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＜新規クライアント様限定＞サンキュ!本誌×WEB×外部配信 企画
サンキュ!で制作したクリエイティブを再編集してサンキュ！WEBに転載するとともに、誌面素材を使ってYoutubeで
インストリーム広告を配信いたします

誌面タイアップによるリーチ拡大雑誌
20～40代主婦

17.8万部
ABC実売2019

ニュース

ＴＵ記事を転載して、
サンキュ！WEBに

サンキュ！WEB掲載
雑誌タイアップを転載してサンキュ！のweb内にて

インスクロールタイアップを2週間実施
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1

誌面タイアップ素材で15秒動画

再生想定

約７万～
１0万

動画配信

動画配信
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想定

約4万pv

【ターゲティング】
20代～50代の主婦層

※動画は誌面素材をつかったパラパラ
漫画 形式※音声ナシ
※視聴想定はプランニングによって
変動致します。

※視聴回数に関してはあくまでも
想定となり保証はいたしかねます。

※１～３各媒体のスペックは変更する可能性があります
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●インストリーム広告
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コロナ禍を経て利用が増えたメディア

＜参考＞
サンキュ！読者コロナ禍以降の調査より
（2020年8月実施 N=730）

単位％

約半数の方がコロナ禍を経て
Youtube視聴頻度増

①～③パッケージ：ご提案金額300万円G（定価400万円相当）



サンキュ！やウィメンズパークのWEBメディアの情報、閲覧履歴などの独自性の強いデータを活用して、

広告主様のオウンドメディアの送客を目的としたSNS、GDN広告配信をします。クリエティブはサンキュ！が制作します。

ベネッセ

DMP

IG
Facebook

GDN

データ 広告配信
広告主様

オウンドメディア

・本人情報（年齢、興味関心※）
・子情報（年齢、性別）
・サンキュ！記事閲覧等の行動データ
・サンキュ！の高エンゲージメントユーザー

オウンドメディア

・IGやFBのアカウントへの送客
・オウンドサイト（ブラウザ）へ送客

美容・ファッション

お金（節約・貯蓄・保険・資産運用等）

家事（料理・掃除・収納・家事全般）

仕事（転職・再就職・パート・資格等）

住まい（住宅・引っ越し・リフォーム等）

興味・関心

※興味関心

【料金】150万円G
掲載期間：2週間掲載
想定CT数：1万CT（広告配信からオウンドメディアへのクリック数）
配信媒体：IG、FB、GDNの中からお選びいただけます。

３媒体で配信する場合、アロケーションはお任せいただきます。
IG、FBは入稿タイミングでの原稿審査となるため、配信ができ
ない場合がございます。その場合はGDNで配信します。

クリエティブ：３種類まで

サンキュ!DMP広告企画4月～6月末まで
限定価格



特徴

サンキュ！公式インスタグラマーが広告主様の商品体験内容を各自のアカウントに投稿します。

サンキュ！編集部が育成しサンキュ！と強くつながるインスタグラマーの良質な投稿を展開します。

編集部が選考・育成した公式インスタグラマー100名にサンプリングを実施（セグメント不可）

広告主様商品の使用実感を、インスタグラマー自身の言葉で発信しフォロワーにリーチ

流れ

サンキュ！編集部から
公式インスタグラマーへ
モニター募集メールを送信

インスタグラマー
選定

※イメージ自身のアカウントで
体験を投稿！

インスタグラマーが実際に
商品を試用し投稿！

100名の39grammerが体験！

25万リーチ想定

1週目 オリエンシート〆切
2週目 モニター募集

商品ご納品
4週目 商品発送 ＆体験
5週目 投稿

スケジュール

インスタグラマー100名サンプリング4月～6月末まで
限定価格



4

仕様 入稿規定

掲載条件
・広告主様の商品・サービスによってはお受けできない場合がございます。
・掲載可否の事前審査がございます。

注意事項

・起用インスタグラマーの選定は編集部に一任となります
※スクリーニングは不可

・起用インスタグラマーのご指定、競合排除は承っておりません。
・インスタグラマーの記事に関して、具体的な執筆内容の指示、投稿日時の指
定、掲載される記事内容についての事前確認や修正はできません。
・インスタグラマーが体験する商品（内容）は全員同じ商品（内容）とさせて
いただきます。

・インスタグラム投稿の2次利用に関しては利用範囲を明記した覚書を締結す
る必要がございます。

申込／オリエン
設定期限

2週～4週間前
※商品試用期間は1週間を前提とします。
商品・企画内容によってはさらに制作期間が必要になります。

商品名 インスタグラマーサンプリング

料金
特別パック100万円G
※配送費用は込ですが、サンプリング商品が80サイズを超える場合、常温発送
できない場合は追加料金が発生しますので、事前にご相談ください。

