

本誌タイアップ
出稿クライアント様限定

本誌転載

本誌で掲載したタイアップコンテンツを元にニュース記事を展開
『WIRED』本誌で制作したタイアップをWIRED.jp上でもニュース記事の体裁で掲載します。

▼ PC

料金

掲載費 ¥1,000,000
＋本誌掲載費･制作費

想定PV数

10,000PV

申込期限

20営業日前

掲載期間

4週間
※ 更新なし
※ 掲載開始日は、営業日任意

制作内容

ページ制作
※著名人・モデル起用の本誌タイアップの転載の場合、
二次使用料が別途発生する場合がございます

誘導枠

誘導枠掲載は28日間

▼ Smartphone

※掲載開始日は任意の営業日です
※アーカイヴ期間を保証していません

◀ プリントマガジン

ソーシャル投稿

Facebook1回 Twitter1回

外部リンク

可

PR表記

必須

レポート

有

オリエン締め切り

掲載日の20営業日前

備考

※ 外部誘導枠を実施する可能性があります。
※「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ その他の詳細については「タイアップについて」のページをご参照ください。
※本誌タイアップ出稿クライアントの限定メニューです。
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CROSSMEDIA

タイアップ
出稿クライアント様限定

リーフレット制作

デジタルのタイアップコンテンツを二次利用し、リーフレット等を製作・納品します。

『WIRED』デジタル版のタイアップを抜き刷りを製作・納品します。

料金

¥1,500,000＋タイアップ掲載費・制作費

基本仕様

A4 4P / 3,000部

備考

※タイアップ申し込み時にご依頼ください。
※納品後のデータ改変・修正は不可となります
※判型変更・ページ増加・カタログ形式希望の場合別途お見積もりいたします

■ ページ構成

表1

1P

見開き

2P

表4

3P

4P
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SURVEY

アンケート調査について

対象タイアップ
出稿クライアント様限定
サービス実施

タイアップページにアンケートフォームを設置し、読者のタイアップ閲覧後のブランド好意度や購入意向などを調査しレポートします
※対象タイアップメニューには無償提供

SAMPLE

対象メニュー

・ベーシックテンプレートプラス
・リッチテンプレート
・プレミアムプラン/シリーズ
・プレミアムプラン/オリジナルデザイン

設問項目

・デフォルト項目
－基本属性（年齢・性別・業種・職種）
－ブランド・製品認知
－態度変容（商品ブランドへの好意度・購入意向）
－フリーコメント
・自由項目
３問まで設定可能（内容は要弊社確認）
※個人情報の取得・提供不可

備考

対象メニュー外での実施の場合、NET50万円にて設置可能
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TRAFFIC DRIVER

誘 導 枠 ： タ イ ア ップ 広告 商品（ PREMIUM PLAN ）

▼ PC HOME

▼ PC CATEGORY TOP

▼ PC 記事面
▼ SP HOME

▼ SP 記事面

▼ SP CATEGORY TOP

7
6

5
1

4
4
3
3） PC カテゴリトップ面 フィード
（記事更新時に掲載）

4）記事下誘導枠（ローテーション）

6）SP 全階層／
GIFテキスト枠（ローテーション）

7）記事下誘導枠
（ローテーション）

※ SNS投稿以外のすべての誘導枠に、
PROMOTION表記が含まれます。

Twitter

Facebook

2

5）SP HOME面 フィード
（常設ではなくフィードに流れます）

9
9）facebook投稿
（タイアップ期間中1回）
1） PC HOME面 フィード
（記事更新時に掲載）
2） PC HOMEタイアップ記事枠
（ローテーション掲載）

8

10）twitter投稿
（タイアップ期間中 3回）

※ 掲載原稿は『WIRED』が作成します。
※ 掲載原稿は『WIRED』が作成します。
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TRAFFIC DRIVER

誘 導 枠 ： タ イ ア ップ 広告 商品（ STAND ARD PLAN / CROSSMED IA PLAN ）

▼ PC HOME

▼ PC CATEGORY TOP

▼ PC 記事面
▼ SP HOME

▼ SP 記事面

▼ SP CATEGORY TOP

8

7
6
1

4
4
5
3
3） PC カテゴリトップ面 フィード
（記事更新時に掲載）

4）記事下誘導枠（ローテーション）

6）SP HOME面 フィード
（常設ではなくフィードに流れます）

7）SP 全階層／
GIFテキスト枠（ローテーション）

8）記事下誘導枠
（ローテーション）

5）PC インフィニティスクロール
3記事目／（全文表示・ローテーション）

Twitter

Facebook

2

※ SNS投稿以外のすべての誘導枠に、
PROMOTION表記が含まれます。
10

9）facebook投稿
（タイアップ期間中1回）
1） PC HOME面 フィード
（記事更新時に掲載）
2） PC HOMEタイアップ記事枠
（ローテーション掲載）

9

※ 掲載原稿は『WIRED』が作成します。

10）twitter投稿
（タイアップ期間中 1回）
※ 掲載原稿は『WIRED』が作成します。
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DISCLOSURE

PROMOTION 表記
ページ内PROMOTION表記

誘導枠PROMOTION表記

PROMOTION

PROMOTION

PROMOTION

※スマートフォンも同様の表記が入ります。
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OPTION /外部誘導ソリューション別 最適プラットフォーム
ターゲット～目的に合わせて最適化プラットフォームを選定頂けます。
※メニュー詳細は次ページにて以降をご参照ください。
※コンデナスト・ジャパンの実績から算出していますがKPIは必ず保証出来るものではありません ※不明点は担当営業までお問い合わせください

1.ターゲット

2.出稿目的

3.KPI
再生回数（2秒再生）

4.最適プラットフォーム
FBIG｜Twitter

動画再生
視聴完了数（Thruplay）

FBIG｜YouTube｜TikTok

全年代
クリック（プラットフォームデータ）

FBIG｜Logly｜Twitter

誘導
クリック（プラットフォーム+メディアデータ）

再生回数（2秒再生）

FBIG｜Google

IG｜Twitter

動画再生
視聴完了数（Thruplay）

IG｜YouTube

若年層
クリック（プラットフォームデータ）

IG｜Logly｜Twitter

誘導
クリック（プラットフォーム+メディアデータ）

再生回数（2秒再生）

IG｜Google

FBIG｜Twitter

動画再生
視聴完了数（Thruplay）

FBIG｜YouTube

35代以上

クリック（プラットフォームデータ）

FBIG｜Logly｜Twitter

誘導
クリック（プラットフォーム+メディアデータ）

FBIG｜Google
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OPTION / Summary/外部ブースト（タイアップオプション）
メディアアカウントにて外部メディアを購入し、編集タイアップページへの誘導施策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。※不明点は担当営業までお問い合わせください
誘導目的
分類

