講談社流「おもしろくて、ためになる」
今、すぐにできる広告企画
2020年4～7月期限定
株式会社 講談社 第二事業局 コミュニケーション事業第二部
問い合わせ先：梅本（a-umemoto@stf.kodansha.co.jp）
〒112-8001｜東京都文京区音羽2-12-21
TEL｜03-5395-3641
FAX｜03-3945-9128 1

企画一覧
ノンブル

企画名

金額

P4

with girlsおこもり30days

G300万円

P5

with girlsおこもり1week

G100万円

P7

OLトレンドランキングプラン

G200万円

P9・10
P11・12

オリジナル漫画タイアップー「ピーナッツバターサンドウィッチ」

G150万＋N150万～

オリジナル漫画タイアップー「rikkaの恋愛メモランダム」

G200万円

P13

オリジナル漫画タイアップー「日照りモテ子」

G200万円

P14

オリジナル漫画タイアップー「鋼のメンタル！OL幸子」

G200万円
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with girsおこもり
タイアッププラン
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with girlsおこもり30days企画
企画概要

with girlsによるインスタグラム拡散とブログへの流入
本タイアップのオリジナルトップページを制作し、読者組織with girlsがおうちでできるあれこれをブログで30日間、
毎日格納していきます。OLのリアル目線と拡散＆ブログへの流入も見込める立体的なデジタルプランです。
イメージ→https://withonline.jp/beauty/withgirls-beautylabo

詳細・展開イメージ
with online内
オリジナルトップページ制作（HTML）
＋with girlsブログ(CMS・計30日)

with girls
インスタグラム

協賛条件

一か月2社限定(競合排除いたします)

保証内容

オリジナルトップページ(LP)制作(HTML)
ーwith girlsブログアップ30日分（CMS）
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回
with girls 個人Instagramストーリーズ＆フィード各1回投稿(計30回)

想定内容

合計10,000PV

出演者

ストーリーズからWEBに誘導

掲出場所

with online・起用with girlsの個人Instagram

掲載開始日

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間

1か月間

注意点

全ブログが毎日
格納されるLPを制作します。

計30日間、with girlsによる
ブログが毎日更新されます！

起用のwith girlsが
個人Instagramのストー
リーズとフィードにアップ。
各自ブログへの誘導を
実施いたします。

with girs5～10名／総フォロワー数30万

・with girlsの選定は編集部にご一任ください。
・with girlsの人数を追加する場合は、ご相談ください。
・商品は、with girls投稿者分ご提供ください。
・SNSの校正確認は１回、事実確認のみとさせていただきます。
(１週間分まとめてご提出いたします)
・with online、公式SNS、with girlsのSNS投稿時には[PR]表記が入り
ます。
・二次使用ご希望の場合は別途お見積りとなります。
・日数はご相談いただけます。

金額
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G300万円
4

with girlsおこもり1week企画
企画概要

with girlsによるインスタグラム拡散とブログへの流入
本タイアップのオリジナルトップページを制作し、読者組織with girlsがおうちでできるあれこれをブログで一週間、
毎日格納していきます。OLのリアル目線と拡散＆ブログへの流入も見込める立体的なデジタルプランです。

詳細・展開イメージ
with online内
オリジナルトップページ制作（HTML）
＋with girlsブログ(CMS・計7日)

with girls
インスタグラム

ストーリーズからWEBに誘導

協賛条件

一か月4社限定(競合排除いたします)

保証内容

オリジナルトップページ(LP)制作(HTML)
ーwith girlsブログアップ7日分（CMS）
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回
with girls 個人Instagramストーリーズ＆フィード各1回投稿(計30回)

想定PV

合計5,000PV

出演者

with girs2~5名(総フォロワー数10万フォロワー)