内訳
掲載費、その他運営管理費一式、
インスタグラマーアサイン
※オプションメニューは別途

投稿階数 １回

想定リーチ
数

100名サンプリング リーチ数想定 200,000フォロワー

レポート

・投稿者一覧（フォロワー数/いいね数/コメント数）
・投稿のスクリーンショット（フォロワー数上位10名抜粋）の
トップ画像
※レポート提出は投稿期間終了後12営業日以内

オプション

動画投稿 30万円（Ｎ）
起用インスタグラマーへのアンケート 15万円（Ｎ）
※最大10問
投稿の２次利用 6ヵ月/30万円（N）
※投稿画像すべてのキャプチャレポートが必要な場合は別途枚数に応じて実費
が発生いたします（目安15枚まで3万円N～）
※その他は「オプション一覧」を参照ください。

インスタグラマー100名サンプリング4月～6月末まで
限定価格



サンキュ！web編集記事下にダイレクトに配信され、専用誘導枠からも誘導する記事型タイアップ広告。編集記事と同様の体裁で制作し、記事下に掲載されるため、
ユーザーに受け入れられやすいことが特徴です。編集部監修のもと、分かりやすい切り口で広告主様の商品・サービスの告知をいたします。誘導枠掲載終了後は
サンキュ！NEWSへアーカイブされます。通常メニューに加え＋選べるブーストプランをご用意しました！①サンキュ！ニュースの配信先でもあるスマートニュース
②サンキュ！LINEお友達登録情報の拡張配信によるブースト

サンキュ！誘導枠 掲載面

特徴

PC SP

配信カテゴリを指定できるため、関連情報に興味関心の高いユーザーへのアプローチが可能

PV単価30円～、効率よく実施したい広告主様におすすめ

指定カテゴリ記事下へ

同時に掲出！

広告主様

webサイト

リンク

リンク

NextArticle
NextArticle

リンク

リンク

NextArticle

PC SP

タイアップブースト

掲載期間：2週間～
想定Click数(誘導数)： 8,000～10,000
配信面： SmartNews内のニュースフィード面

インスクロールタイアップ+選べるブーストプラン

掲載期間：2週間
想定Click数(誘導数)： 8,000～10,000
内容：サンキュ！LINEお友達登録情報拡張

＋デモグラ

①スマートニュースブースト

②LINE

4月～6月末まで
限定価格

※ブースト先の媒体基準で掲載ができない場合もございます



仕様 入稿規定

掲載条件
編集部判断でお断りさせていただく場合がございます。
計測タグの設置については別途営業担当へご相談下さい。

制作レギュレーション

記事広告

段落数 最大３つまで
フォーマット ニュース記事・漫画TU・

記事＋マンガTU・ブログ形式・
白書TU・専門家TU

掲載画像種類 GIF / PNG / JPEG
画像容量 １枚当たり最大200KB
リンク先 最大２か所
記事文字数 1,000～1,500文字程度

誘導枠

誘導枠用画像 1点
画像種類 PNG / JPEG
画像サイズ 160x160
画像容量 50KB以内
誘導枠テキスト タイトル 最大28文字

注意事項

制作費はクライアント様から素材（画像・資料）のご提供が前提の費用となり
ます。取材・撮影代は含まれておりません。
システムで組むフォーマットページとなりますため自由なレイアウトやデザイン・カ
ラーのご指定はできません。

期間･開始曜日･時間
掲載開始 月曜日 10:00AM～
掲載終了 月曜日 ～9:59AM

申込／オリエン
設定期限

4～6週間前
※記事フォーマットにより制作期間が異なります。

商品名
インスクロールタイアップ
＋選べるブーストプラン

料金 通常料金180万円のところ特別パック145万円G

内訳
掲載費、記事広告制作費、その他運営管理費一式
※オプションメニューは別途

誘導スペース インフィード枠

掲載期間 2週間

想定PV
サンキュ！ニュース40,000PV想定 / 2週
＋選べるブーストプラン スマートニュース、LINE（各8,000～10,000CT）

レポート
・記事広告ページ PV・リンクCT
※レポート提出は掲載終了後5営業日以内

最大枠数

お金 6枠
家事 4枠
リビング 2枠
ビューティー 6枠
ライフスタイル 6枠
指定なし 4枠

オプション

追加掲載（+1週間） 40万円（G）～
取材・撮影込 30万円（N）～
記事の２次利用 6ヵ月/20万円（N）～
専門家のアサイン 5万円（N）～
事前モニター 3名/30万円（N）～
事前アンケート 100名・30問/30万円（N）～
外部誘導 都度お見積り

※その他は「オプション一覧」を参照ください。

インスクロールタイアップ+選べるブーストプラン


