
①PV単価33円！ ウェブタイアップ

②興味関心層にフォーカス

商材ジャンル別ウェブ・SNSリーチマックス企画
すべてアーカイブあり

①オトクにウェブタイアップを実施したい
②商材に興味関心がある人を
ターゲットして効率よく情報を届けたい

3/末掲載終了

5社限定企画

2021.11

今だけ！ウェブ出稿で

雑誌のパブ枠がついてくる

枠に限りがあります。詳細は担当営業にお問

い合わせください

イイネ！情報局

サンキュ！編集部＆
アンバサダーが旬な
アイテムをピックアップ

（１/５枠）

緊急事態宣言解除記念
第3弾

そんなクライアントにお勧めです。
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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。2021年3月末掲載終了までの期間限定でDMPでの外部誘導強化も実施いたします。

誘導枠 掲載面

PC

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33円、効率よく実施したい広告主様におすすめ

SP

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

①PV単価33円 ウェブタイアップ（インスクロールタイアップ）

※いずれか、5000CT想定

NEW ベネッセDMPでの誘導強化

0歳～小学生のママ

サンキュ！接点層

ベネッセメディアでの登録情報や行動履歴をもとに、属性や
興味・関心など様々なカテゴリでターゲティング。

2週間 4.5万PV
120万円G＋製作費30万円N



Copyright © 2021Benesse Corporation. All Rights Reserved. 3

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

料金
実施料金合計
1,500,000円

掲載費
1,200,000円(G)

制作費
300,000円(N)

内訳
掲載費、記事広告制作費、その他運営管理費一式、DMP運用費
用 ※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 45,000PV想定 / 2週

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 30万円（G）～

※その他は「オプション一覧」を参照ください。

①PV単価33円 ウェブタイアップ（インスクロールタイアップ） 仕様
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総リーチ 100万
特別価格 280万円G

（定価380万円）

SNSによる
コンテンツ拡散

[美容・健康ジャンル商材向け] 100万リーチウェブ・SNSリーチマックス企画

・流行感 高感度層20代～40代ママインスタグラマーの一斉投稿による口コミ・流行感の醸成

・理解深化 ママのインサイトを知るサンキュ！編集部のウェブタイアップ

・拡散 UGCコンテンツを活用した動画と公式SNSによる拡散

＜出稿サービス＞ ウェブタイアップ記事・動画は6か月 二次利用可能です。ECサイトなどにご活用ください。

15秒動画
再生30万

サンキュ！公式instagramコンテンツとして、貴商品の魅
力を訴求するオリジナル投稿を配信します。

フィード投稿 1回（リンク設定不可）

16万
フォロワー

動画制作・拡散

公式instagram

39grammerによる
口コミ・流行感

30～50人

50万フォロワー

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

サンキュ！表紙
を飾る人気ママ

Miss 
international候補 商品

訴求

体験

<ビューティカテゴリーに配信>

サンキュ！インスクロールタイアップ
インスタグラマーの投稿をピッククアップしタイアップ記事を制作。
サンキュ！WEBユーザーに広めます。

<美容・健康系/ライフスタイル系インスタグラマー>

サンキュ！インスタグラマー50万リーチ
美容ジャンルに強くサンキュ！誌面掲載やテレビ出演実績があるインスタ
グラマーを中心に投稿します。

誘導

●サンキュ！WEB

インフィード枠

●誘導枠以外に、

商材関連の記事下にも

タイアップ記事を配信

webタイアップによる
理解深化

2週間
4万PV

<美容・健康関心層をターゲット>

タイアップ記事・インスタグラマーの投稿を活用して15秒の動画（紙芝

居形式のパラパラ動画）を制作。サンキュ！DMPを活用し狙いた
いターゲットに、サンキュ！アカウントで配信します。

美容・健康系のインスタグラマー・興味関心層にリーチするウェブ企画です。
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総リーチ 100万
特別価格 280万円G

