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はじめに

島耕作が、貴社とともに
「SDGs活動」を伝え、拡げていきます。

世界・社会が抱える大きな課題に対する、持続可能な開発目標として掲げられているSDGs。
既に大手企業を中心に、多くの企業が取り組みを開始しています。
それぞれの企業にとって「自社のSDGs活動」は、その業態に込められた企業の理念に基づい
ており、投資家やステークホルダー、顧客が共感し、企業の価値を新たに認める基準と
なります。

「島耕作」との対話を通じて、貴社のSDGs活動を消費者により分かりやすく伝え、その活動
に対する共感を獲得し、それにとどまらず、消費者個々の生活の中での、SDGs活動を考える
きっかけとします。
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企画趣旨

【背景】企業にとって重要な経営課題となっているSDGs
SDGsが掲げる17分野は、いずれも社会が抱える大きな課題であり、企業は事業を通して、その
課題に取り組むべきだという考えが急速に広がっている。

【企業課題】「SDGs」を通じて、企業価値向上につなげる
企業にとって、投資家やステークホルダー、顧客に「自社のSDGs活動」をどう伝えるかが重要
な課題となっている一方で、企業からの一方的なメッセ―ジは消費者からなかなか受け取っても
らえない時代になってきている

【ゴール】 貴社のSDGs活動の伝達、「島耕作」とともにSDGs
活動の土壌を拓く（新しい生活価値）
自社からの広告メッセージでは、顧客やステークホルダーに対して、ストレートに伝えにくい、
伝わりにくい。そうした課題のソリューションとして「島耕作との対話」により第3者の視点か
ら伝えます。そして、消費者とともに新しい生活価値とは何かを考え、その生活価値にふさわし
い企業の在り方を探ります。

「島耕作」が多様な企業との対話を通じて、企業の新たな価値基準「SDGs活動」を伝え、
個人の生活の新たな価値基準を考えます。

SDGs「17.パートナーシップで目標を達成しよう」
の項目は、企業連携はテーマに合致します。
推進役として「島耕作」を稼働させ、1社ではでき
ない多様なコミュニケーションを実現し、SDGｓの
全体理念を伝えます。

【当企画は競合排除は行いません】 3



展開イメージ（現代ビジネス）

現代ビジネスTOPページ

島耕作×SDGs特集

「島耕作×SDGs」
特集ページ（イメージ）

個別タイアップページへ
（詳細次ページ）

現代ビジネス内に「島耕作×SDGs」特集ページ
を新設します。
17のゴールに向けて、さまざまな企業が行って
いる取組み内容を、当ページに集約します。
（連合広告）

現代ビジネスのTOPページや、
SNSアカウントより誘導

関連編集記事・各企
業タイアップ記事を
ここに集約します

（タイアップは決定
順に上位より掲載）
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展開イメージ（各タイアップ）

ページイメージ

【実施料金】G500万円（税別）

内容
①現代ビジネス 島耕作起用タイアップ広告
・掲載期間 :2021年8月下旬より3カ月間
・保証PV :30,000

②「島耕作」（相談役シリーズ）著作権使用料
・使用期間: 2021年8月下旬より3カ月間
・使用範囲:講談社ビークルおよび貴社オウンドメディア限定

※それ以外の活用・展開については別途。
※版権使用にあたって、弊社ライツ事業部との契約が必須となります。

補足事項
・当企画は、連合広告となり競合排除はありません。
・記事内容はSDGsに関する内容のみとなります。
（貴社サービスや商品宣伝は、本企画では掲載不可）

・決定先着順で特集ページ（P4）上位より掲載となります。
・「現代ビジネス＋版権使用」以外に、週刊モーニング、FRaU他
弊社ビークル活用もご相談ください。
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貴社のご担当者様と島耕作※との架空対談形式で
御社のSDGs 活動内容を訴求します。
※島耕作の既存カット（イラスト）使用での展開となります。
※使用版権は現在連載中の『相談役 島耕作』となります。