掲出場所

with online・起用with girlsの個人Instagram

掲載開始日

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間

1か月間

注意点

全ブログが毎日
格納されるLPを制作します。

計7日間、with girlsによる
ブログが毎日更新されます！

起用のwith girlsが
個人Instagramのストー
リーズとフィードにアップ。
各自ブログへの誘導を
実施いたします。

・with girlsの選定は編集部にご一任ください。
・with girlsの人数を追加する場合は、ご相談ください。
・商品は、with girls投稿者分ご提供ください。
・SNSの校正確認は１回、事実確認のみとさせていただきます。
(１週間分まとめてご提出いたします)
・with online、公式SNS、with girlsのSNS投稿時には[PR]表記が入り
ます。
・二次使用ご希望の場合は別途お見積りとなります。
・日数はご相談いただけます。

金額

Copyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights Reserved

G100万円
5

with girlsおこもりプラン案
アルコール消毒って意外に手が荒れがち！
「手荒れ対策」(ハンドクリーム)
マスクの中ってどうなってる？
「マスク着用時のおすすめメイク」
「マスク外したときのぱぱっとメイク直し」
おうちにいるからこそ、
「おこもりスキンケア企画」
「＃おうちですごそうシリーズ」
・エクササイズ・ヨガ
・おしゃれ＆ビューティ
・ごはん(宅配・お持ちかえり・作り置き・レトルトアレンジ)
ｗith onlineで＃おうち美容部実施中！
https://withonline.jp/beauty/withgirls-beautylabo
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OLトレンドランキング企画
企画概要

with girlsへのアンケートの実施とランキング&ロゴの付与
定期的に行っている「OLトレンドランキング」をクライアントさまの商品やサービス内で実施いたします。
読者組織with girlsに向けてアンケートを実施し、集計データを記事化、店頭POPとしてご使用いただけるロゴをお渡しいた
します！

詳細・展開イメージ
アンケート（クライアント任意の設問・3問まで）
結果記事（CMS）

OLトレンド
ランキングロゴ
（イメージ）

協賛条件

一か月2社限定(競合排除いたします)

保証内容

with girlsへのアンケート実施（クライアント任意・2つまで）
CMSタイアップ掲載（アンケート結果をランキングで掲載・回答者のコメント入り）
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回
OLトレンドランキングロゴ

想定PV

メルマガなどで
アンケートを実施いたします。
（選択式5問・
クライアント任意
の質問2つまで可能です）

5,000PV

申込締切

30営業日前にオリエン実施

掲出場所

with online

掲載開始日

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間

1か月間

OLトレンド
ランキング

ストーリーズからWEBに誘導

Q.重視するこ
とは？

A.1値段

2見た目、
・・・

クライアントさまの既存商品の中、
アンケート結果を記事にします
もしくは、商品特性や訴求ポイントなど
に特化したランキングを実施いたします。 画像とリリースはご提供ください。
記事やアンケートには他社さま商品など
は入りません。
(アンケート例：購入時に重視すること、
商品に求めること、よりよい使い方な
ど。)

with OLトレンドランキング
●●●●部門
１位
店頭販促などで
ご使用いただける
ロゴをお渡しいたします。
(使用期間：半年間)
アンケート結果を
もとにした
賞の名前とともに、
制作したロゴを
ご提供いたします。

注意点

・アンケート内容はクライアントさまの商品やサービスのみ、また、そ
の商品特性や訴求ポイントをもとに制作いたします。
・画像とリリースのご用意をお願いいたします。
・with online、公式SNS、with girlsのSNS投稿時には[PR]表記が入り
ます。
・想定スケジュール：アンケート（1週間）・集計~記事制作（2週間）
・記事校正は2回。画像とリリースはご提供ください。
・ロゴはクライアントさまオウンド・店頭POPなどで使用いただけます。
(TV・商品添付・海外はNGです)

金額

G200万円
※ロゴ費用が含まれます。詳細は営業にお問い合わせください。
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漫画タイアップご活用
プラン
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「ピーナッツバターサンドウィッチ」オリジナル漫画タイアップ企画
企画概要

祝ドラマ化！「ピーナッツバターサンドウィッチ」オリジナル漫画タイアップ
大人気の婚活漫画「ピーナッツバターサンドウィッチ」のメインキャラクターである、29歳で婚活中の仲良しOL4名を使ってクライアント様の
商品に合ったテーマで漫画を描き下ろします。