プラットフォーム

グロス料金

クリック保証

¥1,000,000

4,500 CLICK

¥2,000,000

9,400 CLICK

¥1,000,000

4,300 CLICK

¥2,000,000

9,000 CLICK

¥1,000,000

10,000 CLICK

¥2,000,000

22,000 CLICK

¥1,000,000

13,400 CLICK

¥2,000,000

30,000 CLICK

¥1,000,000

15,400 CLICK

¥2,000,000

32,000 CLICK

¥1,000,000

13,400 CLICK

¥2,000,000

30,000 CLICK

FACEBOOK
Instagram

ソーシャルメディア
Twitter

Google ファインド

ネイティブ広告
プラットフォーム

Logly

Taboola

Popin

詳細
高度なアルゴリズムと精度の高いユーザー情報により、高いオンターゲット
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。

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。
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。

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。
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。
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。

【掲載注意事項】
※ 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。
※ 掲載開始日はメディアが決定します。
※ ターゲティングのご要望があれば各案件毎にご相談ください。通常は商材に合わせたターゲティングで配信します。

※ テキスト内に「#PR」記載、クライアントアカウントのメンション挿入も可能です。
※ 想定IMPは平均的なパフォーマンス時の目安です。クリック率によって変動します。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。ご了承ください。
※ 広告掲載の開始時刻は、掲載開始日の午前10:00に審査を通すことになります。
※ 掲載終了は、午後23:59 終了となります。

※ 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。

※ 掲載期間内でのクリエイティブの差替えは不可です。

※ 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。

※ 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。

※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。
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OPTION /Summary/外部ブースト（タイアップオプション）
メディアアカウントにて外部メディアを購入する、動画クリエイティブの再生回数ブーストプランです。
広告の配信期間は、タイアップの掲載期間に準じます。 ※不明点は担当営業までお問い合わせください
再生目的
プラットフォーム

グロス料金

ビュー保証

¥1,000,000

80,000 VIEW

¥2,000,000

180,000 VIEW

¥1,000,000

100,000 VIEW

¥2,000,000

250,000 VIEW

¥1,000,000

100,000 VIEW

¥2,000,000

250,000 VIEW

YouTube

FACEBOOK
Instagram

Twitter

プラットフォームごとの特徴
Google の優れたアルゴリズムにより、適切なタイミングで適切なユー
ザーに対して動画広告が配信されます。一再生の定義が30秒視聴なので、
しっかりと動画を見たというアクションに対してカウントされます。

高度なアルゴリズムと精度の高いユーザー情報により、高いオンター
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、購買目的でブラウズしているユーザーも多いた
め、広告の受容性が高いことも特徴です。
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。

【掲載注意事項】
※ 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。
※ 掲載開始日はメディアが決定します。
※ ターゲティングのご要望があれば各案件毎にご相談ください。通常は商材に合わせたターゲティングで配信します。

※ テキスト内に「#PR」記載、クライアントアカウントのメンション挿入も可能です。
※ 想定IMPは平均的なパフォーマンス時の目安です。クリック率によって変動します。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。ご了承ください。
※ 広告掲載の開始時刻は、掲載開始日の午前10:00に審査を通すことになります。
※ 掲載終了は、午後23:59 終了となります。

※ 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。

※ 掲載期間内でのクリエイティブの差替えは不可です。

※ 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。

※ 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。

※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。

32

OPTION /外部メディアブースト

FBIG 外部誘導 (CLICK / VIEW)

メディアアカウントより配信

タイアップサイトへ遷移

Facebook 広告は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。

•

商品ビジュアルを活かすクリエイティブは Instagram と好相性

•

広告受容性の高いオーディエンス

•

メディアアカウントから、メディアのオーディエンスへリターゲティング配信*することで、
ターゲットユーザーに効果的に広告を訴求

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

4,500

540,000

¥2,000,000

9,400

1,100,000

クリック

配信目的

メディア オーディエンス拡張データ使用*

グロス料金

ビュー保証 (2秒)

想定インプレッション

¥1,000,000

100,000

550,000

¥2,000,000

250,000

1,300,000

ビュー

掲載期間

配信媒体

申込期限

入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Facebook / Instagram
※ミックス配信

※IGのみの指定も可能

掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。

静止画素材、動画素材、リンク先URL

※ ターゲティングに関しては、原則２つの広告セットで運用を行なってまいります。
１つは FACEBOOK社のオーディエンスデータにクライアントブランドを含める形、
もう一つは 各メディア WEBSITE のリターゲティング及び、FB、IG のオーガニックアカウントエンゲージ
ユーザーで構成された 各メディアに関連性の高いオーディエンスをターゲティングしたものです。
パフォーマンスによって拡張することがあります。
※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /外部メディアブースト

TWITTER 外部誘導 (CLICK / VIEW)

タイアップサイトへ遷移

Twitter はユーザーによる本音でのやり取りが特徴で、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。社会的に関心を持たれているトピックで反応が良くなる傾向があります。

•

他ソーシャルプラットフォームと同様、興味関心などのターゲティングが可能

•

メディア アカウントから、ターゲットユーザーに効率よく広告訴求を図ることができます

•

ユーザーの本音を刺激し、共感を呼ぶようなコンテンツが好相性

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

4,300

600,000

¥2,000,000

9,000

1,250,000

クリック

配信目的

グロス料金

ビュー保証 (2秒)

想定インプレッション

¥1,000,000

100,000

330,000

¥2,000,000

250,000

830,000

ビュー

メディア アカウントより配信

掲載期間
配信媒体
申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Twitter
掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、動画素材、リンク先URL

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /外部メディアブースト

TikTok 外部誘導 (CLICK / VIEW)

TikTok は「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、若年層へのリーチに効
果的。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。

タイアップサイトへ遷移

•

若年層へのリーチに効果的

•

メディア アカウントから、ターゲットユーザーに効果的に広告を訴求することが可能

•

エンターテインメント性が高く、著名人起用のクリエイティブと好相性

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

4,300 + 1,500

NA

¥2,000,000

9,000 + 3,600

NA

グロス料金

ビュー保証 (2秒)

クリック

配信目的

想定インプレッション

¥1,000,000

100,000 + 30,000

NA

¥2,000,000

250,000 + 50,000

NA

ビュー

メディア アカウントより配信

掲載期間
配信媒体
申込期限

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
TikTok
掲載日の20営業日前

※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。

入稿素材

動画素材、リンク先URL

制作費

10万円 Net

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /外部メディアブースト

YouTube 外部誘導（VIEW）

Google の優れたアルゴリズムにより、適切なタイミングで関連性の高いユーザーに対して
動画広告が配信されます。一再生の定義が30秒視聴なので、しっかりと動画を見たという
アクションに対して視聴回数がカウントされます。

タイアップサイトへ遷移

•

広告と関連性の高いユーザーに対して、効果的に動画広告を配信

•

一再生の定義が30秒視聴なので、動画広告をしっかり視聴してもらうことが可能

•

メディア のオーディエンスへリターゲティング配信* することで、ターゲットユーザーに
効果的に広告を訴求することが可能

配信目的

グロス料金

ビュー保証 (30 秒)

