Instagram公式アカウント

ストーリーズ投稿

Instagramサンキュ！公式アカウント「39editors」に、
メニュー名
ストーリーズを投稿します。

サンキュ！Instagram公式アカウント
ストーリーズ投稿

フォロワー数

5万

投稿内容

ストーリーズ投稿 2投稿（１投稿あたり２画像／30秒）

投稿日

1投稿目 月曜日 2投稿目 水曜日
※投稿時間は編集部にご一任いただきます
※編集部からの投稿が行われる日程については、本数に制限を設けるケースがございます

アーカイブ

ストーリーズ掲載後、１週間アーカイブ

企画料金

300,000円（G)

内訳

投稿画像掲載費、その他運営管理費一式
※オプションメニューは別途

投稿内容

・サンキュ！公式インスタグラム「39editors」のストーリーズに掲載（24時間掲載）
・静止画の掲載
・１投稿で2画像まで掲載可能です。１画像当たり15秒掲載。
・画像は、クライアント様よりご支給いただく画像／もしくは弊社で実施したタイアップの
画像を使用します。
・ご指定のハッシュタグ１つ（ご指定の＃とは別に＃PRハッシュタグが入ります）
・ご指定のアカウント１つ※サンキュ！公式SNSからの投稿は企業様の＠をつけます。
ユーザーに指定するリポストは＠39_editorsのみです。
・指定URLへのリンク設定可能（１か所まで）※広告主様への直リンクも可能です。

申込期限

投稿希望日の14営業日前

レポート

・掲載面キャプチャ
・VIEWS数（何人視聴したか）
・リポストの投稿数とリーチ数（フォロワー数）

クリエイティブ規定

・デジタルタイアップの実施ナシで、単独でご実施いただけるメニューです
・本メニューは、指定のオリエンシートにご記入いただき、
投稿したい希望の画像をご提供いただきます。
・校正は１回です。
・編集部とスポンサーの便益関係を明確化するため、＃PR#企業名等、
弊社広告基準に基づいたPR表記を入れさせていただきます。
・＃@39_editors<媒体名＞ を入れさせていただきます
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Instagram公式アカウント

ストーリーズ投稿＋アンケート機能プラス

Instagramサンキュ！公式アカウント「39editors」に、
ストーリーズを投稿します。商品PR＋アンケート機能で メニュー名
その後のユーザーのリポストを狙います。
アンケート形式にすることで、ユーザーにニーズ喚起
フォロワー数
させたり、興味関心を高めるなどエンゲージメントを
投稿内容
高めるのに効果的です。
1投稿目

リポスト企画
実施概要

アンケートは
1問2択

アンケートの
結果をリポスト

２投稿目

5万

ストーリーズ投稿 2投稿(1投稿あたり２画像で展開）

投稿日

1投稿目 月曜日 2投稿目 水曜日
※投稿時間は編集部にご一任いただきます
※編集部からの投稿が行われる日程については、本数に制限を設けるケースがございます

アーカイブ

ストーリーズ掲載後、１週間アーカイブ

企画料金

750,000円（G)

内訳

画像４投稿
投稿画像掲載費、その他運営管理費一式
※オプションメニューは別途

投稿内容

・商材の紹介に加えて、訴求したいポイントをアンケート形式で掲載します。
・アンケートの結果はリアルタイムで表示されます。
・１投稿あたり2画像まで掲載可能です。１画像当たり15秒掲載。
・画像は、クライアント様よりご支給いただく画像／もしくは弊社で実施したタイアップの
画像を使用します。
・ご指定のハッシュタグ１つ（ご指定の＃とは別に＃PRハッシュタグが入ります）
・ご指定のアカウント１つ※サンキュ！公式SNSからの投稿は企業様の＠をつけます。
ユーザーに指定するリポストは＠39_editorsのみです。

