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皆さまへのご挨拶

2

今だからできること。今こそすべきこと。

私たち講談社女性メディアにとってそれは、
「決して諦めず、自分たちができる範囲で大切な読者とのコミュニケーション
を続ける」こと。

この日々をみんなで明るく前を向き、笑顔で乗り越えていくための
講談社、クライアント、広告会社、そして読者みんなにとって
「おもしろくて、ためになる」今できること企画を考えました。

ソーシャルディスタンス、“物理的距離”は保ちつつも、“心の距離”を近くに。
今いるべき場所で、使える手段とアイデア、経験を活かして “伝える”。

#STAYHOME を #ENJOYHOME に！
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全企画一覧
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メディア ノンブル 問い合わせ先担当者

女性メディア連合
特別企画

P4 ※各営業担当者にお問い合わせください

P5～18 梅本 a-umemoto@stf.kodansha.co.jp

P19～30 井上・亀山
e-inoue@stf.kodansha.co.jp

h-kameyama@stf.kodansha.co.jp

P31～38 工藤 mi-kudo@stf.kodansha.co.jp

P39～45 鍵和田・柳瀬
t-kagiwada@kodansha.co.jp

m-yanase@stf.kodansha.co.jp

P46～54 亀山 h-kameyama@stf.kodansha.co.jp

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
〒112-8001｜東京都文京区音羽2-12-21 

TEL｜03-5395-3641 
FAX｜03-3945-9128
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【VOCEウェブサイト出稿実績社様限定】全女性メディア共通企画

企画概要

協賛条件

保証内容

注意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画／社数限定なし

①VOCEウェブサイト内、ニュース記事タイアップ(CMS版)
②with・ViVi・FRaU・mi-mollet、ご希望の媒体内にて
再編集CMS版タイアップ(1ヶ月掲載)

詳細・展開イメージ

ご希望のメディアのテンションに合わせて原稿・コラム・コメント等を
再編集CMS版タイアップとして掲載

協賛社さま
依頼事項

✓ 当企画専用オリエンシート記入(オンラインオリエン前にご提出願います)

✓ オンラインにてオリエン実施
✓ タイアップラフ確認
✓ VOCE＋各誌タイアップ校正チェック

金額

VOCEウェブサイトで過去に実施したタイアップを再編集して、
講談社の他女性デジタルメディアに掲載する横断の企画です！
美容関連のタイアップ記事を再編集して、VOCE加えて、with online、NET、ミモレ、FRaU webに掲出いたします。
撮影が不要及び納期が短縮できるため、通年販売されている製品のプロモーションには、ぴったりの企画です。

～

～
～ mi-mollet

オリジナル

mi-mollet
オリジナル

ご希望媒体にて

転載②

転載①

～
VOCE

G80万

Attention!

✓ VOCEへの再掲載(再編集も可能)が前提となります
✓ VOCE内でご使用いただける素材については、ご希望をお伺いします
が、人物カットについては、使用いただけない場合や、別途2次使用
料が発生する場合がございます。弊社営業担当にご確認ください。

✓ 新に著名人の顔写真付きコメントを掲載することも可能ですが、別途
追加制作費をいただきます

1メディアにつき

G80万円
＋

VOCEウェブサイト
掲載済みタイアップ
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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

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

mailto:a-umemoto@stf.kodansha.co.jp
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企画一覧
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ノンブル 企画名 金額

P8 with girlsおこもり30days G300万円

P9 with girlsおこもり1week G100万円

P11 OLトレンドランキングプラン G200万円

P13・14 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～

P15・16 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

P17 オリジナル漫画タイアップー「日照りモテ子」 G200万円

P18 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



with girsおこもり

タイアッププラン
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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)

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

計30日間、with girlsによる
ブログが毎日更新されます！

ストーリーズからWEBに誘導

with girlsによるインスタグラム拡散とブログへの流入

企画概要

詳細・展開イメージ

with girls
インスタグラム

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。 金額 G300万円

出演者

掲出場所

with girs5～10名／総フォロワー数30万

with online・起用with girlsの個人Instagram

掲載開始日

掲載期間

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

注意点

・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。

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

協賛条件 一か月2社限定(競合排除いたします)

全ブログが毎日
格納されるLPを制作します。

with girlsおこもり30days企画

8

https://withonline.jp/beauty/withgirls-beautylabo
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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)

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。

計7日間、with girlsによる
ブログが毎日更新されます！

ストーリーズからWEBに誘導

with girlsによるインスタグラム拡散とブログへの流入

企画概要

詳細・展開イメージ

with girls
インスタグラム

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。 金額 G100万円

出演者

掲出場所

with girs2~5名(総フォロワー数10万フォロワー)

with online・起用with girlsの個人Instagram

掲載開始日

掲載期間

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

注意点

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

協賛条件 一か月4社限定(競合排除いたします)

全ブログが毎日
格納されるLPを制作します。

with girlsおこもり1week企画

9

・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。
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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

with girlsおこもりプラン案

10

https://withonline.jp/beauty/withgirls-beautylabo
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OLトレンドランキング企画
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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）

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！

ストーリーズからWEBに誘導

with girlsへのアンケートの実施とランキング&ロゴの付与

企画概要

詳細・展開イメージ

OLトレンド
ランキングロゴ
（イメージ）

金額 G200万円

申込締切

掲出場所

30営業日前にオリエン実施

with online

掲載開始日

掲載期間

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

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)

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 5,000PV

協賛条件 一か月2社限定(競合排除いたします)

11

アンケート結果を記事にします
画像とリリースはご提供ください。

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）

Q.重視するこ
とは？

A.1値段 2見た目、
・・・

OLトレンド
ランキング

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)

※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。

クライアントさまの既存商品の中、
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。
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。)

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。

with OLトレンドランキング
●●●●部門

１位



漫画タイアップご活用

プラン
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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。

タイトルイラスト
1カット描き下ろし

(カラー)

描き下ろし漫画
モノクロ4枚分

「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

13

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

企画概要

詳細・展開イメージ

金額 G150万円＋ライツ契約料N150万～

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）

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)

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

出演者

掲出場所

ー

with online

掲載日

掲載期間

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

留意事項

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

協賛条件 一か月2社限定(競合排除いたします)

・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。

※詳細は営業にお問い合わせください。

●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
(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
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ピーナッツバターサンドウィッチ―ズ

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！

タイアップ事例

ロクシタンジャポンさま(with online2019年8月掲載)

お菓子メーカーさま(with online 2019年9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

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。

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

ストーリー&登場人物相関図

電子版単行本 累計1億PV！！

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。

恋愛模様を
観察

【参考資料】「ピーナッツバターサンドウィッチ」とは

14
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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。

※数字は2020年3月現在

申込締切

掲出場所

掲載2か月前にオリエン実施

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

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

留意事項

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

想定PV 10,000PV

協賛条件 一か月1社限定(競合排除いたします)

・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

33万フォロワー

誘導

「rikkaの恋愛メモランダム」オリジナル漫画タイアップ企画

15

企画概要

詳細・展開イメージ

金額 G200万円

with online
rikkaさんによる

描きおろし漫画タイアップ(CMS）

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

「rikkaの恋愛メモランダム」オリジナル漫画タイアップ

タイトルイラスト
1カット描き下ろし

(カラー)

