
0 

サンキュ!×協賛社様 
リーチ最大化企画 

2018年3月号、4月号掲載限定企画 

雑誌へのご出稿で  
メトロビジョン、ニュース、PR動画企画 

+ 

コンテンツを貴社オウンドメディアにご活用（3ヵ月間）が、 

無料に！！ 

先着3社様 
限定 

＜3月号、4月号＞ 



1 

 クライアント様×サンキュ! リーチ最大化企画 

450万円グロス（通常実施価格：約800万円相当） 

4C2PTU 

サンキュ!で制作したクリエイティブを再編集してメトロビジョン、PR動画広告、ニュースなどの各メディアを通じて、 
さらなるターゲットにリーチします。サンキュ!で活躍するママインスタグラマーによる商品使用実感の拡散も一気通貫で 

誌面タイアップによるリーチ拡大 

※メトロビジョンの映像は、画面比率16:9で 
制作いたします。 

雑誌 

20～40代主婦 

22.9万部 
ABC実売2016 

放映面数12,092面 

ニュース 

ＴＵ記事を転載して、 
ニュースに 

SmartNews 
20万imp 

 サンキュ!NEWSで2週間タイアップ 
 雑誌タイアップ誌面を転載し、ニュース記事として掲載. 

SmartNewsからの誘導は１週間を想定しています. 
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1 ２ 3 

1 
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タイアップ素材を活用した 
メトロビジョンでの貴社商品露出。 
15秒のうち10秒を 
クライアント様商品露出 

Tokyo Metro Vision 1週間 

放映枠：Tokyo Metro Vision /1週間スポット/15秒枠 
掲載路線：銀座線/丸ノ内線/東西線/千代田線/有楽町線/ 
       半蔵門線/副都心線のモニター設置車両 

新商品のPR を動画タイアップ 
 

想定再生数 

約25万回 

交通広告 PR動画 

商品やサービスのリリース情報と、読者モデルによるクチコミ
を30秒程度にまとめます。※１商品の種類や伝えたい内容に合わ

せて、最適な形のビデオリリースに編集いたします。 

。 

サンキュ！読者モデルが 
実際の体験談をコメント 

誌面素材を 
メトロ用動画に 

 

TＵ記事に登場した 
読モをPR動画に 

延べ人数 

約600万人 
リーチ～ 

 
 

 
 

 

東京50km圏の想定人口に
対して、想定ＧＰＲが70.5％
=約1800万人÷３社=1社 
あたりの延べリーチ人数. 
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＋ ＋ ＋ 

1 ２ 3 4 ＋ ＋ or 350万円グロス（通常実施価格：約670万円相当） 

＝ 

＝ 

3社 
限定 

※ブロガー及びインスタグラマーの競合排除は行いません。 

実施可能時期： 
2月～3月末のどこかで２週間 

(CTR/AVE.1,6%) 

実施可能時期： 
3月号or4月号のどちらか 

実施可能時期： 
2月～3月末のどこかで２週間 

お申込み締切 
★雑誌3月号の場合
11/16 
★雑誌4月号の場合 
12/18 

掲載期間：  
3月（1週間）※開始日は弊社任意 
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編集部制作の記事、動画コンテンツ、優良な口コミを 

貴社オウンドメディアや店頭販促でご活用ください！ 
 

掲載から 

3ヵ月間 
無料 

 さらなる特典！ 

＜ご活用可能なコンテンツ＞ 
雑誌タイアップ記事、PR動画の素材、ニュース記事。 
（メトロビジョンの動画広告は含まれません） 
 
＜利用可能期間＞ 
3ヵ月間（無料）※6ヵ月以上をご希望の場合は事前にご相談くさい。 
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■放映期間：2018年3月(1週間) ※開始日は弊社任意 
■放送枠：Tokyo Metro Vison １ｗｅｅｋスポット １５秒枠 ⇒最大3社で分割し掲載 
■路線：銀座線／丸ノ内線／日比谷線/東西線／千代田線／千代田線区間車両/半蔵門線／南北線/有楽町線・  
    副都心線 
■映像は画面比率：17インチ１６：９ ※有楽町線・副都心線のみ15インチ（4:3) 
 ※車両設置モニターが１５インチ（４：３）の場合、上下に黒いオビが出ます。 

※「Tokyo Metro Vision」は、東京メトロの所有するメディアとなるため、東京メトロの広告掲載基準を満たす事のできない広告主及び商材は掲載不可となります。 