想定インプレッション

¥1,000,000

80,000

200,000

¥2,000,000

180,000

450,000

ビュー

メディア アカウントより配信
掲載期間

メディアオーディエンスデータ使用*
配信媒体
申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
YouTube (TrueView インストリーム)
掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
動画素材、リンク先URL

※ ターゲティング、セグメントに関しては、メディアウェブリターゲティング、YouTube 動画視聴者、購買意向
の強いオーディエンスから商材興味関心層、また広告主様サイトURLを中心としたカスタムオーディエンスに加え、
トピックで興味関心層を設定し、システムの最適化に任せます。
商材により適宜最適な組み合わせでの配信を行います。
※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。

-

メディア ウェブサイト リターゲティングデータ
YouTube 各メディア チャンネル動画視聴者データ
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OPTION /外部メディアブースト

Google ファインド 外部誘導 (CLICK)

Google によるネイティブ広告ソリューションとして、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ポイント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。

タイアップサイトへ遷移

•

Google Discover フィードに広告を配信

•

ブランドセーフティの観点からも安全なパーソナライズされたコンテンツフィード

•

メディアのオーディエンスへリターゲティング配信* することで、ターゲットユーザーに
効果的に広告を訴求することが可能

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

10,000

1,050,000

¥2,000,000

22,000

2,300,000

クリック

各メディア オーディエンスデータ使用*
ブランディングテキスト
〇〇○ x メディア名

掲載期間
配信媒体
申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Google Discover, YouTube フィード, Gmail Inbox
掲載日の20営業日前

※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、リンク先URL

※ Google ファインド広告ではコンバージョン目的でコンバージョンしやすそうなユーザーへの配信を行いま
すが、gmail 面への露出が増える場合、クリック数とランディング数に乖離が発生することがあります。これ
は主にgmail面では広告クリックとリンククリックが別アクションとしてカウントされるためです。
配信面の指定はできません。

-

メディア ウェブサイト リターゲティングデータ
YouTube 各メディア チャンネル動画視聴者データ

※ ターゲティング、セグメントに関しては、メディアウェブリターゲティング、YouTube 動画視聴者、購買意
向の強いオーディエンスから商材興味関心層、また広告主様サイトURLを中心としたカスタムオーディエンスに
加え、トピックで興味関心層を設定し、システムの最適化に任せます。商材により適宜最適な組み合わせでの配
信を行います。
※ Gmail 配信面では広告クリック=ランディングではなく、広告の展開となります。そのため、クリック数と
PV数に乖離が発生する可能性があります。KPIはクリックベースです。
※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /外部メディアブースト

Taboola 外部誘導 (CLICK)

タイアップサイトへ遷移

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。

•

メディアアカウント を通して広告を購入 (ブランディングテキストで明記)

•

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

•

オーディエンスのターゲティングにも対応し、適切なユーザーへリーチ可能

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

15,400

11,000,000

¥2,000,000

32,000

24,000,000

クリック

ブランディングテキスト
〇〇○ x メディア名

掲載期間
配信媒体
申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Taboola Network
掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、リンク先URL

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /外部メディアブースト

Logly 外部誘導 (CLICK)

タイアップサイトへ遷移

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が可能です。

•

メディアアカウントを通して広告を購入 (ブランディングテキストで明記)

•

Logly掲載パートナーサイト内の「おすすめコンテンツ」枠に配信

•

豊富な在庫で低価格を実現

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

13,400

19,000,000

¥2,000,000

30,000

42,000,000

クリック

ブランディングテキスト
〇〇○ x メディア名

掲載期間
配信媒体
申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Logly 配信メディア
掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、リンク先URL

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /外部メディアブースト

Popin 外部誘導 (CLICK)

タイアップサイトへ遷移

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が可能です。

•

メディアアカウントを通して広告を購入 (ブランディングテキストで明記)

•

Popin掲載パートナーサイト内の「おすすめコンテンツ」枠に配信

•

豊富な在庫で低価格を実現

配信目的

グロス料金

クリック保証

想定インプレッション

¥1,000,000

13,400

NA

¥2,000,000

30,000

NA

クリック

ブランディングテキスト
〇〇○ x メディア名

掲載期間
配信媒体
申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Popin 配信メディア
掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、リンク先URL

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /Summary/スタンドアロン

GQ JAPAN Media Guide 2021

メディアアカウントにて外部メディアを購入し、広告主様サイトへの誘導施策を行うことが可能です。
※事前商材審査有り（基本的に広告素材は広告主様素材を利用させて頂きます）

誘導目的
メニュー
FBIGスポンサードポスト（Click）

形式
静止画

グロス料金
¥3,000,000

保証
19,000CLICK

静止画

＋制作費
※支給素材

広告主様の静止画素材を利用し広告主様サイトへダイレクトへ遷移可能です。
高度なアルゴリズムと精度の高いユーザー情報により、高い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。
ユーザーが広告をタップするとフルスクリーンでコンテンツが展開される広告フォーマットで

¥3,000,000
FBIG Instant Experience

特徴

18,800 CLICK

す。FBIG上で即座にコンテンツが展開されるので、ユーザーにストレスを与えず、視覚的で
リッチなコミュニケーションが可能です。広告主様の素材を利用した配信、または既存タイ
アップ素材を流用した、タイアアップ接触ユーザーに向けての継続的なアプローチが可能です
Twitter完結型のAD投稿を実施いただけます。Twitterでは情報を画像に盛り込んだフォーマッ

Twitter Stand Alone（Click）

静止画

¥2,000,000

8,600CLICK

トがバズりやすい傾向にあり、Twitter最適化フォーマットでユーザーのアテンションを引きま
す。

再生目的
メニュー
FBIGビデオビューポスト（再生）

FBIGビデオビューポスト（再生）

Twitter Stand Alone（再生）

形式

グロス料金

保証

動画

¥3,000,000

400,000 VIEW
(2秒再生）

動画

¥3,000,000

80,000 VIEW
(ThruPlay)

動画

¥2,000,000

250,000
(2秒再生）

特徴
支給素材の動画を利用し、広告主様サイトにダイレクト遷移が可能です。
高度なアルゴリズムと精度の高いユーザー情報により、高い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。2秒以上再生されると再生
数としてカウントされます。
広告主様の動画素材を利用し広告主様サイトへダイレクトへ遷移可能です。
高度なアルゴリズムと精度の高いユーザー情報により、高い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。ThruPlay は15秒以内の動
画が最後まで、または15秒を超える動画が15秒以上再生された回数です。
広告主様の動画素材を利用し広告主様サイトへダイレクトに遷移可能です。
幅広いリーチ力を持つプラットフォームの特性上、より多くのユーザーに対して広告主様の
サービス・商材の認知向上を測ることが可能です。