描き下ろし漫画
モノクロ4枚分

rikkaさんによる
Instagram投稿

(ストーリーズ・フィード)

Instagramストーリーズから
タイアップへ流入いたします。

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6枚分)



Copyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights ReservedCopyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights Reserved

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！

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

りっか
主人公。
高校からの恋愛に終
止符を打ち、新たな
恋愛を。・・・

登場人物相関図

くーくん
りっかが高校時代にあ
こがれていた塾講師。

0.70%

3%

19%

44%

25%

8%

35～49

30～34

25～29

20～24

13～19

～12

いいね数20万超えの
ストーリーも！

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・・・

フォロワー年齢分布

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。

※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

【参考資料】「rikkaの恋愛メモランダム」とは

16
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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

登場人物

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

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。

ワタベウエディングさま
(with online2019年12月掲載)

●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

※数字は2020年3月現在

フォロワー数： 98,790
エンゲージメント数： 2,435

※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

オリジナル漫画タイアップ：「日照りモテ子」

17

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。

キャリ子「日照りモテ子」オリジナル漫画タイアップ

企画概要

詳細・展開イメージ

金額 G200万円

申込締切

掲出場所

掲載2か月前にオリエン実施

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

掲載期間

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

留意事項

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

想定PV 10,000PV

協賛条件 一か月1社限定(競合排除いたします)

・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。

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

(ストーリーズ・フィード)

タイトルイラスト
1カット描き下ろし

(カラー)

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)

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

Instagramストーリーズから
タイアップへ

流入いたします。
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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。

星野愛
同期の事務職新入
社員。

川野渚
幸子の同期。
初の女性の営業マン。

塩山圭介
幸子の同期。
とことん冷めている営
業職。

オリジナル漫画タイアップ：「鋼のメンタル！OL幸子」

18

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！

「鋼のメンタル！幸子」オリジナル漫画タイアップ

企画概要

詳細・展開イメージ

申込締切

掲出場所

掲載2か月前にオリエン実施

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

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

1か月間

留意事項

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

想定PV 10,000PV

協賛条件 一か月1社限定(競合排除いたします)

・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。

with online
「鋼のメンタル！OL幸子」
描きおろし漫画タイアップ

(CMS）

momoさんによる
Instagram投稿

(ストーリーズ・フィード)

Instagramストーリーズから
タイアップへ流入いたします。

タイトルイラスト
1カット描き下ろし

(カラー)

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)

※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

金額 G200万円
※数字は2020年3月



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：井上（e-inoue@stf.kodansha.co.jp）亀山（h-kameyama@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

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

mailto:e-inoue@stf.kodansha.co.jp
mailto:h-kameyama@stf.kodansha.co.jp


企画一覧
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ノンブル 企画名 金額

P21 ViVigirl ○○試してみました企画 G200万円

P22 ViViモデルと一緒に肌を整えよう!おこもりスキンケア1週間企画 G300万円

P23 おうちdeシリーズ企画（＃おうち時間）企画 - エクササイズ G160万円

P24 おうちdeシリーズ企画（＃おうち時間）企画 - おこもり美容 G160万円

P25 おうちdeシリーズ企画（＃おうち時間）企画 - おこもりトレンド G160万円

P26 なんでもアンケート（ランキング）企画 G160万円

P27 Twitterクイズ企画 G60万円

P28 コスメ モデルリレー簡易動画企画 G300万円

P29 今日はみんなで○○しよう！企画 G150万円

P30 クライアント様素材活用企画 G120万円



ViVigirl ○○試してみました企画

21Copyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights Reserved

ViVigirl（Instagram合計10万フォロワー）に自宅で商品を試してもらい、拡散します！
おこもり時期で時間があるからこそ、いろんな事を試してみたい！という若年女性の心をくすぐります

企画概要

詳細・展開イメージ

出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

ViVigirl

ViVigirl フォロワー数 10万（リーチ）

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ViVi公式Twitter投稿1回
・ViVigirlのInstagramフィード＆ストーリーズ投稿
（フォロワー数トータル10万保証）
・外部誘導を適宜、実施

・ViVigirlは指名できません
・[PR]と表示します
・アップ指定日は数日間の幅の余裕をみていただきます
・表現の仕方はViVigirl本人にお任せください
・修正の依頼は基本受けられません（マイナスな表現などある場合を除く）
・付けられるハッシュタグ（＃）は3点までとなります
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

金額 G200万円

手荒れ対策 ハンドクリーム
マスク対策 メイク直し

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材ご入稿
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度） ※校正は1回まで
ViVigirlアサイン候補出し
商品ご送付 → ViVigirl受け取り
お試し感想をアップ →NET ViVi記事へ誘導
タイアップレポート＆ViVigirl 拡散レポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

自宅撮影可能な商品をViVigirlがレポートします

ViVigirlによる拡散

NET ViViで紹介



ViViモデルと一緒に肌を整えよう!おこもりスキンケア1週間
「フィードマガジン」企画
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5日間、SNSでスキンケアの様子を追っていく企画です。ViViモデルに自宅で商品を試しても
らい、自撮り写真とコメントをアップすることで商品認知拡大と機能性をアピールします。

企画概要

詳細・展開イメージ
出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

ViViモデル1名（ご指定いただけません）

SNSトータルリーチ 50万imp（Instagram、Twitter 合計の数値）

・ViVi公式Instagramフィードまとめ投稿1回
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿5回
・ViVi公式Twitter投稿5回

・SNS投稿時間は、モデルの都合上、任意となります
・[PR]と表示します
・アップ指定日は数日間の幅の余裕をみていただきます
・表現の仕方はViViモデルl本人にお任せください
・修正の依頼は基本受けられません（マイナスな表現などある場合を除く）
・付けられるハッシュタグ（＃）は3点までとなります
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

金額 G300万円

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材ご入稿
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度） ※校正は1回まで
ViViモデル確定
商品ご送付 → ViViモデル受け取り
お試し感想をViVi公式SNSにアップ →NET ViVi記事へ誘導
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

ViVi公式Instagram
フィードで紹介ViVi公式SNSによる拡散

■ご参考URL
https://www.instagram.com/p/B-
4ZqJ1HXKB/?igshid=9w73er54yxar

フィードまとめ記事
好事例は4500
保存達成!!



おうちdeシリーズ企画（＃おうち時間）企画 - エクササイズ
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運動することは厚生労働省からも求められているため、室内運動を推奨する特集の中で、ト
レーニングウェアやシューズなどを紹介する企画です。
このタイミングで買いそろえる人もいる筈なのでトレーニングエントリー層の獲得に!!