Tokyo Metro Vision 1week 展開詳細 

サンキュ！本誌タイアップと連動した１５秒動画を 
東京メトロ合計9路線で放映！ 

【内容】タイアップで撮影した写真をもとに、静止画ベースで 
    メトロビジョン用の動画を弊社にて制作。 
    15秒の内、約10秒をクライアント様タイアップとして制作します 

【イメージ】 

ブランド広告 

20~40代 主婦誌 No.1 

サンキュ！ 
ブランド広告 

サンキュ！人気ブロガー 
イチオシアイテム(仮） 

タイアップ素材を使って構成 サンキュ！告知 サンキュ！告知 

【概要】 

※内容については、サンキュ！編集部に一任させていただきます。 
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事例 

ブランド広告 

ブランド広告 



PRChannelは、新商品や新サービスに関するリリース情報を 
動画コンテンツ化し、消費者に向けて配信する 
ビデオリリースメディア。 
企業からの一方通行の情報提供だけでなく、実際のユーザー 
体験をクチコミとしてリリースコンテンツに組み込むことで、 
消費者に「商品を使うことで、どのような体験ができて、生活がどの
ように変わるのか」をリアルに伝えることできます。 

雑誌「サンキュ！」と動画PRチャンネルとのコラボ企画です。 
タイアップに登場した、サンキュ！読者モデルに新商品、新サービスの体験してもらい、
主婦の口コミと、リリース情報を動画化して、ターゲットのメディアにリリースします。 

ABC実売数2016年上期229,729部 
20-40代主婦閲読率No.1雑誌での 
誌面タイアップによるリーチ拡大 

コンテンツ
連動 

サンキュ!×PR動画広告とは 



読者モデルに取材 
雑誌タイアップに掲載したモデル。主婦目線の口コミとし

て動画化します。 

広告主の商材紹介 
リリース内容を動画化。 

広告主様の商品ご担当者様にインタビューも可能。 

※1 動画の内容は、サイバーバズ提供のPRチャンネルのフォーマットに基づきます。（別途資料がございます） 
※2 読者モデルは基本１名とさせていただきますが、親子での出演、また読者モデル複数人数での出演をご希望の場合は事前にご相談 
   ください。また読者モデルの座談会（５名程度）を実施し、その様子を撮影したい場合は、別途座談会費（オプション費20万円Ｎ）    

+ 

商品やサービスのリリース情報と、読者モデルによるクチコミを30秒程度にまとめます。※１ 

商品の種類や伝えたい内容に合わせて、最適な形のビデオリリースに編集いたします。 

※２ 動画イメージ 
読者モデルイメージ 

Facebook Ad 

配信先候補は次ページ 

アドネットワークを通じて 
ビデオリリースをターゲットに配信 

想定再生数 

約25万回 

PR動画広告展開詳細 



PRChannelは、新商品や新サービスに関するリリース 
情報を動画コンテンツ化し、消費者に向けて配信する 
ビデオリリースメディアです。 
 
企業からの一方通行の情報提供だけでなく、実際のユ
ーザー体験をクチコミとしてリリースコンテンツに組み込
むことで、消費者に「商品を使うことで、どのような体験が
できて、生活がどのように変わるのか」をリアルに伝えるこ
とできます。 

商品情報にクチコミを追加 

リリース情報の動画化 

ビデオリリースの拡散 

PR動画広告詳細 



▶メニュー概要 

●ビデオリリースのリーチ 

商品のリリース情報と、ユーザーの
体験クチコミを合わせてビデオリリ
ース化します。 
制作したビデオリリースは
PRChannelに掲載したのち、
PRChannel Networkを通じ
てユーザーに直接配信します。 
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●ビデオリリースの掲載 