（定価380万円）

SNSによる
コンテンツ拡散

[マネー・オトクジャンル商材向け] 100万リーチウェブ・SNSリーチマックス企画

・流行感 高感度層20代～40代ママインスタグラマーの一斉投稿による口コミ・流行感の醸成

・理解深化 ママのインサイトを知るサンキュ！編集部のウェブタイアップ

・拡散 UGCコンテンツを活用した動画と公式SNSによる拡散

＜出稿サービス＞ ウェブタイアップ記事・動画は6か月 二次利用可能です。ECサイトなどにご活用ください。

15秒動画
再生30万

サンキュ！公式instagramコンテンツとして、貴商品の魅
力を訴求するオリジナル投稿を配信します。

フィード投稿 1回（リンク設定不可）

16万
フォロワー

動画制作・拡散

公式instagram

39grammerによる
口コミ・流行感

30～50人

50万フォロワー

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

商品

訴求

体験

<お金カテゴリーに配信>

サンキュ！インスクロールタイアップ
インスタグラマーの投稿をピッククアップしタイアップ記事を制作。
サンキュ！WEBユーザーに広めます。

<マネー系/ライフスタイル系インスタグラマー>

サンキュ！インスタグラマー50万リーチ
マネージャンルに強くサンキュ！誌面掲載やテレビ出演実績があるインス
タグラマーを中心に投稿します。

誘導

●サンキュ！WEB

インフィード枠

●誘導枠以外に、

商材関連の記事下にも

タイアップ記事を配信

webタイアップによる
理解深化

2週間
4万PV

<マネー関心層をターゲット>

タイアップ記事・インスタグラマーの投稿を活用して15秒の動画（紙芝

居形式のパラパラ動画）を制作。サンキュ！DMPを活用し狙いた
いターゲットに、サンキュ！アカウントで配信します。

マネー系のインスタグラマー・興味関心層にリーチするウェブ企画です。

目覚ましテレビ、

ヒルナンデスに出演

節約系整理収納
アドバイザー
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総リーチ 100万
特別価格 280万円G

（定価380万円）

SNSによる
コンテンツ拡散

[子育てジャンル商材向け] 100万リーチウェブ・SNSリーチマックス企画

・流行感 高感度層20代～40代ママインスタグラマーの一斉投稿による口コミ・流行感の醸成

・理解深化 ママのインサイトを知るサンキュ！編集部のウェブタイアップ

・拡散 UGCコンテンツを活用した動画と公式SNSによる拡散

＜出稿サービス＞ ウェブタイアップ記事・動画は6か月 二次利用可能です。ECサイトなどにご活用ください。

15秒動画
再生30万

サンキュ！公式instagramコンテンツとして、貴商品の魅
力を訴求するオリジナル投稿を配信します。

フィード投稿 1回（リンク設定不可）

16万
フォロワー

動画制作・拡散

公式instagram

39grammerによる
口コミ・流行感

30～50人

50万フォロワー

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

商品

訴求

体験

<ライフスタイルカテゴリーに配信>

サンキュ！インスクロールタイアップ
インスタグラマーの投稿をピッククアップしタイアップ記事を制作。
サンキュ！WEBユーザーに広めます。

<子育て系/ライフスタイル系インスタグラマー>

サンキュ！インスタグラマー50万リーチ
子育てジャンルに強くサンキュ！誌面掲載やテレビ出演実績があるインス
タグラマーを中心に投稿します。

誘導

●サンキュ！WEB

インフィード枠

●誘導枠以外に、

商材関連の記事下にも

タイアップ記事を配信

webタイアップによる
理解深化

2週間
4万PV

<子ども関心層をターゲット>

タイアップ記事・インスタグラマーの投稿を活用して15秒の動画（紙芝

居形式のパラパラ動画）を制作。サンキュ！DMPを活用し狙いた
いターゲットに、サンキュ！アカウントで配信します。

子育て系のインスタグラマー・興味関心層にリーチするウェブ企画です。

・年中・小一姉妹ママ

・Youtube登録者4.5万人

子ども3人

各社のアンバサダーを務める
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総リーチ 100万
特別価格 280万円G