企画概要

詳細・展開イメージ
出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

ViViモデル（ご指定いただけません）

5,000PV

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ ViVi公式Instagramフィードまとめ投稿（エクササイズ方法＋商品＆タグ付け）
・ViVi公式Twitter投稿1回

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

金額 G160万円

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材＆ECリンク先ご入稿
既存のViViコンテンツを再利用した形でタイアップページを制作
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度）※校正は1回まで
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

NET ViViで紹介

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ



おうちdeシリーズ企画（＃おうち時間）企画 – おこもり美容
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マスクをするからこそのワンポイントメイク、メイクをする機会が減っているからこそのスキンケア、
脱毛機器や美顔器などを紹介する企画です。
おうちから友達とチャット飲み、外出した時につけていたマスク荒れに対して、ViViからアドバイスを行う形で商品紹介します！

企画概要

詳細・展開イメージ
出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

ViViモデル（ご指定いただけません）

5,000PV

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ViVi公式Twitter投稿1回

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

金額 G160万円

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材＆ECリンク先ご入稿
ViViモデル確定
商品ご送付 → ViViモデル受け取り
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度）※校正は1回まで
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

NET ViViで紹介

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ



おうちdeシリーズ企画（＃おうち時間）企画 - おこもりトレンド
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外出自粛でつまらない毎日、かと思いきや世の中にこんなに楽しい過ごし方があるなんて！
おこもり生活も悪くない！と読者に楽しく過ごす方法を提案しつつ商品を紹介する企画です。
映画や本、漫画、お取り寄せ、宅配、テイクアウト、レトルトアレンジ、チャット（ZOOM）飲みなどにフィーチャーします

企画概要

詳細・展開イメージ 出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

ViViモデル（ご指定いただけません）

5,000PV

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ViVi公式Twitter投稿1回

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

金額 G160万円

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材＆ECリンク先ご入稿
ViViモデル確定
商品ご送付 → ViViモデル受け取り
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度）※校正は1回まで
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

NET ViViで紹介

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ



なんでもアンケート（ランキング）企画
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商品やサービスなどに対するアンケートを事前に実施し、このような商品（サービス）が人気だ
と記事やInstagramで紹介する企画です。
商品カテゴリーの中で一番好きなものはどれか選んでもらうことによって、若年女性の嗜好が分かるとともに「人気商品」として
一番の商品を紹介します

企画概要

詳細・展開イメージ

出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

なし

5,000PV ／ 保証回答数：600サンプル

・事前SNSアンケート
・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramフィード投稿1回
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿2回(事前アンケート1回/記事誘導1回)
・ViVi公式Twitter投稿2回(事前アンケート1回/記事誘導1回)

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

金額 G160万円

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入
アンケート内容決定（１問限定：選択肢は４問まで）※簡易集計にご協力ください
ViVi公式SNSにて、アンケート実施 → 集計後に記事作成開始
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度）※校正は1回まで
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

NET ViViで紹介事前SNSアンケート

STEP.1

■事前アンケート
(PR/クライアント名 表記)

テーマを決定して、アンケートを開始
ex)おすすめMOVIEは？
ex)醤油を使って作りたいレシピは？

約40万
フォロワー

＠vivi_mag_official

約20万
フォロワー

STEP.2



Twitterクイズ企画
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商品やサービスのリリースをViViが編集し、そこに商品を紹介するうえでキーポイントとなる
ワードを当てさせるクイズを投稿し、正解した人に該当商品をプレゼントするというクイズ参加
意欲を煽る企画です。
ViVi読者は参加型プレゼントキャンペーンが大好きです!

企画概要

詳細・展開イメージ

出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

なし

30,000imp

・ViVi公式Twitter投稿1回
・正解者へのプレゼント発送事務

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

特になし

金額 G60万円

作業工程

オーダー受領後、リリース入稿＆キーワード設定
クイズ投稿文言決定（スピード企画のため、校正1回）
ViVi公式Twitterにてクイズ投稿
正解者の中からプレゼント当選者決定
正解者にプレゼント発送
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから２週間
で実施可能！

Twitterクイズ投稿 当選者へプレゼント発送

✓ クイズ企画にして参加型にすることでエンゲージメントを高めます！
✓ 興味を持って考えて答えを出すことで、ブランドをしっかり覚えてもらう
きっかけを作ります！

キーワードを決定して、キーワードを当てる
クイズを出題し、正解者には該当商品を
プレゼントすると告知して回答コメントをも
らいます
ex)GUが今シーズン推しているカラー
「○○○カラー」の○に入る答えをコメン
トしてね！当たった人にはスカートをプレ
ゼント!!



コスメ モデルリレー簡易動画企画
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ViViモデル１人につき１つずつアイテムを紹介し、合計3人がTikTok風に踊りながら次の人
へバトンパスしていき、商品ラインナップを紹介する企画です。とにかく話題性が狙いです。

企画概要

詳細・展開イメージ
出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

ViViモデル3名（ご指定いただけません）

SNS再生回数 3万回（Instagram、Twitter 合計の数値）

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ViVi公式Instagramフィード投稿1回
・ViVi公式Twitter投稿1回

・[PR]と表示します
・表現の仕方はViViモデルl本人にお任せください
・修正の依頼は基本受けられません（マイナスな表現などある場合を除く）
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
・付けられるハッシュタグ（＃）は3点までとなります
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月、モデルの競合排除はいたしません

金額 G300万円

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材ご入稿
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度） ※校正は1回まで
ViViモデル確定
商品ご送付 → ViViモデル受け取り
ViViモデル自撮り動画を編集
ViVi公式SNSにアップ →NET ViVi記事へ誘導
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

NET ViViで紹介ViVi公式SNSによる拡散

https://www.tiktok.com/@vivimag_official/video/6812192530839424258
■イメージ動画はコチラ

ViVi公式Instagram
フィードで紹介



今日はみんなで○○しよう！企画
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Instagramストーリーズで「今日はみんなで○○しよう！」とViViが読者に呼びかける企画
です。○○はクライアント商品に連動するテーマを設定します。
おこもりで飽きて、やる事を探すのも面倒になってきた時に、参加型でみんなと同じことをしている気持ちになれる企画をタイアッ
プとして実施します!! 「今日の○○について、オリジナルハッシュタグをつけてみんなアップしてね！」と拡散を煽ります。

企画概要

詳細・展開イメージ

金額 G150万円

ViVi公式SNSによる拡散

出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

なし

5,000PV

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ViVi公式Twitter投稿1回

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材ご入稿
テーマを決定
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度）※校正は1回まで
Instagramストーリーズ投稿、 Twitter投稿
＃今日はみんなで○○しよう 拡散計測
→投稿者の中からグランプリを選定し、プレゼント発送
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

ViViが選んだグランプリ
へプレゼント発送テーマを決定して、Instagram投稿

ex) 今日はみんなでメイクレッスンしよう！
ex) 今日はみんなでレモンサワーで乾杯しよう！

NET ViViで紹介

オーダーから1ヶ月
で実施可能！



クライアント様素材活用企画
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クライアントECの商品をピックアップしてViViコンテンツとして記事を制作し、人気のViVi公式
LINEから記事へ誘引する企画です。
新規の撮影なし！いただいた素材をViViでアレンジし、読者ウケする記事を制作してECサイトへ誘導します！