【掲載注意事項】
※ 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。
※ 掲載開始日はメディアが決定します。
※ ターゲティングのご要望があれば各案件毎にご相談ください。通常は商材に合わせたターゲティングで配信します。

※ テキスト内に「#PR」記載、クライアントアカウントのメンション挿入も可能です。
※ 想定IMPは平均的なパフォーマンス時の目安です。クリック率によって変動します。クリック率が高いほどIMP数は減少します。
※ 商品撮影、インタビュー、遠隔地取材、 店舗取材等が発生する場合は、別途制作費を頂戴します。

※ 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。

※ 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。ご了承ください。
※ 広告掲載の開始時刻は、掲載開始日の午前10:00に審査を通すことになります。

※ 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。

※ 掲載終了は、午後23:59 終了となります。

※事前のクリエイティブ確認はなしでお願い致します。

※ 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。
※事前の支給素材審査があります。（例：カタログ素材はNG、イメージ素材は可）
※詳細については担当営業までお問い合わせください。

※ 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。
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OPTION /外部メディアブースト

FBIG STAND ALONE (CLICK / VIEW)

広告主様の素材を使用し広告主様サイトへダイレクトに遷移可能です。
Facebook広告は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

メディアアカウントより配信

広告主様サイトへ遷移

•

商品ビジュアルを活かすクリエイティブは Instagram と好相性

•

支給素材とメディア制作原稿でコンテンツライクに配信

•

メディアアカウントから、メディアのオーディエンスへリターゲティング配信* すること
で、ターゲットユーザーに効果的に広告を訴求

配信目的
クリック
配信目的

メディア オーディエンスデータ拡張使用*

19,000

グロス料金

ビュー保証

2,300,000
想定インプレッション

400,000

2,200,000

ThruPlay*

¥3,000,000

80,000

700,000

申込期限

-

¥3,000,000

想定インプレッション

¥3,000,000

配信媒体

メディア ウェブサイト リターゲティングデータ
FACEBOOK メディア アカウント接触者データ

クリック保証

ビュー (2秒)

掲載期間

-

グロス料金

入稿素材

1ヶ月

※掲載開始は弊社営業日
Facebook / Instagram
※ミックス配信

※IGのみの指定も可能

掲載日の20営業日前

※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、動画素材、リンク先URL

※ ターゲティングに関しては、原則２つの広告セットで運用を行なってまいります。
１つは Facebook社のオーディエンスデータにクライアントブランドを含める形、
もう一つは 各メディア WEBSITE のリターゲティング及び、FB、IG のオーガニックアカウントエンゲージユー
ザーで構成された 各メディアに関連性の高いオーディエンスをターゲティングしたものです。
パフォーマンスによって拡張することがあります。
※ ThruPlay は15秒まで再生された時点でカウントされます。15秒より短い動画は最後まで再生された数です。

(クレジットロールやフェードアウトに差しかかると動画を見るのを止める人が多いため、動画は97%の時点で
最後まで再生されたとみなされます)
※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION

ブーストプラン

F BIG In stant Ex p erience

FBIG Instant Experience
フルスクリーンで動画を再生したり、スワイプでカルーセル間を移動したりなど、
タイアップページのような使い方ができるモバイル最適化フォーマット

作成できるクリエイティブの自由度が高く様々な角度からアプローチができます。
そのため、新規顧客の獲得やブランド認知度の向上など、幅広い目的に活用できる広告です。

広告タップ

タップ後に
フルスクリーンで
IX表示

商品ギャラリー

クライアントサイトに
ダイレクト遷移

料金

掲載費
制作費

掲載期間

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
※予算消化のペースにより早く終了することがあります

想定クリック数

19,000 クリック

想定 IMP 数

2,500,000 インプレッション

配信媒体

Facebook / Instagram
※ミックス配信 ※単体での配信でも可能です

申込期限

掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。

入稿素材

静止画素材、動画素材、リンク先URL、商品リリース

WIREDユーザー拡張配信

¥ 3,000,000（G）
¥ 400,000（N）

※ 広告は、複数の画像と原稿のパターンで配信を行います。
※ ターゲティング、セグメントは編集部任意となります。
※ 上記費用は、広告主様からの素材支給を前提としています。
※商品撮影、インタビュー、遠隔地取材、店舗取材等が発生する場合は、別途制作費を頂戴します。

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。

-

メディア ウェブサイト リターゲティングデータ
FACEBOOK メディア アカウント接触者データ
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OPTION /外部メディアブースト

TWITTER STAND ALONE (CLICK / VIEW)

広告主様の素材を使用し広告主様サイトへダイレクトに遷移可能です。
Twitter はユーザーによる本音でのやり取りが特徴で、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。社会的に関心を持たれているトピックで反応が良くなる傾向があります。

メディア アカウントより配信

広告主様サイトへ遷移

•

支給素材を使用し広告主様サイトへダイレクトに遷移が可能です

•

支給素材とメディア 制作原稿でコンテンツライクに配信

•

メディアアカウントから、Twitter に広告配信* することで、ターゲットユーザーに効率よ
く広告訴求を図ることができます

配信目的

グロス料金

保証

想定インプレッション

クリック

¥2,000,000

9,000

1,250,000

ビュー (2秒)

¥2,000,000

250,000

830,000

掲載期間

配信媒体

申込期限
入稿素材

1ヶ月
※掲載開始は弊社営業日
Twitter
掲載日の20営業日前
※公開希望日の5営業日前校了が条件となります。
静止画素材、動画素材、リンク先URL

※その他掲載注意事項は【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】ページをご確認ください。
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OPTION /【外部ブースト及びスタンドアロン広告掲載に伴う免責事項】
項目

注意事項
※ 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。
※ 掲載開始日はメディアが決定します。
※ ターゲティングのご要望があれば各案件毎にご相談ください。通常は商材に合わせたターゲティングで配信します。
※ 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。

共通項目

※ 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。
※ 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。
※ テキスト内に「#PR」記載、クライアントアカウントのメンション挿入も可能です。
※ 想定IMPは平均的なパフォーマンス時の目安です。クリック率によって変動します。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。ご了承ください。
※ 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。
※ 編集タイアップのオプションです。

※ 事前のクリエイティブ確認はなしでお願い致します。
※ 広告掲載の開始時刻は、掲載開始日の午前10:00に審査を通すことになります。

外部ブースト

※ 掲載終了は、午後23:59 終了となります。
※ 掲載期間内でのクリエイティブの差替えは不可です。

※ 事前の支給素材審査があります。（例：カタログ素材はNG、イメージ素材は可）
※ 商品撮影、インタビュー、遠隔地取材、 店舗取材等が発生する場合は、別途制作費を頂戴します。
※ ユーザーとの親和性等を考慮し、入稿クリエイティブ及びテキストについて、メディア側で修正する場合がございます。
スタンドアロン