詳細・展開イメージ
with online
ピーナッツバターサンドウィッチ
描きおろしタイアップ(CMS）

●2か月前：オリエン実施
●オリエン後ネームご提出
●1か月前：下絵ご提出
(下絵：トーンが貼られる前)
●2週間前：初校プレビュー
●1週間前：再校プレビュー

タイトルイラスト
1カット描き下ろし
(カラー)

協賛条件

一か月2社限定(競合排除いたします)

保証内容

with onlineオリジナルタイアップ(CMS)
ー「ピーナッツバターサンドウィッチ」特別描きおろし漫画 1話
(描きおろしタイトル入りカラーイラスト＋描きおろしタイアップ漫画モノクロ4枚)
ー商品紹介(商品画像3点まで。画像とリリースをご提供ください)
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回

想定PV

10,000PV

出演者

ー

掲出場所
掲載日

商品やサービスをテーマに
ストーリーを描きおろします！
(モノクロ4枚分)

金額

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間

1か月間

留意事項

・実施時に、別途ライツ部門と契約が必要になります。
・別途描きおろし料が発生いたします。
・1か月につき2社限定です。事前にお問い合わせください。
・タイアップ・公式SNSには[PR]表記がつきます。
・タイアップページ内に漫画とクライアントさま商品紹介が掲載されます。
・制作の都合上、お申し込みは掲載開始の2か月前までにお願いいた
します。
本誌転載もオーダーの際に併せてお申し込みください。

描き下ろし漫画
モノクロ4枚分

タイアップ内に、漫画と
クライアント商品についての
紹介記事を掲載いたします

with online

G150万円＋ライツ契約料N150万～
※詳細は営業にお問い合わせください。
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【参考資料】「ピーナッツバターサンドウィッチ」とは
女性誌withの公式サイト「with online」で不動の人気ナンバー１を誇る大人気連載がついに4月～ドラマ化決定！
連載開始からの累計PVは驚異の1億PV!!!
with読者へのアンケートや、座談会を元にしたリアルなOLの婚活エピソード、
お役立ちな婚活情報を盛り込んだ共感度満点の婚活マンガ！
実際いい男がいる婚活アプリって？婚活パーティーって実際どうなの？長く付き合った彼とのマンネリ解消法は？？
・・・など、OLによるリアルデータによる共感だらけのマンガのコラボレーションでお届け！

ストーリー&登場人物相関図

タイアップ事例

婚活真っただ中のがけっぷち29歳OL4人と、ひそかにその4人の恋愛模様を調査する
謎の組織「ピーナッツバターサンドウィッチーズ」。
バリキャリOLの沙代、信用金庫勤務の美和、高嶺の花の美人秘書の茜、
同棲中の彼がいる看護師の美晴、職場も性格も恋愛観も違う4人が織りなす婚活奮闘記。

片桐沙代
／堀田茜さん
大手IT企業
バリキャリOL

松岡茜
／Nikiさん
人間不信の
美人秘書

電子版単行本

ロクシタンジャポンさま(with online2019年8月掲載)

山下美和
／筧美和子さん
尽くしすぎちゃう
信用金庫勤務

恋愛模様を
観察

森本美晴
／瀧本美織さん
同棲中の彼となかな
か婚約に踏み切れな
い看護師。

お菓子メーカーさま(with online 2019年9月掲載)
ピーナッツバターサンドウィッチ―ズ

累計1億PV！！
Copyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights Reserved
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「rikkaの恋愛メモランダム」オリジナル漫画タイアップ企画
企画概要

「rikkaの恋愛メモランダム」オリジナル漫画タイアップ
PV、UU数共に絶好調のwith onlineのコンテンツを使ったオリジナル広告企画です。
一番人気の漫画「rikkaのメモランダム」の著者がクライアント様の商品に合ったテーマで漫画を描き下ろします。

詳細・展開イメージ
with online
rikkaさんによる
描きおろし漫画タイアップ(CMS）
タイトルイラスト
1カット描き下ろし
(カラー)

rikkaさんによる
Instagram投稿

協賛条件

一か月1社限定(競合排除いたします)