企画概要

詳細・展開イメージ

金額 G120万円

出演者

保証内容

実施内容

留意事項

記事公開

備考

なし

5,000PV

・NET ViViタイアップページ制作
・ViVi公式Instagramストーリーズ投稿1回
・ViVi公式Twitter投稿1回
・ViVi公式LINEAプラン (タイアップページへ誘導 ※貴社サイトへのリンクは＋G15万円)

・[PR]と表示します
・スピード企画のため、校正は1回までとさせていただきます
※業種によりTUを受けられない可能性がありますので事前にご相談ください

月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

掲載期間は１ヵ月

作業工程

オーダー受領後、タイアップオリエンシート記入、素材ご入稿
NET ViViタイアップページ制作（ラフ出し～アップまで３週間程度）※校正は1回まで
タイアップレポートご提出
（掲載終了後２週間後目途）

NET ViViで紹介

オーダーから1ヶ月
で実施可能！

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ

商品情報ご紹介
→貴社ECサイトへ

LINEからも誘引

吹き出し

画像
1/4
サイズ



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
お問い合わせ先：工藤 美穂

〒112-8001｜東京都文京区音羽2-12-21 
Mail｜mi-kudo@stf.kodansha.co.jp

TEL｜03-5395-3641 
FAX｜03-3945-9128

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
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企画一覧

32

ノンブル 企画名 金額

P33 コスメアンバサダーオンライン座談会企画 G200万円

P34 YouTubeライブ オンラインイベント企画 G200万円

P35 「イチオシコスメお試し」連合インスタライブ企画 G200万円

P36 掲載済み記事 再編集＆再掲載企画 G180万円

P37 定型フォーマット記事企画 G180万円

P38 VOCE公式Instagram単独パッケージ企画 G60万円

時世柄、どうしても積極的にお出かけできない日々が続いています。

「お出かけできない、でもコスメを買いたい！」と、うずうずしていている、“美容好き”さんに向けて、

#STAYHOME #ENJOYBEAUTYと銘打ち、すぐに実施いただける特別企画を多数ご用意
いたしました。

やむをえずイベント中止された広告主様の代わりに、VOCEが一丸となり“美容好き”さんへ情報をお届け

します。ぜひ、VOCEにお任せください。
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オンライン上で事前サンプリングしたコスメについて語り合います！
濃度の高いコスメオタクさんの声が聞けるZoomミーティング機能を活用したオンライン座談会企画をご案内いたします。VOCEがZoomのホストと
なり、コスメアンバサダーもしくはVOCEST!、クライアント様にURLを付与します。事前にクライアント様サンプル製品を送付して、オンライン座談会
実施時に一緒にサンプル製品を使用することで、使用感などの感想をリアルタイムで聞いていただくことが可能となります。

コスメアンバサダーオンライン座談会企画

33

企画概要

協賛条件

保証内容

出演者

留意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画
1回のオンライン座談会につき5社限定

①オンライン座談会運営一式(サンプリング商品発送／台本制作)
②オンライン座談会にコスメアンバサダーもしくはVOCEST!10名アサイン
③オンライン座談会に参加したコスメアンバサダーもしくはVOCEST!5名

Instagramポストトータル3万リーチ保証
④VOCE公式Instagramの「フィード」内、1回ポスト

VOCE編集部員1名＋コスメアンバサダーもしくはVOCEST!10名

詳細・展開イメージ

G200万

オーダーから30営業
日で実施可能！

開催日時：5月中旬、6月中旬予定
保証時間：クライアント様製品PRタイム＋製品体験含め、1社様20分想定
参加人数：10名(コスメアンバサダーもしくはVOCEST!)
紹介製品点数：1SKU(3品まで)

✓ 外出せず、好きな場所で思いっきりコスメについて語り合う
ことできます！

✓ かなり感度の高いコスメ好きさんに、製品の使用感などを聞くこと

ができ、マーケティングとしてもご活用いただけます！

ZOOM座談会保証
内容.1

作業工程

✓ 当企画専用オリエンシートご記入(オンラインオリエン前にご提出願います)

✓ オンラインにてオリエン実施
✓ オンライン座談会台本のご確認
✓ オンライン座談会参加者分のサンプリング商品とリリースのご手配

ZOOM上で同じ
製品を試せます！

金額

パソコンやスマートフォンを使って、セミナーや
ミーティングをオンラインで開催するために
開発されたアプリです。質疑応答機能なども
利用できます。

✓ オンライン座談会内PRタイムは、ご協賛社様が参加してお話いただくこと
も可能です。ご参加が難しい場合は編集部員が代わりに対応させていた
だきます。

✓ オンライン座談会で使用するサンプルまたは現品とリリースを、編集部員
含め、参加者人数分(予備分含め)合計20セットほどご用意願います。

✓ オンライン座談会に参加するコスメアンバサダーもしくはVOCEST!は
編集部に一任いただきます。

✓ インターネット回線の状況や、その他視聴者のデジタル環境により映像が
途切れたり停止するなど正常に視聴できないことがございます。1社様
あたり20分中10分(実施時間の1/2以上)正常に配信できない場合は、
別日にて再度実施させていただきます。
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YouTubeライブ配信動画でイベント参加気分を体験！
イベント同様、事前に参加者を募り、その参加者にクライアント様の製品をオンラインイベント前にお送りさせていただきます。クライアント様製品に
ついて、美容家さんから編集者が事前レクチャーを受け、その内容を参加者のみが見られる動画でYouTubeライブ配信します。今回は、参加者
限定公開とさせていただくことで、イベントに参加している感を高めることができます！

YouTubeライブ オンラインイベント企画

34

企画概要

実施条件

保証内容

出演者

留意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画
1ヶ月内3社限定／1回のオンラインイベントにつき1社限定

①オンラインイベント運営一式(サンプリング商品発送／台本制作）
②オンラインイベント募集記事掲載(想定PVなし)

VOCE編集部員1名

詳細・展開イメージ

金額 G200万

保証時間：30分想定
募集人数：50名
紹介製品点数：1SKU(5品まで)

✓ 参加者のみに向けてライブ動画を配信することで、より「自分事化」していた
だくことができます！

✓ 美容家さんからレクチャーを受けた内容をお届けすることで、信頼感を高める
ことができます！

✓ ご提供いただいたクライアント様製品を動画を見ながら体験することができる
ため、商品への理解を高めることができます！

✓ 普段イベント参加ができない地方在住の方もご参加いただくことができま
す！

オンラインイベント保証
内容.1

作業工程

✓ 当企画専用オリエンシートご記入(オンラインオリエン前にご提出願います)

✓ オンラインにてオリエン実施
✓ オンラインイベント台本のご確認
✓ オンラインイベント参加者用現品のご手配

オーダーから20営業日
で実施可能！

寄せられた
コメントにも

可能な限りお答
えします!