申込期限

投稿希望日の14営業日前

レポート

・掲載面キャプチャ
・VIEWS数（何人視聴したか）
・アンケート結果
・リポストの投稿数とリーチ数（フォロワー数）

クリエイティブ規定

・デジタルタイアップの実施ナシで、単独でご実施いただけるメニューです
・サンキュ！アンバサダー（読者モデル、インスタグラマー）を起用の場合は
スケジュール含めて別途ご相談ください。（別途費用）
・本メニューは、指定のオリエンシートにご記入いただき、
投稿したい希望の画像をご提供いただきます。
・校正は１回です。
・編集部とスポンサーの便益関係を明確化するため、＃PR#企業名等、
弊社広告基準に基づいたPR表記を入れさせていただきます。
・＃@39_editors<媒体名＞ を入れさせていただきます

商品
PR
アンケートの
結果

サンキュ！Instagram公式アカウント
ストーリーズ投稿
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Instagram公式アカウント

ストーリーズ投稿＋クイズ機能プラス

Instagramサンキュ！公式アカウント「39editors」に、
メニュー名
ストーリーズを投稿します。商品PR＋クイズ機能で
その後のユーザーのリポストを狙います。
フォロワー数
クイズ形式にすることで、短い時間に完結に
訴求ポイントを記憶させたり、興味関心を高めるなど
投稿内容
エンゲージメントを高めるのに効果的です。
1投稿目

リポスト企画
実施概要

ストーリーズ投稿 2投稿(1投稿あたり２画像で展開）
1投稿目 月曜日 2投稿目 水曜日
※投稿時間は編集部にご一任いただきます
※編集部からの投稿が行われる日程については、本数に制限を設けるケースがございます

アーカイブ

ストーリーズ掲載後、１週間アーカイブ

企画料金

750,000円（G)

内訳

画像４投稿
投稿画像掲載費、その他運営管理費一式
※オプションメニューは別途

投稿内容

・商材の紹介に加えて、訴求したいポイントをクイズ形式で掲載します。
・クイズの答えはリアルタイムで表示されず、後日２投稿目にて掲載します。
・１投稿あたり2画像まで掲載可能です。１画像当たり15秒掲載。
・画像は、クライアント様よりご支給いただく画像／もしくは弊社で実施したタイアップの
画像を使用します。
・ご指定のハッシュタグ１つ（ご指定の＃とは別に＃PRハッシュタグが入ります）
・ご指定のアカウント１つ※サンキュ！公式SNSからの投稿は企業様の＠をつけます。
ユーザーに指定するリポストは＠39_editorsのみです。

申込期限

投稿希望日の14営業日前

レポート

・掲載面キャプチャ
・VIEWS数（何人視聴したか）
・アンケート結果
・リポストの投稿数とリーチ数（フォロワー数）

クリエイティブ規定

・デジタルタイアップの実施ナシで、単独でご実施いただけるメニューです
・サンキュ！アンバサダー（読者モデル、インスタグラマー）を起用の場合は
スケジュール含めて別途ご相談ください。（別途費用）
・本メニューは、指定のオリエンシートにご記入いただき、
投稿したい希望の画像をご提供いただきます。
・校正は１回です。
・編集部とスポンサーの便益関係を明確化するため、＃PR#企業名等、
弊社広告基準に基づいたPR表記を入れさせていただきます。
・＃@39_editors<媒体名＞ を入れさせていただきます

２投稿目

商品PR

5万

投稿日

1投稿目を
リポスト

クイズは
1問3択

サンキュ！Instagram公式アカウント
ストーリーズ投稿

クイズ の結果
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Instagram公式アカウント

ストーリーズ投稿＋サンプリングプラス

Instagramサンキュ！公式アカウント「39editors」に、ス メニュー名
トーリーズ上でプレゼントキャンペーンを実施。
フォロワー数
アンケート結果をリポストしてくれた人の中からプレゼン
トの当選者を決定。その後の商材体験投稿などを狙います。
掲載期間
投稿画像を弊社にて15秒のパラパラ動画にして納品します。
販促を目的とした２次利用にご活用いただけます。
A.ストーリーズで
プレゼント告知

商品
PR

プレゼント
企画

B.フォロワーは
アンケート結果をリポスト

ストーリーズ投稿 １回投稿（３画像）＋体験投稿30名
月火水のいずれか
※投稿時間は編集部にご一任いただきます
※編集部からの投稿が行われる日程については、本数に制限を設けるケースがございます

アーカイブ

ストーリーズ掲載後、１週間アーカイブ

企画料金

1,400,000円（G)