※ 各プラットフォームの規定により、入稿クリエイティブ及びテキストについて、メディア側で修正する場合がございます。
※ メディア制作でのクリエイティブの二次利用は別途費用が発生します。営業にお問い合わせください。
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※販売主体はTwitter Japan K.K

ブ ー ス ト プ ラ ン Tw i tter タ イ ア ッ プ 記 事付き Amp lify Pac kage

代理店発注限定

タイアップ記事へ誘導

WIRED Twitter 広告ブースト

WIREDタイアップ記事+広告ブーストがセットになったパッケージです。
広告配信することで、ターゲットユーザーに効率よく広告訴求を図ることができま
す。同時に配信する原稿もWIREDが制作することで、コンテンツライクにユーザー
に閲覧させることが可能です。
-----------------------------------------------------------------------------------------配信アカウント：@wired_jp
※クライアント様アカウント利用の場合は、二次使用料が発生いたします。
掲載面：Twitter、WIRED JAPANドメイン内のタイアップ記事 (動画の場合は別途ご
相談ください）
ターゲティング条件：日本国内のユーザーにのみターゲティング可
最低ご発注価格（ネット）￥6,000,000〜
掲載期間：1ヶ月〜
ご発注期限：40営業日前 (2ヶ月前）オリエンテーション設定
広告フォーマット：Twitter入稿規定に準ずる
掲載基準：アパレル、ジュエリー、ウオッチ、化粧品、香水、自動車、飲料、食品、
一般消費財、航空キャリア、リゾート、ホテル、ウエディング、テクノロジー
※その他の業種の場合はご相談ください。
----------------------------------------------------------------------------------------※ テキスト内に「#PR」必須。クライアントアカウントのメンション挿入も可能です。
※ ターゲティング、セグメントは編集部任意となります。
※ 諸般の事情により予告なく内容を変更したり、リリースを取りやする可能性がございます。ご了承ください。

✓
✓
✓
✓

ベーシックフォーマットページ
インタヴュー・対談など、撮影ありの記事
広告クリエイティヴはMAX3
通常のタイアップ進行を行います

制作スケジュール

40営業前
お申込み

30営業前
構成案

20営業前
撮影・取材

10営業日前
初稿

5営業日前
再稿

※ 各プラットフォーム規定のプロモーション表記が入ります。
※ 広告掲載の開始時刻は、掲載開始日の午前10:00に審査を通すことになります。
※ 掲載終了は、午後23:59 終了となります。
※ 掲載期間内での動画差替えは、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。
※外部ブーストのクリック数はタイアップでカウントされるランディング数と
乖離がある可能性があります。本メニューでは外部プラットフォームでのクリック数を
保証するものとします。
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TIE-UP OPTION PRODUCTION

▼イベント取材動画

▼インタヴュー動画

タ イ ア ッ プオプションヴィデオ制作

▼イベント取材動画（インタヴュー付）

▼アニメーション動画

▼会社紹介動画

▼カスタム動画
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TIE-UP OPTION PRODUCTION

タ イ ア ッ プオプションヴィデオ制作
対応タイアップ

¥1,000,000〜

都内近郊でのイヴェントを動画で撮影し、60〜180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。
イヴェント会場での映り込みに関する許諾が必要です。取材から掲載までの期間は7営業日程度です。

¥1,200,000〜

都内近郊でのイヴェントを動画で撮影し、60〜180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。
イヴェント会場での映り込みに関する許諾が必要です。指定された人物のインタヴューを含みます。

インタヴュー

¥2,000,000〜

記事と連動したインタヴュー映像を撮影し、60〜180秒程度にまとめます。インタヴュー対象者は1名、カメラ2台、照明あ
りでの撮影となります。ご指定場所によってはロケーション費が別途かかる可能性がございます。

会社紹介動画

¥3,000,000〜

クライアント様オフィス内にて、代表者、社員のみな様のインタヴューや施設・敷地内の紹介映像を制作いたします。尺は
60〜180秒程度を想定いたします。場所は都内近郊を想定し、遠方の場合は実費で移動費が必要となります。

アニメーション／モーショングラ
フィック

御相談下さい

カスタムヴィデオ制作

御相談下さい

イベント取材動画

イベント取材動画インタヴュー付

キャスティング費、渡航費、2次利用
費、複数カメラ台数が必要なカット割、
追加照明、ヘアメイク・スタイリスト
費、音楽制作、台本、アートディレク
ション、画コンテ、カラーコレクショ
ン(色調整）が必要なものは、別途お見
積もりとなります。

クライアントのメッセージに合わせたアニメーションやモーショングラフィックを製作いたします。

御予算、目的、ご要望によって企画から御提案します。

※ コンテンツのショルダー、エンドクレジットにWIREDロゴが入ります。
※クライアントロゴはエンドカードに掲載致します。
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TWITTER VIDEO PRE -ROLL SPONSORSHIP PROGRAM Twitter スポンサーシップ広告
Twitter上のWIREDアカウントの動画前に差し込まれる動画プレロール広告

※販売主体はTwitter Japan K.K

WIREDの人気のヴィデオシリーズに1社限定でTwitter上のプリロールを配信できるパッケージをご提供いたします。
WIREDのイノベイティヴでウィットに富んだプレミアムなコンテンツにプリロール広告を流すことで、
Twitter上でもブランディングを重視したな動画広告配信を可能にします。

コンテンツシリーズ：WIRED JAPAN

Most Searched Questions
モスト・サーチド・クエッション
ネットでよく検索される質問に、大スター本人達
が真剣に回答！（4話〜）

Advertiser
Pre-roll
「6秒スキップボタ
ン」最大2分

CondeNast Content

What’s Inside
身の回りにあるモノの中身
コーヒーや子供用の粘土など、日常身の回りにある何気
ないものの中身を科学的に見てみよう。（23話〜）

広告掲載：Twitterタイムライン上、クライアント指定のターゲ
ティングユーザーに配信。
広告アカウント：WIRED Twitter Account （@wired_jp)
ターゲティング：クライアント指定＆WIREDに興味がある層
広告動画秒数：15秒推奨〜 6秒推奨～10分以内
（6秒以上の場合スキップ可能）
配信場所：PC&Mobile
広告主可否確認：有
CPV計測地点：50％Inview,2秒（MRC基準)

Data Attack
データから見る、ぼくらの体と社会
データを分析することで、人間の体や社会のシステム、
コンテンツがどのように動いているか探る。（9話〜）

※エピソード数は制作の事情で変更する場合がございます
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TWITTER VIDEO PRE -ROLL SPONSORSHIP PROGRAM Twitter スポンサーシップ広告
初回限定トライアルパッケージ