ライブ動画を
見ながら一緒に

体験！

質問や感想を
書き込み！

✓ 編集部員の自宅から配信する可能性もございます。その場合は、
通常のライティング対応が出来かねます。

✓ オンラインイベントの撮影現場立ち合いはお断りさせていただきます。
✓ インターネット回線の状況や、その他視聴者のデジタル環境により、
映像が途切れたり停止するなど正常に視聴できないことがございます。
1社様あたり30分中20分(実施時間の2/3以上) 正常に配信
できない場合は、別日にて再度ライブ配信させていただきます。

✓ 限定公開のオンラインイベントとなるため、動画の二次利用等は
お断わりいたします。
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コスメを買いたい欲を高め、販促効果抜群！
時世柄、化粧品が試したくても試せない・・・そんな「コスメを買いたい！」欲を解消するために、VOCE編集部員が“美容好き”さんの代わりに、
とことん製品をお試しするインスタライブと、VOCE広告企画では初お目見えとなるTIGを盛り込んだ企画をご案内いたします。

「イチオシコスメお試し!」連合インスタライブ企画

35

企画概要

実施条件

保証内容

出演者

留意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画
1回実施につき5社限定
※競合排除なし

①編集部主導連合インスタライブ運営一式(台本制作)
②TIG付け短尺動画制作(1分想定)

VOCE編集部員1名

詳細・展開イメージ

G200万

オーダーから15営業
日で実施可能！

開催時間：1社あたり5分想定
紹介商品：1SKU(3品まで)

✓ 「散財が止まらない！」いうフォロワーの声が多数寄せられ、
上半期も申し込み殺到のインスタライブ企画B協賛を特別価格
でお試しいただけます！

✓ TIG付けをすることで、クライアント様のECサイトなどに遷移することができ、
販売促進効果を促すことができます！

編集部主導
連合インスタライブ

保証
内容.1

TIG付け
短尺動画制作

保証
内容.2
インスタライブ終了後、クライアント様ごとに
1分の短尺動画制作。その動画に、
ご希望のURL(最大3つまで)をお伺いして、
そのURLに合ったTIGを動画に付けます。
その動画をVOCE公式Instagramの
「ストーリーズ」に掲出いたします。

作業工程

✓ 当企画専用オリエンシート記入(オンラインオリエン前にご提出願います)

✓ オンラインにてオリエン実施
✓ インスタライブ台本のご確認
✓ インスタライブ内ご紹介製品とリリースのご手配
✓ TIG動画校正のご確認

A社

B社

動画サンプル
はこちら！

短尺動画【1分想定】

VOCE公式
Instagram
フォロワー数

32.2万人

TIG

クライアント様
ご希望のURL
に遷移します！

金額

✓ インスタライブ出演者はVOCE編集部員のみとさせていただきます。
併せて、編集部員の自宅から配信する可能性もございますので、
その場合はライティングの保証ができない場合がございます。

✓ 編集部主導インスタライブとなるため、撮影現場立ち合いはお断り
させていただきます

✓ インスタライブ内で紹介する製品順は、すべてのご協賛社さま製品
が揃い次第、編集部で決めさせていただきます。

✓ インターネット回線の状況や、その他視聴者のデジタル環境により、
映像が途切れたり停止するなど正常に視聴できないことがございます。
1社様あたり5分中3分(実施時間の2/3以上) 正常に配信
できない場合は、別日にて再度ライブ配信させていただきます。

＜インスタライブ実施予定日／隔週水曜日19時～予定＞

✓ 5月13日(4月22日申し込み締め切り) ✓ 5月27日(4月28日申し込み締め切り)

✓ 6月10日(5月20日申し込み締め切り) ✓ 6月24日(6月3日申し込み締め切り)
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編集コンテンツ活用！
VOCEウェブサイトに掲載済みの記事を活用するタイアップ企画をご案内します。掲載済み記事内で紹介している製品もしくは関連製品を、編集
部員もしくはVOCEST!1名がセルフィーで撮影した画像と共に製品使用コメントを追加、再編集して掲載します。さらに、いまVOCEと親和性の
高い外部誘導もパッケージさせていただきます。

掲載済み記事 再編集＆再掲載企画
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企画概要

実施条件

保証内容

出演者

留意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画／社数限定なし

①再編集CMS版タイアップ(1ヶ月掲載／想定PV7,000～10,000)
掲載済み記事と編集部員もしくはVOCEST!1名による製品
使用コメントとセルフィー画像を追加、再編集して掲載

②外部誘導5,000CLICK保証
Instagram＆Facebook(PO配信)＋Logly

VOCE編集部員もしくはVOCEST!

詳細・展開イメージ

G180万

オーダーから15営業
日で実施可能！

✓ すでに掲載している記事に編集部員(もしくはVOCEST!)の体験記事を追加

することで、再度製品のPRをすることができます！
✓ 掲載済みの素材を使用することで、通常のタイアップ実施で想定される3密

(対面オリエン、複数名による撮影立ち合い等)を全て回避します。

再編集CMS版
タイアップ

保証
内容.1

作業工程

✓ 当企画専用オリエンシート記入
※オンライン含め、オリエンは実施いたしません。

✓ タイアップラフのご確認
✓ タイアップ校正のご確認
✓ 外部誘導クリエイティブのご確認

金額

保証
内容.2

外部誘導

click保証

掲載済み記事内で
取り上げた製品もしくは
関連製品の使用コメント
とセルフィー画像を追加！＋

編集部で掲載済み
記事をPickUp！

＆

再編集して、
「PR付き」の

オリジナルタイアッ
プとして掲載！

外部誘導セット
✓ 使用コメント記事の出演者はVOCE編集部員もしくはVOCEST!

1名とさせていただきますが、編集部員人数の増員やVOCEST!の
希望などございましたら、別途お見積りさせていただきます。

✓ 新規取り下ろしの使用コメントのセルフィー画像は1名につき1点
とさせていただきます。

✓ オリエン実施はせず、当企画専用のオリエンシートのみとさせていた
だきます。



Copyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights Reserved

最速でクオリティの高いタイアップを提供！
撮影が難しい中でも、VOCEは読者が知りたい美容情報をお届けします！定型フォーマットに則り、制作することで、とにかく最速でオリジナルCMS
版タイアップを掲載できる企画をご案内いたします。さらに今回は、外部誘導もパッケージに含ませていただきます。

定型フォーマット記事企画

37

企画概要

実施条件

保証内容

出演者

留意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画

①定型フォーマットCMS版タイアップ1ヶ月掲載
(1ヶ月掲載／想定PV7,000～10,000)

②外部誘導5,000CLICK保証
Instagram＆Facebook(PO配信)＋Logly

③VOCE公式Instagramの「ストーリーズ」内、1回ポスト

VOCE編集部員もしくはVOCEST!、合計4名

詳細・展開イメージ

G180万

オーダーから10営業日
で実施可能！

✓ オリジナルCMS版タイアップのクオリティをKeepしつつ、とにかく最速で掲載する
ことができます！

定型フォーマット記事掲載保証
内容.1

作業工程

✓ 当企画専用オリエンシート記入
※オンライン含め、オリエンは実施いたしません。

✓ タイアップ内出演者への商品、リリースご手配
✓ タイアップ校正ご確認
✓ 外部誘導クリエイティブご確認

金額

保証
内容.2

外部誘導

click保証

4名分の使用コメントと製品画像1枚と

セルフィーでの画像1枚でタイアップページを
構成！

誘導

保証
内容.3
VOCE公式
Instagram
1回ポスト

＆

外部誘導セット

例:「ZOOMメイク企画」も
すぐに制作＆公開！

動画サンプルはこちら→

✓ 出演者はVOCE編集部員もしくはVOCEST!4名とさせていただ
きますが、編集部員人数の増員やVOCEST!の希望などござい
ましたら、別途お見積りさせていただきます。