内訳

投稿画像載費、その他運営管理費一式
※オプションメニューは別途

投稿内容

商材の紹介、プレゼント企画と共に、訴求したいポイントをアンケート形式で実施。
アンケートの結果をリポストしてもらいます。
・１投稿で合計３画像まで掲載可能です。１画像当たり15秒掲載。
・画像は、クライアント様よりご支給いただく画像／もしくは弊社で実施したタイアップの
画像を使用します。
・ご指定のハッシュタグ１つ（ご指定の＃とは別に＃PRハッシュタグが入ります）
・ご指定のアカウント１つ
・プレゼントのご提供いただき、指定の倉庫に納品いただきます。
・プレゼント数の上限は30名まで。サイズは「３辺3辺合計60cm、20kg以内」まで。
モニター自身が商品を購入する場合も上限は30名まで。金額の上限は2,000円まで。
それ以上の場合はそれぞれ別途費用がかかります。

申込期限

ストーリーズの投稿開始の14営業日前。

レポート

①掲載面キャプチャ
②VIEWS数（24時間）
③アンケート結果
④リポストの投稿数とリーチ数（フォロワー数）
⑤ 当選者の投稿に対するいいね！数

クリエイティブ規定

・デジタルタイアップの実施ナシで、単独でご実施いただけるメニューです。
・サンキュ！アンバサダー（読者モデル、インスタグラマー）を起用の場合は
スケジュール含めて別途ご相談ください。（別途費用）
・本メニューは、指定のオリエンシートにご記入いただき、
投稿したい希望の画像をご提供いただきます。
・校正はストーリーズ１回、最後に納品するパラパラ動画１回の校正となります。
・④のパラパラ動画はプレゼント告知掲載日から６週間後に納品します。
・編集部とスポンサーの便益関係を明確化するため、＃PR#企業名等、
弊社広告基準に基づいたPR表記を入れさせていただきます。
・＃@39_editors<媒体名＞ を入れさせていただきます

アンケートの
結果をリポスト

D.投稿画像を15秒ほどの
パラパラ動画にして納品

５万

投稿日

アンケート
１問2択

C.リポストの中から
当選者を選考し、当選者は
自身のアカウントで投稿
（最大30名、１人１投稿）

サンキュ！Instagram公式アカウント ストーリーズ投稿プラス
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フィード投稿

メニュー名

サンキュ！公式SNS投稿オプション

掲載期間

基本アーカイブ化されます

投稿日

土日祝以外
※投稿時間は編集部にご一任いただきます
※編集部からの投稿が行われる日程については、本数に制限を設けるケースがございます

企画料金

4回投稿/4週間

内訳

タイアップ記事（4記事）掲載費、その他運営管理費一式
※オプションメニューは別途

記事掲載面

媒体公式Instagramアカウントにて

申込期限

投稿希望週の14営業日前

レポート

・掲載面キャプチャ
・掲載期間4週間のいいね！数

クリエイティブ規定

※投稿イメージ

1,000,000円（G)

※各投稿写真は2点まで

・雑誌またはデジタルタイアップメニューのオプションとなります
・編集部制作の静止画は担当編集者のスマートフォン撮影→素材はもらうか、撮影の場合
はスケジュールご相談
動画（15秒程度）は弊社フォーマット動画となります。
・ストーリィズでの配信をご希望される場合はご相談ください。
・サンキュ！アンバサダーのアサインをご希望される場合はご相談ください。
（別途費用）→別途スケジュールご相談
・素材提供の場合、掲載素材クリエイティブについて、事前に編集部確認させていただき
ます。トーン＆マナーによってはお断りする場合がございます。
・編集部制作の場合、投稿内容CHECKは1回まで。ネガティブチェックのみとなります。
・＃は4つまでご指定可能です。（媒体名、便益主体明示は除く）
・編集部とスポンサーの便益関係を明確化するため、「Supported ｂｙ～」
「Sponsored by~」または＃PR#企業名等、弊社広告基準に基づいたPR表記を入れさせ
ていただきます。
・＃@39_editors<媒体名＞ を入れさせていただきます
・本メニューはオリエンはありません
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