コンテンツスポンサーシップ 期間エクスクルーシヴ for WIRED
配信日

任意

配信アカウント

WIRED JAPAN：@wired_jp

掲載面

Twitter

配信コンテンツ

期間中WIRED JAPANの全コンテンツ使用可

ターゲティング条件

日本国内のユーザーにのみターゲティング可

最低ご発注価格（ネット）

¥5,000,000～

掲載期間

ゴールド

入稿期限

10営業日前

プリロール素材規定

Twitter入稿規定に準ずる

掲載基準

1ヶ月〜

※期間中1枠のみご提供可

アパレル、ジュエリー、ウオッチ、化粧品、香水、自動車、飲料、食品、一
般消費財、航空キャリア、リゾート、ホテル、ウエディング、テクノロジー
※その他の業種の場合はご相談ください

※掲載可否の問い合わせは、Twitterのセールス担当宛にご連絡ください。
※ご提案前の掲載可否確認と、ご出稿前のクリエイティヴ確認が必須となります。
※枠は決定優先となるため、埋まり次第販売終了とさせて頂きます。
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バ ナー広告商 品 一 覧

メニュー名

PC

PREMIUM JACK

BILLBOARD PACK

STANDARD for PC

プレミアムジャック

PC/SPビルボードパック

PC ビルボード＆
Wスカイ

ビッグビルボード
Wスカイ
レクタングル

ビルボード
Wスカイ
レクタングル

ビルボード
Wスカイ

SPトップレクタングル

SP TOP レクタングル
SP レクタングル

STANDARD for SP

SP レクタングル

SP ヴィデオ

-

SPインタースクローラー

-

掲載枠

SP

SPレクタングル

-

SP TOP レクタングル

SP TOP レクタングル

SP レクタングル

SP レクタングル

トップレクタングル
インタースクローラー
レクタングル

SPインタースクローラー

インプレッション
3枠

料金

1,800,000imps

1800,000imps

¥ 4,600,000+制作費

¥3,200,000

-

-

-

-

-

-

¥ 500,000NET
1,200,000imps

1,200,000imps

¥ 3,500,000+制作費

¥2,500,000

2枠
¥ 500,000NET

1枠

600,000imps

600,000imps

300,000imps

800,000imps

800,000imps

800,000imps

¥ 2,200,000+制作費

¥1,700,000

¥500,000

¥1,600,000

¥1,900,000

¥2,200,000

買い切りGROSS

買い切りGROSS

買い切りGROSS

買い切りGROSS

買い切りGROSS

買い切りGROSS

15万円

15万円

15万円

15万円

15万円

15万円

1週間

1週間

1週間

1週間

¥ 500,000NET

オプション

掲載期間

1週間

※全ての商品の掲載期間は1週間です。
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クライアント様素材提供
『WIRED』制作

プ レミアムジ ャ ック
▼ PC HOME

▼ CATEGORY TOP

▼ ARTICLE PAGE

BIG Billboard

BIG Billboard

BIG Billboard

W
sky

Background
SP TOP
Rectangle

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

PC/Tablet・SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

1枠

600,000インプレッション ¥2,200,000＋制作費￥500,000（NET)

2枠

1,200,000インプレッション ¥3,500,000＋制作費￥500,000（NET)

3枠

1,800,000インプレッション ¥4,600,000＋制作費￥500,000（NET)

＊買い切りオプション￥150,000 (GROSS)
サイズ（W×H）ピクセル

クライアント様からの素材提供を前提に、すべてのクリエイティヴ制作を
『 WIRED 』 が行います。都度お問い合わせください

W
sky

▼ SP HOME

掲載期間

入稿素材本数

ビッグビルボード：1本
Wスカイスクレイパー ：1本
レクタングル：1本

Rec

SPトップレクタングル：1本
SPレクタングル：1本
SPインタースクローラー1本

Rec

▼ CATEGORY TOP

SP TOP
Rectangle

素材提供期限

▼ ARTICLE PAGE

20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。

SP TOP
Rectangle

※ 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。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。

Interscroller

※ 素材が『WIRED』のブランドイメージにそぐわない場合掲載をご相談させていただく場合がございます

Rectangle
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P C/SP ビルボードパック
▼ PC HOME

▼ CATEGORY TOP

Billboard

Billboard

▼ ARTICLE PAGE

Billboard

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

PC/Tablet・SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 600,000インプレッション
¥1,700,000
２枠 1,200,000インプレッション ￥2,500,000
３枠 1,800,000インプレッション ￥3,200,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

▼PC

W
sky

ビルボード

970 x 250

Wスカイ

300 x 600

レクタングル

300 x 250

▼ SP

W
sky

SP TOP レクタングル

600 x 500

SP レクタングル

600 x 500

Background

※表示サイズ：300 x 250
入稿素材容量

Rec
Rec

▼ PC
ビルボード

300KB以内 （GIF / JPEG）

Wスカイ

300KB以内（GIF / JPEG)

レクタングル

300KB以内（GIF / JPEG）

▼ SP

▼ SP HOME

SP TOP
Rectangle

▼ CATEGORY TOP

SP TOP
Rectangle

▼ ARTICLE PAGE

SP TOP
Rectangle

入稿素材本数

SP TOP レクタングル

150KB以内（GIF / JPEG）

SP レクタングル

150KB以内（GIF / JPEG）

ビルボード：1本
Wスカイ：1本
レクタングル：1本
SP TOP レクタングル ：1本

Rectangle

SP レクタングル：1本

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。
※ 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。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認ください。
※ HTML5での入稿を希望の場合、別途規定をご確認ください。
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PC ビルボード & W スカイ

▼ PC HOME

▼ CATEGORY TOP

Billboard

Billboard

▼ ARTICLE PAGE

Billboard

W
W
sky
sky
W
W
sky
sk

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

PC/Tablet全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 300,000インプレッション
￥500,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

ビルボード：

970 x 250

Wスカイ

300 x 600

ビルボード：

300KB以内（GIF / JPEG）

Wスカイ

300KB以内（GIF / JPEG)

入稿素材容量

Background

入稿素材本数

Rec

ビルボード

：1本

Wスカイ：1本

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。
※ 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。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認ください。
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SP レクタング ル
▼ SP HOME

SP TOP
Rectangle

▼ CATEGORY TOP

SP TOP
SP TOP
Rectangle
Rectangle

▼ ARTICLE PAGE

SP TOP
Rectangle

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 800,000インプレッション
¥1,600,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

SP TOPレクタングル ：600 x 500

Rectangle

SPレクタングル：600×500
※表示サイズ：300×250
入稿素材容量

SP TOPレクタングル ：150KB（GIF / JPEG）
SPレクタングル：150KB（GIF / JPEG）

入稿素材本数

SP TOPレクタングル ：1本
SPレクタングル：2本まで

Rectangle
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。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します。1社貼り付けではございません。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認下さい。
※ 他バナー、枠数増加における競合排除の場合には買い切りオプションをご利用ください。
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SP ヴィデオ
▼ SP HOME