✓ 出演者のセルフィ―画像は1名につき1点とさせていただきます。
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とにかく最速で拡散が見込めます！
VOCE初！のVOCE公式Instagramのみのパッケージとなります。商品とリリースをお送りいただき、「ストーリーズ」と「フィード」に投稿します。
さらに、カラーメーキャップ製品に関しては、追加でスウォッチも付けさせていただきます。

VOCE公式Instagram単独パッケージ企画
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企画概要

実施条件

保証内容

出演者

留意事項

2020年4月～7月末日まで限定企画／社数限定なし

①VOCE公式Instagram「ストーリーズ」と「フィード」各1回ポスト

ー

詳細・展開イメージ

G60万

オーダーから5営業日
で実施可能！

✓ とにかく5営業日という、最速でクライアント様製品の掲載ができます。

✓ チェックバックのお手間を減らすことができます！

各種SNS投稿保証
内容.1

協賛社さま
依頼事項

✓ 当企画専用オリエンシート記入
✓ 掲載製品、リリースご手配
✓ Instagram掲載内容のご確認(事実確認とさせていただきます)

金額

VOCE公式
Instagram
フォロワー数

32.2万人

フィード

✓ 掲載する製品点数は、1SKUまでとさせていただきます。
✓ 製品画像は最大3カットまでとさせていただきます。
✓ 各種SNS投稿日に関しては、ご希望日から約3日間の幅をいた
✓ だきます。
✓ [PR]と表記がつきます。
✓ Instagram内の表現の仕方は基本的にはVOCE編集部に
一任いただき、校正のご確認は事実確認とさせていただきます。

✓ 付けられるハッシュタグ(＃)は3点までとなります



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
お問い合わせ先：鍵和田（t-kagiwada@kodansha.co.jp）柳瀬（m-yanase@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

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
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企画一覧

ノンブル 企画名 金額

P41 オンライン共創会議企画 G200万円

P42 グノシーQコラボ企画 G250万円

P43 タイアップ広告「現代ビジネス」ブースト G200万円

P44 タイアップ広告「mi-mollet」相互リンク G200万円

P45 タイアップ広告 「mi-mollet」相互リンク企画 G200万円
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オンライン共創会議企画

テーマ SDGsに関連したテーマ設定

内容

・共創会議名に「FRaU」と共にスポンサー名称可能
・「FRaU web」にて事前告知記事
・開催時にご出演いただきプレゼン時間10分程度 提供
・終了後にオリジナルCMSタイアップ記事（事後レポート記事）

金額 G200万円（キャスティングや構成等によって、費用が変動する場合がございます）

対象ユーザー FRaU SDGs会員をメインに50～100名程度（想定）

備考
・1時間程度の共創会議を想定しております
・1テーマにつき1スポンサー限定
・Zoomミーティング及びウェビナー機能などを活用したメニュー

企画概要

詳細・展開イメージ

FRaU SDGs会員を対象にZoomを活用したオンライン共創会議を開催

わたしたちの生活環境が大きく変化を迎える中で、「FRaU」は読者と共にこれからの事を
考えて行きたいと思います。

そこでFRaU SDGs会員を対象にZoomを活用したオンライン共創会議を開催いたします。こ
の共創会議にご協賛をいただけるパートナー様を募集！
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グノシーQ コラボ企画

テーマ FRaU × グノシーQ “SDGsクイズ”キャンペーン

内容

▼「FRaU web」
∟オリジナルCMSタイアップ記事（取材及び撮影なし／支給素材にて作成）

▼「グノシーQ」
∟特別番組の放送／クイズキャンペーン実施

実施時期 2020年7月上旬 予定（申込締切：2020年5月中旬まで）

金額 G250万円（キャスティングや構成によって、費用が変動する場合がございます）

情報キュレーションアプリ「グノシー」との共同企画！

いち早く「SDGs」タブを設けて情報発信を続ける「グノシー」内の人気コンテンツクイズ
ライブ動画番組「グノシーQ」とFRaUのコラボ企画になります。

企画概要

詳細・展開イメージ
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【参考資料】「グノシーQ」とは

■「グノシーQ」配信概要
情報キュレーションアプリ「グノシー」内でライブ配信している、トリビアクイズ番組です。
全問正解者で賞金を山分けできます。
・配信時間：毎日21:30～
・公式Twitter：https://twitter.com/gunosy_live
※番組の内容や配信は予告なく変更になる場合があります。

Gunosyが提供するライブ動画コンテンツ「グノシーQ」

Gunosyのユーザー層は20～30代が5～6割を占め、男女比は6:4
となっています。職業は会社員が半数を占め、学生は10％強に
とどまっています。年齢層に偏りがなく、幅広くリーチさせたい
というニーズに応えられるのがグノシーの広告の特徴です。

https://twitter.com/gunosy_live
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タイアップ広告「現代ビジネス」ブースト企画

▼「現代ビジネス」誘導

「FRaU web」メニュー名 想定PV 掲載費 制作費 掲載期間 サービス告知

CMS タイアップ広告 8,000PV
※PC＋SP4週間掲載 G80万円 G60万円 4週間 FRaU公式Facebook＆Twitter･･･各1回

期間限定セット金額 G200万円

保証PV 18,000PV

備考
取材及び撮影なし／
支給素材にて作成

企画概要

詳細・展開イメージ

「“私らしさ”を大切にする女性たちへ」をテーマに、SDGs、結婚・子育て、旅など、幅広い
カテゴリから、真の心地よい生き方を目指す女性たちのための最新情報をお届けする

「FRaU web」。

期間限定にて「FRaU web」オリジナルCMSタイアップ広告と月間2,000万UUを誇る日本最
大級のビジネス＆ニュース情報サイト「現代ビジネス」とのブースト誘導セットが特別金額に
！
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タイアップ広告 「mi-mollet」相互リンク企画

「mi-mollet」メニュー名 想定PV 掲載費 制作費 掲載期間 サービス告知

CMS タイアップ広告 7,000～10,000PV
※PC＋SP4週間掲載 G160万円 G60万円 4週間 ミモレ公式Facebook＆Twitter･･･各2回

通常メールマガジン･･･各1回

期間限定セット金額 G200万円

保証PV（両メディア合算） 20,000PV

備考
・取材及び撮影なし／支給素材にて作成
・掲載開始と同時に両メディアにおいて相互リンク（4週間以内であれば掲載開始時期変動可）

「FRaU web」メニュー名 想定PV 掲載費 制作費 掲載期間 サービス告知

CMS タイアップ広告 8,000PV
※PC＋SP4週間掲載 G80万円 G60万円 4週間 FRaU公式Facebook＆Twitter･･･各1回

企画概要

詳細・展開イメージ

「明日の私へ、小さな一歩！」をテーマにするミドルエイジ女性のためのwebマガジン

『mi-mollet』と「“私らしさ”を大切にする女性たちへ」をテーマにする『FRaU web』。

F2層への圧倒的な影響力を有する両メディアのタイアップ連携企画！

さらにOTAKADブーストをセットにしたPV保証にてご提供いたします。
※「mi-mollet」 30～40代ユーザー（58％）／ 「FRaU web」30～40代ユーザー（48％）



mi-mollet.com

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
お問い合わせ先:亀山（h-kameyama@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
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企画一覧