（定価380万円）

SNSによる
コンテンツ拡散

[料理・食ジャンル商材向け] 100万リーチウェブ・SNSリーチマックス企画

・流行感 高感度層20代～40代ママインスタグラマーの一斉投稿による口コミ・流行感の醸成

・理解深化 ママのインサイトを知るサンキュ！編集部のウェブタイアップ

・拡散 UGCコンテンツを活用した動画と公式SNSによる拡散

＜出稿サービス＞ ウェブタイアップ記事・動画は6か月 二次利用可能です。ECサイトなどにご活用ください。

15秒動画
再生30万

サンキュ！公式instagramコンテンツとして、貴商品の魅
力を訴求するオリジナル投稿を配信します。

フィード投稿 1回（リンク設定不可）

16万
フォロワー

動画制作・拡散

公式instagram

39grammerによる
口コミ・流行感

30～50人

50万フォロワー

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

商品

訴求

体験

<ライフスタイルカテゴリーに配信>

サンキュ！インスクロールタイアップ
インスタグラマーの投稿をピッククアップしタイアップ記事を制作。
サンキュ！WEBユーザーに広めます。

<料理系/ライフスタイル系インスタグラマー>

サンキュ！インスタグラマー50万リーチ
食ジャンルに強くサンキュ！誌面掲載やテレビ出演実績があるインスタグ
ラマーを中心に投稿します。

誘導

●サンキュ！WEB

インフィード枠

●誘導枠以外に、

商材関連の記事下にも

タイアップ記事を配信

webタイアップによる
理解深化

2週間
4万PV

<料理関心層をターゲット>

タイアップ記事・インスタグラマーの投稿を活用して15秒の動画（紙芝

居形式のパラパラ動画）を制作。サンキュ！DMPを活用し狙いた
いターゲットに、サンキュ！アカウントで配信します。

料理系のインスタグラマー・興味関心層にリーチするウェブ企画です。

簡単料理研究家・時短レシピ

書籍発売

簡単・美味しい・糖質&カ
ロリーオフレシピ
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総リーチ 100万
特別価格 280万円G

（定価380万円）

SNSによる
コンテンツ拡散

[家事ジャンル商材向け] 100万リーチウェブ・SNSリーチマックス企画

・流行感 高感度層20代～40代ママインスタグラマーの一斉投稿による口コミ・流行感の醸成

・理解深化 ママのインサイトを知るサンキュ！編集部のウェブタイアップ

・拡散 UGCコンテンツを活用した動画と公式SNSによる拡散

＜出稿サービス＞ ウェブタイアップ記事・動画は6か月 二次利用可能です。ECサイトなどにご活用ください。

15秒動画
再生30万

サンキュ！公式instagramコンテンツとして、貴商品の魅
力を訴求するオリジナル投稿を配信します。

フィード投稿 1回（リンク設定不可）

16万
フォロワー

動画制作・拡散

公式instagram

39grammerによる
口コミ・流行感

30～50人

50万フォロワー

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

商品

訴求

体験

<ライフスタイルカテゴリーに配信>

サンキュ！インスクロールタイアップ
インスタグラマーの投稿をピッククアップしタイアップ記事を制作。
サンキュ！WEBユーザーに広めます。

<家事系インスタグラマー>

サンキュ！インスタグラマー50万リーチ
家事ジャンルに強くサンキュ！誌面掲載やテレビ出演実績があるインスタ
グラマーを中心に投稿します。

誘導

●サンキュ！WEB

インフィード枠

●誘導枠以外に、

商材関連の記事下にも

タイアップ記事を配信

webタイアップによる
理解深化

2週間
4万PV

<ライフスタイル関心層をターゲット>

タイアップ記事・インスタグラマーの投稿を活用して15秒の動画（紙芝

居形式のパラパラ動画）を制作。サンキュ！DMPを活用し狙いた
いターゲットに、サンキュ！アカウントで配信します。

家事系のインスタグラマー・興味関心層にリーチするウェブ企画です。

テレビ出演多数
の人気ママ

目覚ましテレビ、

ヒルナンデスに出演