SP VIDEO

▼ CATEGORY TOP

SP TOP
Rectangle

▼ ARTICLE PAGE

SP VIDEO
TOP
SP
Rectangle

SP VIDEO

SP VIDEO

SP VIDEO

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 800,000インプレッション
¥1,900,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

SPヴィデオ：1280 x 720(16:9)

入稿素材容量

SPヴィデオ：10MB以内（MP4）

入稿素材本数

SPヴィデオ：1本

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。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します。1社貼り付けではございません。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認下さい。
※ 他バナー、枠数増加における競合排除の場合には買い切りオプションをご利用ください。

※ビデオ広告は、Chromeのアップデートにより広告が排除される可能性がございます。その場合、広告掲載ブラウザを限定するか、動画尺を15秒以内とし、
容量を抑えた原稿の再入稿をお願いする可能性がございますので、予めご了承ください。
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SP ヴィデオ （動画仕様詳細）
動画仕様詳細

動画ファイル

ファイル形式

MP4

容

10MB以内

量

サイズ

1280x 720px

秒 数

最大60秒以内

推奨 ※縦横比率は「16：9」

動画仕様については、以下を参考としてください。
ヴィデオコーデック：MP4
ヴィデオ解像度：1280 x 720px 推奨(16：9)
ヴィ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。

備考

動画は無限ループ再生となります。
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SP インタース ク ロ ーラ ー（ カ ルー セル タイ プ）

①SP TOP
Rectangle

▼ CATEGORY TOP

SP
TOPTOP
①SP
Rectangle
Rectangle

▼ ARTICLE PAGE

①SP TOP
Rectangle

③
Interscroller
Rectangle
※300×600
静止画最大5枚
＜ （カルーセル仕様）

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 800,000インプレッション
¥2,200,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

①トップレクタングル：600×500
②レクタングル：600×500

＜

▼ SP HOME

※表示サイズ300×250

※表示サイズは300×250

③インタースクローラー：600×1200

入稿素材

※表示サイズ300×600

①トップレクタングル：150KB以内（GIF / JPEGのみ）
②レクタングル：150KB以内（GIF / JPEGのみ）
③インタースクローラー ：150KB以内（GIF / JPEGのみ）※静止画1枚あたりの容量

入稿素材本数

①トップレクタングル：1本
②レクタングル：1本
③インタースクローラー ：1本

入稿期限

Rectangle

②
Rectangle

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。

②
Rectangle

※ 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。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します。1社貼り付けではございません。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認下さい。
※ 他バナー、枠数増加における競合排除の場合には買い切りオプションをご利用ください。
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SP インタース ク ロ ーラ ー（ 動 画タ イプ ）
▼ SP HOME

①SP TOP
Rectangle

▼ CATEGORY TOP

①SP TOP
Rectangle

▼ ARTICLE PAGE

①SP TOP
Rectangle

③

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 800,000インプレッション
¥2,200,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

Interscroller
※300×600

①トップレクタングル：600×500
②レクタングル：600×1200

※表示サイズ300×250

※表示サイズは300×250

③インタースクローラー：600×1200
入稿素材

※表示サイズ300×600

①トップレクタングル：150KB以内（GIF / JPEGのみ）
②レクタングル：150KB以内（GIF / JPEGのみ）※レクタングルの場合も150KB
③インタースクローラー ：10MB以内（ MP4 ）
※最大60秒以内、※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。

入稿素材本数

①トップレクタングル：1本
②レクタングル：1本
③インタースクローラー ：1本

入稿期限

②
Rectangle

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。

②
Rectangle

※ヴィデオ広告は、Chromeのアップデートにより広告が排除される可能性がございます。その場合、広告掲載ブラウザを限定するか、
動画尺を15秒以内とし、容量を抑えた原稿の再入稿をお願いする可能性がございますので、予めご了承ください。

※ 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。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します。1社貼り付けではございません。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認下さい。
※ 他バナー、枠数増加における競合排除の場合には買い切りオプションをご利用ください。
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SP レクタング ル ( 動画 +カルーセルタイプ）

SP TOP
Rectangle

▼ CATEGORY TOP

SP TOP
Rectangle

▼ ARTICLE PAGE

SP TOP
Rectangle

③
③
Rectangle
横位置動画

掲載期間

1週間 （月曜AM 10:00 〜 翌月曜AM 09:59まで）

掲載タイプ

imp保証 ※ローテーション掲載

掲載面

SP全階層
※一部表示されないページがあります

想定インプレッション
/料金

１枠 800,000インプレッション
¥2,200,000
※買い切りオプション GROSS15万円

サイズ（W×H）ピクセル

①トップレクタングル：600×500
②レクタングル：600×1200

Interscroller
※300×416

※表示サイズ300×250

※表示サイズは300×250

③インタースクローラー：動画：1,280ｘ720px、静止画：600ｘ832px
※表示サイズ

静止画最大5枚
＜
（カルーセル仕様）

＜

▼ SP HOME

入稿素材

動画：640×360、静止画300×416

①トップレクタングル：150KB以内（GIF / JPEGのみ）
②レクタングル：150KB以内（GIF / JPEGのみ）

Rectangle

③インタースクローラー ：
動画：10MB(MP4) 最大60秒

静止画：150KB以内（GIF / JPEGのみ）※静止画1枚

あたりの容量
入稿素材本数

①トップレクタングル：1本
②レクタングル：1本
③インタースクローラー ：1本

入稿期限

②
Rectangle

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。

②
Rectangle

※ヴィデオ広告は、Chromeのアップデートにより広告が排除される可能性がございます。その場合、広告
掲載ブラウザを限定するか、動画尺を15秒以内とし、容量を抑えた原稿の再入稿をお願いする可能性がござ
いますので、予めご了承ください。

※ 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。
※ 枠数はimp増加により、随時変動致します。1社貼り付けではございません。
※ 「表示保証環境」については、「免責・保証について」のページをご参照ください。
※ クリエイティヴの制作は、別途お渡しするクリエイティヴガイドをご確認下さい。
※ 他バナー、枠数増加における競合排除の場合には買い切りオプションをご利用ください。
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Interscroller /インタースクローラー仕様詳細
SmartPhone Premium Jack

▼ 静止画（カルーセル仕様）

SmartPhone Premium Jack Video

▼ 縦位置動画

SmartPhone Premium Jack Video Plus

▼ 横位置動画＋静止画

ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須

ブランドロゴ必須

ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須
ブランドロゴ必須

-5-

-5-4-

-4-3-

-3-

-2-1カルーセル

※インタースクローラーパネルの下辺エリアにはロゴや
商材など、訴求内容は配置されないようお願い申し上げ
ます。弊社側で最下部には広告表記を付与します。

静止画を1枚から最大5枚まで掲載可能なカルーセ
ル仕様のフォーマットです。

縦位置の動画が掲載可能なフォーマットです。最
大尺60秒までの動画を掲載できます。

▼静止画
・ファイル形式
：JPG, GIF ※アニメーション不可
・サイズ
：600ｘ1,200px
・容量
：静止画1枚あたり150KB以内
・静止画掲載点数
：最大5枚 ※最小1枚から掲載可能
・同時入稿本数
：1本ずつ
・リンク設定本数
：各静止画毎、最大5本
・レポート項目
：静止画毎のクリック数
※各静止画毎のimp数は計測不可となります。
※各静止画毎にロゴを配置するようにしてください。