ノンブル 企画名 金額

P48 ミモレ「過去実施タイアップ」の再編集＆再掲載企画 G100万円

P49 ミモレ #StayHome インスタライブ企画 G100万円

P50 ミモレ #StayHome 『おうち生活のススメ』企画 G150万円

P51 超特急で完成させます！ニュース記事企画 G50万円

P52 おうちでもショッピング！EC販促支援企画 G60万円/G80万円

P53 製品サンプルの有効活用企画 G100万円

P54 PV保証！30-40代向けFRaU×ミモレ相互リンクタイアップ G200万円

※いずれの企画もアレンジ・カスタマイズすることができます。弊社営業まで、ご相談ください
※ご案内しているすべての企画に＜PR＞表記が入ります
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ミモレ「過去実施タイアップ」の再編集＆再掲載企画

企画概要

詳細・展開イメージ

金額 G100万円

✓既存素材の活用で3密回避
✓ 新たな撮影の実施が難しい状況下でも、既存資産を再活用することでプロ
モーションの実施が可能となります。

✓ 通常のタイアップ実施で想定される3密（対面オリエン、複数名による撮影立
ち合い等）を全て回避します。

実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容

✓ 過去に実施したタイアップアップ記事（CMS形式）の再編集、
再掲載

✓ 1記事あたり1～2ページ程度(SP最適化)
✓ 誘導：ミモレ公式Faceook&Twitter各1回、
通常メールマガジン各1回

✓ 想定PV数：5,000～10,000 PV

留意事項

✓ タイアップ記事の作成には、過去実施のタイアップより写真を」
流用し、タイトルと本文を新規で書き起こします

✓ 新規で美容家等のコメントを取材・掲載することも可能です
✓ 新規撮影は、編集・スタッフによるスマホ撮影のみお受けします
✓ 記事内に掲出するURLの数に制限は設けません

作業工程
✓ オリエンシートをご記入いただきます
✓ ご希望がございましたら、オンラインにてオリエンを実施します

過去実施タイアップ素材を 再編集して再掲載

誘導

ミモレ公式Faceook 1回
ミモレ公式Twitter 1回
通常メールマガジン各1回

撮影を省くために、過去にミモレで実施したタイアップを再編集します
人が集まるスタジオでの撮影が難しい今だからこそ、貴社がミモレで過去に実施されたタイアップを再編集して再掲載する企
画になります。通年で販売されている製品の訴求にオススメで、再編集することでユーザーには、新たな魅力をお伝えします。
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ミモレ #StayHome インスタライブ企画

企画概要

詳細・展開イメージ

G100万円

✓自宅からのライブ配信で3密回避
✓ 製品のご提供・お貸出しが可能なクライアント様に限ります。
✓ 編集部員の自宅もしくは安全な場所からライブ配信を実施
✓ 学ぶ意欲と共感度の高いミモレ読者に伝わりやすい、編集部員の実体験に
基づくレクチャー＆体験談で訴求。

実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容

✓ インスタライブ1回（30分前後）
✓ ライブ前：ミモレwebサイトでのイベントの募集告知と製品紹介の

タイアップ記事1本（事後レポート無し）
✓ ライブ前：ミモレ公式Instagramフィード枠・ストーリーズ枠で各

１回ずつ告知
✓ ライブ後：ミモレ公式Instagramのフィードに使用した商品紹介

１回ポスト
✓ ライブ後：ミモレ公式Instagramのストーリーズに24時間格納
✓ インスタライブ収録動画をミモレYoutubeチャンネルに１ヶ月アップ
✓ ミモレ公式InstagramのIGTVに格納

留意事項 ✓ 月～金曜日（土・日・祝日を除く）で応相談

作業工程
✓ オリエンシートをご記入いただきます
✓ オリエン前までにご送付お願いします
✓ オリエン：オンライン（Zoom等）での実施を予定しています

出演者・場所 ✓ ミモレ編集部員1名、編集部員の自宅想定

インスタライブ事前告知
＆メインアイテム紹介

インスタライブ実施

＊ライブ出演者は1名の予定です

金額

＊各施策想定指標
告知タイアップ記事：3,000～5000PV／インスタライブ：総視聴者数14,000名
インスタフィード：10,000～20,000 imp／インスタストーリーズ：3,000～6,000 imp

誘導
●ライブ前
ミモレ公式Insagramフィード 1回
ミモレ公式Insagramストーリーズ 1回

●ライブ後
ミモレ公式Insagramフィード 1回

ミモレ編集スタッフが貴社製品・サービスを徹底解剖してお伝えします
製品のお貸出し・ご送付が可能なクライアント様限定の企画です。ミモレ編集スタッフが使用感を中心に、製品の魅力を
ミモレユーザーお届けします。期間限定企画として、編集スタッフの自宅や安全が確保された場所からライブ配信します！



Copyright ⓒ2020 KODANSHA All Rights Reserved 50

ミモレ編集部が、自宅での過ごし方をご提案する企画です
#StayHomeのハッシュタグを用いて、ミモレ編集スタッフが貴社製品を使って『おうち生活の楽しみ方』をご提案する
タイアップ企画です。製品撮影と編集部スタッフの自撮り等は、スマホで対応させていただきます。

ミモレ #StayHome 『おうち生活のススメ』企画

企画概要

詳細・展開イメージ

G150万円金額

実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容

✓ タイアップアップ記事（1記事、CMS形式）
✓ 誘導：ミモレ公式Faceook&Twitter各1回、通常メール
マガジン各1回

✓ 想定PV数：5,000～10,000 PV

留意事項

✓ タイアップ記事の作成には、スマホ撮影による製品写真、編集
部員の自撮り写真を中心とした素材を使用します
（モデル撮影をご希望の際は、ご相談ください）

✓ 掲載写真点数10点まで
✓ 記事内に掲出するURLの数に制限は設けません

作業工程
✓ オリエンシートをご記入いただき、オリエン前までにご提出ください
✓ オリエンは、オンライン（Zoom等）での実施します

掲載イメージ（PCサイト） 掲載イメージ（SPサイト）

✓編集部員からおうちでの楽しみ方を提案
✓ 製品のお貸出し・ご送付が可能なクライアント様に限ります
✓ おうちの中での楽しみ方という文脈に即した楽しみ方を提唱します

誘導 ミモレ公式Faceook 1回
ミモレ公式Twitter 1回
通常メールマガジン各1回
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とにかく急いでがんばります！ 5営業日後には、ミモレで記事掲載！
通常、数週間いただいています企画。この時期だからこそ！ 写真データとリリースをいただいてから、5営業日後には、
ミモレにて記事掲載いたします。超特急でニュース記事タイアップを実施されたいとき、ミモレがお手伝いさせていただきます！