保証内容

with onlineオリジナルタイアップ(CMS)
ー「rikka」さんによる特別描きおろし漫画 1話
(描きおろしタイトル入りカラーイラスト＋描きおろしタイアップ漫画モノクロ6枚)
ー商品紹介(商品画像3点まで。画像とリリースをご提供ください)
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回

(ストーリーズ・フィード)

33万フォロワー

誘導

想定PV
申込締切

掲載2か月前にオリエン実施

掲出場所

with online・rikkaさんのInstagramストーリーズ・フィード投稿各1回

掲載日

描き下ろし漫画
モノクロ4枚分

※数字は2020年3月現在

商品やサービスをテーマに
ストーリーを
描きおろします！
(モノクロ6枚分)

1か月間

留意事項

・タイアップ・公式SNS・rikkaさんインスタグラム投稿には[PR]表記がつきます。
・ページ内に漫画とクライアントさま商品紹介が掲載されます。
・タイトル用のイラストはカラー、漫画はモノクロになります
・漫画のオールカラーは別途お見積りになります。
・制作の都合上、お申し込みは掲載開始の2か月前までにお願いいたします。
・本誌転載もオーダーの際に併せてお申し込みください。

●2か月前：オリエン実施

●オリエン後ネームご提出
●1か月前：下絵ご提出
(トーンが貼られる前)
●2週間前：初校プレビュー
●1週間前：再校プレビュー

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間

Instagramストーリーズから
タイアップへ流入いたします。

タイアップ内に、漫画と
クライアント商品についての
紹介記事を掲載いたします

10,000PV

金額
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【参考資料】「rikkaの恋愛メモランダム」とは

with onlineでナンバー1急成長中、「rikkaの恋愛メモランダム」
著者であるriikaさんが、自身の恋愛経験をもとに描いた漫画をインスタにアップしたところ、
3か月で16万フォロワーに！
「続きが気になる」「絵が可愛い」はもちろん、胸キュン、共感ポイントが多く、コメントが100を超える日も。
with onlineでは毎週月・木曜日に更新。1話が200万PVに上るほど、1，2位を争う人気コンテンツ！
登場人物相関図
素直で明るい主人公りっかと、高校時代にあこがれていた塾講師
くーくんや、なにかとちょっかいを出してくる取引先の部長など、
彼女と彼女を取り巻く男性たちの胸キュン♡ストーリー。

＠＿＿＿rikka＿＿＿
フォロワー数
331,645
エンゲージメント数 17,558

りっか

※エンゲージメント数は、フォロワーのリアクション数の平均

主人公。
高校からの恋愛に終
止符を打ち、新たな
恋愛を。・・・

フォロワー年齢分布

～12

8%

くーくん
りっかが高校時代にあ
こがれていた塾講師。

13～19
いいね数20万超えの
ストーリーも！

25%

20～24

44%
19%

25～29
佐伯さん
取引先の部長。
りっかにちょっかいばか
りを出していたが・・・

30～34
35～49

3%
0.70%
※数字は2020年3月現在
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オリジナル漫画タイアップ：「日照りモテ子」
企画概要

キャリ子「日照りモテ子」オリジナル漫画タイアップ
美人でモテるのに、彼氏がずーっといない女の子、「日照りモテ子」のメインキャラクターを使ってクライアント様の商品に合ったテーマ
で漫画を描き下ろします。

詳細・展開イメージ
with online
キャリ子さんによる
描きおろし漫画タイアップ
(CMS）

キャリ子さんによる
Instagram投稿

協賛条件

一か月1社限定(競合排除いたします)

保証内容

with onlineオリジナルタイアップ(CMS)
ー「日照りモテ子」特別描きおろし漫画 1話
(描きおろしタイトル入りカラーイラスト＋描きおろしタイアップ漫画モノクロ8枚)
ー商品紹介(商品画像3点まで。画像とリリースをご提供ください)
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回

登場人物

(ストーリーズ・フィード)
フォロワー数： 98,790
エンゲージメント数： 2,435
日向エレナ
美人でモテるけど、
ぶりっこで面倒くさい日
照りモテ子1号