スケジュール・お問合せ先

【スケジュール】
企画実施期間:2021年8月下旬～3カ月間
・申込締切 :2021年6月中旬 決定先着順で特集ページ（P４）上位より掲載となります。

・オリエン実施 : 〃 6月末まで（決定後、随時実施）
・取材・撮影等 : 〃 7月上旬まで
・初稿確認（テストページ） : 〃 7月下旬
・著者確認① : 〃 7月下旬
・再校確認（テストページ） : 〃 8月中旬

・著者確認②（最終） : 〃 8月下旬

【お問合せ】
講談社 コミュニケーション事業第一部 小原 i-kohara@stf.kodansha.co.jp TEL:03-5395-3642

IPビジネス部 西原 t-nishihara@stf.kodansha.co.jp TEL:03-5395-1013
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【著者対応:許諾・監修について】
・企画スタート前に著者の使用許諾を得ることが、企画実施の上の最優先必須事項となります。
許諾確認は正式にご発注の意向を伺ってからになります。

・既存カット（イラスト）、新規描き下ろしともに著者の許諾なく改ざんすることはお控え下さい。
・企画内でのキャラクターの使用においてはストーリーを大きく逸脱しない設定・展開が必須となります。

【著者対応:実作業における注意点について】
・貴社制作の場合、ライツ契約の締結によって既存カットの使用が可能になりますが、
使用カット（イラスト）は一括にまとめて申請を頂き、著者確認後、編集部よりデータを取り寄せる流れとなります。

・既存イラストの使用時、モノクロカットへの新たな着色やカラーカットの色彩変更については、
著者許諾が必要となりますが、ご相談下さい。

・新規描き下ろし（イラスト・コマ割りストーリー）に関しては、著者の意向が前提となります。
・コマ割りストーリーに関しては、ネーム完成後の赤字修正は一切お受け出来ませんのでご注意下さい。

【その他契約・交渉・変更等について】
・ライツ契約に関しては、弊社広告宣伝使用許諾契約書のフォーマットに則って締結させて頂くこととなります。
・商品化（パッケージへのプリント等）に関しましては、別途ロイヤリティが必要となる場合がございます。
・描き下ろしコミックの著作権は弊社保有のため、単行本等への掲載など、企画終了後の使用方法は弊社に一任下さい。
・その他、定めにないことは著作権者である著者の意向を原則尊重いただくことになります。
・本企画は競合排除は致しませんのでご了承ください。

キャラクター著作権使用時の注意事項

77



現代ビジネスとは
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ページビュー数

ユーザー数

出版社ウェブメディア自社PV

第2位

2億6501万/月

3299万UU/月

日本ABC協会発表 自社PV数（2020年10-12月期）
1位／文春オンライン:283,185,754 2位／現代ビジネス:265,014,492 3位／東洋経済オンライン:227,914,327

３０・４０代読者
４６％

読者中心年齢
３８歳

専門分野をわかりやすく・身近に
「現代ビジネス」は月間2.6億PV・3300万UUを誇る日本最大級のビジネス＆ニュース情報
サイト。発生した出来事を報じるだけでなく、そのニュースが起きた「理由」「背景」「今
後、社会にもたらす影響」といった事実を掘り下げ報じるのが特徴です。
政治経済から教育、社会、歴史、スポーツ…。ビジネスパーソンのオンタイムだけなくオフ
にも役立つ、さまざまなコンテンツを取り揃えております。

https://gendai.ismedia.jp/



オプション

「相談役 島耕作」

が連載されている
「週刊モーニング」「コミックDAYS」も活用することで

貴社HPや現代ビジネス特集内への誘導を
さらに促進いたします

あわせてご検討くださいませ

9



週刊モーニング

国民的人気を誇る「島耕作」（弘兼憲史）、クッキングパパ」（うえやまとち）、
「宇宙兄弟」（小山宙哉）、 「GIANT KILLING」（ツジトモ）が連載中。
「グラゼニ～パ・リーグ編～」（森高夕次・足立金太郎）、「あせとせっけん」（山田金鉄）などの
ひとひねり利いたマンガまで。大人の嗜好を満たす作品が充実。創刊36年目に突入しました。