超特急で完成させます！ニュース記事企画

企画概要

詳細・展開イメージ

✓スピード命
✓ これまでにないスピード優先のご対応で、5営業日後にはリリースを掲載します 金額 G50万円

実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容 ✓ 最新ニュースを伝える『mi-mollet NEWS FLASH』体裁にて
掲載。但し、取り上げ内容によっては、from editorsフォーマッ
トを使用する場合もあります。（CMS形式）

✓ 1か月間掲載
✓ 誘導：ミモレ公式Facebook&Twitter各1回、通常メールマ
ガジン各1回

✓ 想定PV数：3,000～8,000

留意事項
✓ 写真データ（高解像度のJpeg）と製品リリースをご用意いた
だきます

✓ オリエンシートをご記入いただきます
✓ オリエンの実施はございません
✓ 掲載写真点数10点までとさせていただきます

作業工程 ✓ 写真データと製品リリースのご提出後、3営業日後に初稿を
作成します

✓ 校正1回のお戻し後、翌営業日に掲載

掲載イメージ（PC/SPサイト） 誘導枠一覧（PC/SPサイト）

誘導 ミモレ公式Faceook 1回
ミモレ公式Twitter 1回
通常メールマガジン各1回
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①投稿1回 G60万円
②投稿2回 G80万円

ミモレ公式IGストーリーズから、ユーザーの買い物欲を引き出します
ミモレがご好評いただいています『ECでの高い購買力』を実感いただける企画です。ミモレ編集スタッフが自宅等からスマホで
製品を撮影。貴社ECサイトへダイレクトリンクを飛ばすことで、ECサイトへの送客をご支援いたします。

おうちでもショッピング！EC販促支援企画

企画概要

詳細・展開イメージ

✓EC販促支援・インスタストーリーズ
✓ 店舗・対面販売の自粛・制限によってEC販促を強化している皆様をサポート
✓ ECサイトを持たれているかつ製品のお貸出しが可能なクライアント様に限ります

ミモレ公式インスタストーリーズから 貴社ECサイトへ 実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容

①ミモレ公式Instagramストーリーズ投稿1回（24時間）
✓ ミモレ公式Instagramフィード1回
②ミモレ公式Instagramストーリーズ投稿2回（48時間）
✓ ミモレ公式Instagramフィード2回

留意事項

✓ 制作するクリエティブは投稿回数に準じます。（①ストーリーズ
投稿1回は1パターン、②ストーリーズ投稿2回は2パターン）

✓ 通常タイアップへのオプションとしてもご活用いただけます
✓ ECサイトをお持ちのクライアント様に限ります

作業工程
✓ オリエン前に、オリエンシートをご記入いただき、撮影する製品
をご送付いただきます

✓ オリエンは、オンライン（Zoom等）で実施いたします

＊各施策想定指標
インスタフィード：10,000～20,000 imp／インスタストーリーズ：3,000～6,000 imp

金額

誘導
ミモレ公式Insagramフィード 1回 or 2回
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貴社の製品サンプルやノベルティをミモレユーザーがお試しレポート
イベント実施予定日の変更等により、用途未定となりましたサンプルやノベルティ等をミモレユーザーにお試しいただきます。
タイアップ記事内では、プレゼント告知と合わせて簡易的なユーザーアンケートを依頼し、その結果も共有させていただきます。

製品サンプルの有効活用企画

企画概要

詳細・展開イメージ

G100万円

サンプルの有効活用
✓ イベント・プロモーション中止・延期によって発生したサンプルを有効活用すること
ができます

✓ プレゼント応募時にアンケートを実施し、簡易的なテストマーケティングが可能に

実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容

✓ プレゼント募集の告知記事タイアップ（CMS形式）
✓ 告知記事内にプレゼント応募用アンケート項目設置（5～7
問）

✓ 1か月間掲載
✓ 誘導：ミモレ公式インスタストーリーズ、Facebook&Twitter
各1回、通常メールマガジン各1回

✓ 想定PV数：3,000～8,000
✓ 当選者へのプレゼント発送（20個まで。21個以上は別途実
費をいただきます。）

留意事項

✓ 写真素材は10点まで掲載可能です
✓ 編集部の自撮りやスマホ撮影写真が入る可能性があります
✓ プレゼント発送は編集部が行います
✓ アンケート回答は20名を想定。人数増のご相談可能です

作業工程
✓ オリエンシートをご記入いただきます
✓ オリエンは実施いたしません
✓ 写真データもしくは、製品と製品リリースをご提出いただきます

金額

「プレゼント＆アンケート依頼」タイアップ

✓ 編集部員の製品使用コメントを含めたタイアップ記事を作成
✓ タイアップ記事内でプレゼントの募集および応募者へのアンケー

トを実施（5～7問）

プレゼント発送

誘導 ミモレ公式Faceook 1回
ミモレ公式Twitter 1回
通常メールマガジン各1回
ミモレ公式Insagramフィード 1回

✓ 当選者への発送は、個人
情報保護法の観点より、
編集部より行います
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30～40代ユーザーをもつFRaU×mi-mollet連携PV保証企画
30～40代女性に影響力を有するmi-molletとFRasU。両メディアのタイアップページにて、相互リンクが可能になります。
OTAKADブーストをセットにし、20,000PV保証にてご提供いたします。※「mi-mollet」 30～40代ユーザー（58％）／ 「FRaU web」30～40代ユーザー（48％）

）

20,000PV保証！30-40代女性向けFRaU×ミモレ相互リンクタイアップ

企画概要

詳細・展開イメージ

G200万円

実施期間 ✓ 2020年4月～7月末日まで

保証内容

FRaU、ミモレタイアップの累計PV数20,000PV保証
●ミモレタイアップ（CMS形式、4週間掲出）
✓ 誘導：ミモレ公式Facebook&twitter各1回、通常メールマ
ガジン1回

●FRaUタイアップ（CMS形式、4週間掲出）
✓ 誘導：FRaU公式Facebook&Twitter 各1回
●OTAKADによる誘導

留意事項

✓ ご提出いただいた写真データと製品リリースをもとに記事を作成
します。撮影がご希望の場合は、編集スタッフの自宅でスマホに
よる製品撮影や自撮りになります

✓ 掲載開始と同時に両メディアにおいて相互リンクを設置します
（それぞれの掲出期間である4週間以内であれば、掲載開始
日程を変更することができます）

作業工程
✓ オリエンシートをご記入いただきます
✓ オリエン前までに、写真データとリリースをご提出いただきます
✓ オリエン：オンライン（Zoom等）での実施いたします

金額

誘導

ミモレ公式Faceook 1回
ミモレ公式Twitter 1回
通常メールマガジン各1回

FRaU公式Faceook 1回
FRaU公式Twitter 1回

FRaU、mi-mollet それぞれのタイアップに
相互リンクを設置

各誌誘導枠＆OTAKADOによって
20,000PV保証

mi-molletへのリンク FRaUへのリンク