▼動画
・ファイル形式
：MP4
・サイズ
：600ｘ1,200px
・容量
：10MB以内
・秒数
：最大60秒まで
・ビデオコーデック ：MP4
・ビデオ解像度
：600ｘ1,200推奨
・ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ：総ビットレートに制限なし
・ｵｰﾃﾞｨｵｺｰﾃﾞｯｸ：音声再生には対応せず
・リンク設定本数
：1本
・レポート項目
：クリック数、25%毎の視聴完了
率
※動画にロゴを配置するようにしてください。

-2-1カルーセル

カルーセル仕様の静止画（最大5枚）と横位置動画
をが同時掲載可能なフォーマットです。
▼動画
・ファイル形式 ：MP4
・サイズ／容量 ：1,280ｘ720px ／ 10MB以内
・秒数
：最大60秒まで
・ビデオコーデック
：MP4
・ビデオ解像度 ：1,280ｘ720推奨
・ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ ：総ビットレートに制限なし
・ｵｰﾃﾞｨｵｺｰﾃﾞｯｸ ：音声再生には対応せず
・リンク設定本数 ：1本
・レポート項目 ：クリック数、25%毎の視聴完了率
※動画にロゴを配置するようにしてください。
▼静止画
・ファイル形式 ：JPG, GIF ※アニメーション不可
・サイズ
：600ｘ832px
・容量
：静止画1枚あたり150KB以内
・静止画掲載点数 ：最大5枚 ※最小1枚から掲載可能
・同時入稿本数 ：1本ずつ
・リンク設定本数 ：各静止画毎、最大5本
・レポート項目 ：静止画毎のクリック数
※各静止画毎のimp数は計測不可となります。
※各静止画毎にロゴを配置するようにしてください。
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※インタースクローラーパネルの下辺エリアにはロゴや商材など、訴求内容は配置されないようお願い申し上げます。弊社側で最下部には広告表記を付与します。
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掲 載 について
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。

媒体資料の利用規定
• WIRED.jp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。
• 本メディアガイド中に使用されております画像データは、『WIRED』 広告商品の説明・紹介、企画書作成、

• 広告お申込の際、WIRED.jpの規定による審査があります。

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

• 広告の制作はWIRED.jpレギュレーションガイド」を必ずご参照ください。

さい。 同様のクリエイティヴ、同様の素材を作成することはできません。

• 広告の仕様は、弊社都合により、サイズ･容量など変更になる場合あります。

• 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。

• 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。

1) WIRED.jp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、WIRED.jp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

広告掲載規準

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WIRED.jp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

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。

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)WIRED.jp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)WIRED.jp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、WIRED.jpは何らの責任も負いません。

• 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

クリエイティヴ事前審査について

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。

• 事前審査対象 ： 本誌、もしくはWIRED.jpにて掲載実績のないクリエイティヴ。

• 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。

• 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。

• 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。

• 審査内容： あくまでクリエイティヴの内容の審査。先記広告掲載基準のほか、サイトのポリシーに則り、

• ※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

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

• 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。

コンデナスト・ジャパン 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-8大菅ビル2F
【広告掲載情報 詳細】 http://corp.condenast.jp/media/

コンデナスト・ジャパン社の個別の判断により、上記基準を満たしている場合でも掲載をお断りすることが

【mail】 WIRED-ad@condenast.jp

あります。また、基準を満たさない場合でも、掲載を認める場合があります。いずれの場合でもその理由に
ついては開示致しかねます。
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免 責 ・保証に つ いて
規準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

広告表示

推奨環境

[PC]

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

- Google Chrome(最新)、Fire Fox(最新)、Microsoft Edge(最新)、 MacOS(最新)

ます。

- 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

• 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

※IEは保証対象外

※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。

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

※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

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・

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、

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。

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。

• 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

[SMARTPHONE]

具合とみなしません。

- iPhone

OS：iOS （最新）

- Android

OS：Android OS （最新）

• 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

ブラウザ：標準ブラウザ
ブラウザ：標準ブラウザ

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

※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。

わないものとします。

※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。

キャンセルルール

※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。

・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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タ イ アップに つ いて
タイアップについて

誘導バナーについて

・ 弊社編集部による記事制作で掲載されるため、インタヴューもしくは、素材のご手配が必要になります。

・編集タイアップへリンクする誘導枠の画像・テキストは、原則WIRED.jp制作になります。クリエイティヴ

素材の手配が難しい場合、掲載をお断りさせて頂く可能性もございますので、ご了承下さい。

に関しては編集部一任とさせていただきます。

・ タイアップパッケージ金額は、タイアップページ、誘導枠込みの金額です。

・誘導バナーは、編集タイアップで使用するクリエイティヴと、タイトルおよびサブタイトルを編集して制

・遠隔地取材や著名人の起用、スタジオの使用など特別な取材の場合には、別途費用が発生します。

作いたします。関連の無い素材の使用はいたしません。

・ タイアップ広告商品はプランによって、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

・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

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。）

売日等の記載は原則不可とさせていただきます。

・ 原則として校正2回、中１〜2日戻しとなります。

・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。

・ 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・商品ロゴの使用は編集

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。

部一任とさせていただきます。

・誘導バナーは純広告への振り替えも可能です。純広告への振り替えは、追加購入分（通常バナー）のみと

・ 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。

なります。編集誘導枠（SPECIAL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。

・ タイアップ広告の開始時刻は、掲載開始日のAM10時00分となります。また、タイアップ広告の終了日が

・編集タイアップへリンクする誘導バナーのうち、各種SPECIALバナー枠の掲載レポートはお出ししており

土日にかかる場合は、翌営業日AM09時59分終了となります。

ません。

・ 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時間後(当日18時まで)ま

・誘導枠は、ローテーション掲載です。

では保証対象となりません。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、保証させていただ

・誘導バナーは全て静止画(GIF/JPEG)での制作となります。

きます。

※ FLASH素材をご希望の場合は、別途お見積りとなります。

・ 掲載途中でのタイアップページの内容の変更は原則不可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

・ 画像サイズは画像比率によって微調整いたします。

ティヴになります。

・ページ内に、≪WIRED PROMOTION≫のテキストが入ります。
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お 問 い合わせ

コンデナスト・ジャパン
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-11-8

大菅ビル2F

各種お問い合わせはこちらまでお願いします。
掲載可否： wired-ad@condenast.jp
申し込み： order@condenast.jp
入稿

： adops@condenast.jp

その他

： wired-ad@condenast.jp
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