1 
 商品リリース情報と 
体験クチコミを動画化 2 

ビデオリリースに編集 
3 

ビデオリリース掲載 

Network 

アドネットワークを通じて 
ビデオリリースをターゲットに配信 

Network 

Facebook Ad 

読者モデルの動画取材は、雑誌取材と別日に行います。（内容によっては
同日での撮影も可能な場合がございますので事前にご相談ください） 

【詳細】PR動画広告  



PRChannel Network 
掲載イメージ ▶PRChannel Network 

・ホワイトリスト配信可能 

・媒体別レポート可能 

・媒体指定配信可能※ 

※指定された媒体により、配信単価が変動する可能性がございます。 

※媒体により、掲載できない場合もございます。ご了承くださいませ。 

配信先候補媒体 大手ニュースサイトをはじめ、多くの良質な媒体にビデオリリースを配信可能です。 

ビデオリリースに特化したPRChannel専用のネットワークです。 
リリース情報の配信に適したニュースサイトを中心に、配信先メディアを 
指定するターゲティング配信が可能です。 
また、配信媒体ごとのレポーティングも可能のため、配信後の 
効果検証も可能です。 

など。 

●表示フォーマット 
記事中インバナー 
記事中インリード 
インフィード 
オーバーレイ    など 

【詳細】PR動画広告  



▶リリース例 

商品紹介 

ユーザーインタビュー 

商品やサービスのリリース情報と、消費者によるクチコミを30秒程度のPRChannelフォーマットに
まとめます。商品の種類や伝えたい内容に合わせて、最適な形のビデオリリースに編集いたします
。 

【詳細】PR動画広告  



※料金は全て消費税は含まれておりません 
※各メニューの料金、枠数、仕様、掲載位置、画面デザインは、予告なく変更する場合がござい
ます 

■サンキュ！ＮＥＷＳ 

誘 導 枠 

タイアップ専用枠 

※PC＆SPに掲載 

イーストモジュール 

口コミサンキュ！（ブログ） 

※SPに掲載 

ご指定リンク先 

レポート 

広告主様 

webサイト 

・記事広告ページPV 
・外部CT 
・アンケート単純集計
結果 

タイアップ 

ニュース記事（PC/スマホ共通） 
メルマガ 
（編集枠） 

サンキュ！（TOP,ニュース記事） 

・タイアップ専用誘導枠 
・編集枠 

サンキュ！公式 
（編集枠） 

２週間に１回掲載 

ウィメンズパーク 

facebook 

サンキュ！公式 
（編集枠） 

２週間に１回掲載 

twitter 

メインイメージPH 

PH 

PH 
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口コミサンキュ！編集部が、貴社の商品やサービスを主婦のトレンドニュースとして配信します。 
誘導枠掲載期間終了後はサンキュ！NEWSにアーカイブされます。 

ニュース記事 

 想定PV：5,000PV（2週間） 

オーバーレイ 
６320×50 

誘導：キュレーションメディア 

アンテナ SmartNews 20万imp 
(AVE.1,6%) 



 
 

若年主婦からの圧倒的な支持は、 
登場するインフルエンサー読者の「発信力」と「影響力」にあり。 

サンキュ！の魅力 

サンキュ！ 
部数：267,496部（2015年度下期ＡＢＣ実売数公差より、昨対同期比105％増） 

【トピックス】 

【特徴と強み】 

 人気インフルエンサーの圧倒的存在感  読者が影響力のある発信者！サイト連携  20－40代若年主婦の圧倒的支持 

政府の有識者会議メンバーに招聘 読者・ブロガーの影響力が社会にも 新しいトレンド発信  

主婦を最もよく知る存在として、政府から依頼 

 

本誌武田史子編集長は2014から少子化社会対策委員に 

選出され、内閣府の有識者会議に参加。現在は 

環境省の「COOL CHOICE推進チーム」メンバーや 

2016年10月より国土交通省のフォーラム講師も着任予定 

うちパパ 主婦の社会進出とともに、夫の家庭内 

進出が社会的トピックスに。サンキュ!はこの現象 

を「うちパパ」と命名。本誌やリリースで発信。 

読者モデルが 
ブロガーに 

ブロガーが 
読者モデルに 

20－40代の主婦の閲読率10年連続ナンバー1！ 
昨年（2014年下期）と比べ更に部数を伸ばす勢い  

サンキュ!の人気読者がブログを執筆する 
「口コミサンキュ!」は月間90万ＵＵと、他誌の 
サイトとは比にならないサイトスペックです 

 

サンキュ!独自のインフルエンサー 
養成システムにより、続々と影響力のある 

読者やブロガーが誕生 
 

サンキュ!から生まれた多くの読者やブロガーが、 

テレビの取材を受けたり著書を執筆したりといった 

活躍で著名人化。さらなる影響力を有する存在に 
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※赤字のパーセンテージは、昨年同時期の部数の比較です

前年比
105％
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98％