「読むと元気になる!」

◆定 価 :400円
◆発 売 日 :毎週木曜日
◆発行部数 :209,800部
◆創 刊 :1982年8月

※決定優先となります。※実施金額は要ご相談

料金表
【表4】1,450,000円（税別）

天地24.4cm×左右17.0cm
【表2】1,250,000円（税別）

天地25.7cm×左右18.2cm
【表3】950,000円（税別）

天地25.7cm×左右18.2cm

18.1%

33.2%

24.5%

16.6%

7.6%

56歳以上

46～55歳

36～45歳

26～35歳

25歳以下

オプション①
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コミックDAYS

講談社の人気コミック20誌・連載400作品の定期購読できるマンガアプリ＆WEB
「ヤングマガジン」や「モーニング」、「週刊少年マガジン」、「BE LOVE」など、幅広いジャンルのコミック誌を配信しています。
多彩な作品の「最新話」を読むことができるため、定期購読継続率は80%を超え、定着率が高いことが特徴です!

少年コミック誌も!青年コミック誌も!

少女・女性コミック誌も!

オプション②-1
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コミックDAYS

無料連載マンガは毎週120作品超!

オリジナル作品から超人気有名作品まで、3200以上の圧倒的作品数を掲載!

『カイジ』のスピンオフ作品として人気を博している『中間管理録トネガワ』や、単行本シリーズ累計１億部突破の『金田一37歳の事件簿』、度々Twitter
トレンド入りを果たし大きな反響を呼んでいる『パリピ孔明』などコミックDAYSオリジナル作品まで、大人気作品を毎日無料連載しています!
その他、『宇宙兄弟』『1日外出録ハンチョウ』『はたらく細胞BLACK』など、超有名作品も多数掲載しています!

オプション②-2
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コミックDAYS

Webと比較してヘビーユーザーが多く、アプリ限定で「まてば読めるチケット機能」もあるため、リピーターが非常に多いという特徴が
あります。コアな作品やコミックファンへのリーチが期待できます!

DL:200万DL
MAU :50万UU

0%

10%

20%

30%

40%

18-24 25-34 35-44 45-54 55＋

性別・年齢比率
男性 女性

アプリユーザーは、20代の
男性若年層が中心です。

※Googleanalyticsより
※2020年6月時点

アプリDLの必要が無いため、キーワード検索やSNS経由で「話題作」の閲覧が伸びやすい特徴があります。
アプリと比較して新規ユーザーの比率が多く、広いリーチが期待できます!

月間PV数:1500万PV
月間UU数:200万UU
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10%
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30%

40%

18-24 25-34 35-44 45-54 55+

性別・年齢比率 男性 女性

20代後半～30代男性が、
Webユーザーの中心。
アプリより少し年上の

ユーザー層です。

※Googleanalyticsより
※2020年6月時点

WEBユーザー

APPユーザー

オプション②-3
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コミックDAYSオプション④ｰ4

14

※購入されたマンガには掲載されません。
※事前に原稿審査をさせて頂きます。
※作品はご指定頂けません。連載作品無料話のいずれかが掲出対象です。
※掲載開始は原則営業日での対応となります。
※掲載開始時刻は原則12時（正午）になります。
※リダイレクト設定は、広告主様にてご対応をお願いしております。

無料連載マンガ
1ページ目

広告ページ

ＬＰ

ＬＰ ※掲載イメージ

クリックエリア

AD

コミックDAYSの非購入話巻頭ページに、全画面バナーを掲出致します。
マンガ閲覧前に掲出するため、高い視認率が期待できます。

掲出面 無料連載閲覧話のマンガ開始前ページ
※WEB、Appどちらにも掲出されます。

掲載料金

①G1,000,000円
掲載期間:3日間 /1,000,000imp想定

②G2,500,000円
掲載期間:1週間 / 2,500,000imp想定

お申込み お申込み:掲載開始の30営業日前迄
ご入稿 :掲載開始の10営業日前迄

入稿規定

サイズ :820×1200px  
ファイル形式:jpg  
容量 :1MB以内
クリエイティブ本数:1本（URL１本）

※タップ領域:画像下15%  
※アニメーション不可
※差し替え不可
※クリエイティブ内に「PR」表記を入れてください

レポート PV数、CL数、CTR 
※掲載終了日から10営業日後を目途にご提出