タイトルイラスト
1カット描き下ろし
(カラー)

想定PV

10,000PV

申込締切

掲載2か月前にオリエン実施

掲出場所

with online・キャリ子さんのInstagramストーリーズ・フィード投稿各1回

掲載日

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

遠藤幸
美人でグラマーだけど
ダメ恋しかしていない
日照りモテ子2号

タイアップ内に、漫画と
クライアント商品についての
紹介記事を掲載いたします
商品やサービスをテーマに
ストーリーを
描きおろします！
(モノクロ)
ワタベウエディングさま
(with online2019年12月掲載)

Instagramストーリーズから
タイアップへ
流入いたします。

●2か月前：オリエン実施

●オリエン後ネームご提出
●1か月前：下絵ご提出
(トーンが貼られる前)
●2週間前：初校プレビュー
●1週間前：再校プレビュー

掲載期間

留意事項

1か月間
・タイアップ・公式SNS・キャリ子さんインスタグラム投稿には[PR]表記がつきます。
・ページ内に漫画とクライアントさま商品紹介が掲載されます。
・タイトル用のイラストはカラー、漫画はモノクロになります
・漫画のオールカラーは別途お見積りになります。
・制作の都合上、お申し込みは掲載開始の2か月前までにお願いいたします。
・本誌転載もオーダーの際に併せてお申し込みください。

鯖川あゆ子
サバサバした性格で
いつも友達どまり。
日照りモテ子3号。

※エンゲージメント数は、フォロワーのリアクション数の平均
※数字は2020年3月現在

金額
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オリジナル漫画タイアップ：「鋼のメンタル！OL幸子」
企画概要

「鋼のメンタル！幸子」オリジナル漫画タイアップ
エンゲージメント率ナンバー1の漫画家momoさんが描くOLが主人公のお仕事ギャグ漫画。
くすっと笑える漫画が得意なmomoさんが、クライアントさまの商品のテーマにそって描き下ろします！

詳細・展開イメージ
with online
「鋼のメンタル！OL幸子」
描きおろし漫画タイアップ
(CMS）

協賛条件

一か月1社限定(競合排除いたします)

保証内容

with onlineオリジナルタイアップ(CMS)
ー「鋼のメンタル！OL幸子」特別描きおろし漫画 1話
(描きおろしタイトル入りカラーイラスト＋描きおろしタイアップ漫画カラー4枚程度)
ー商品紹介(商品画像3点まで。画像とリリースをご提供ください)
ー告知サービス with公式Twitter・Instagramストーリーズ1回

momoさんによる
Instagram投稿
(ストーリーズ・フィード)
フォロワー数： 120,602
エンゲージメント数： 15,577

小野幸子
元気だけど、規格外で
ぶっとび新入社員。
向かうところ敵なし。

想定PV

タイトルイラスト
1カット描き下ろし
(カラー)
星野愛
同期の事務職新入
社員。

申込締切

掲載2か月前にオリエン実施

掲出場所

with online・rikkaさんのInstagramストーリーズ・フィード投稿各1回

掲載日
掲載期間

川野渚

タイアップ内に、漫画と
クライアント商品についての
紹介記事を掲載いたします
商品やサービスをテーマに
ストーリーを
描きおろします！
(カラー)

幸子の同期。
初の女性の営業マン。

10,000PV

留意事項

Instagramストーリーズから
タイアップへ流入いたします。

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談
1か月間

・タイアップ・公式SNS・momoさんインスタグラム投稿には[PR]表記がつきます。
・ページ内に漫画とクライアントさま商品紹介が掲載されます。
・タイトル用のイラストはカラー、漫画はモノクロになります
・漫画のオールカラーは別途お見積りになります。
・制作の都合上、お申し込みは掲載開始の2か月前までにお願いいたします。
・本誌転載もオーダーの際に併せてお申し込みください。
※エンゲージメント数は、フォロワーのリアクション数の平均
※数字は2020年3月

塩山圭介
幸子の同期。
とことん冷めている営
業職。

金額
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