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いぬのきもち ねこのきもちｗｅｂ 

広告メニュー 一覧 
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いぬのきもち ねこのきもちWEBとは 

ペット雑誌購読者数NO.1※「いぬのきもち」「ねこのきもち」のサイトとして開設されたすべての犬猫ファン・
飼い主のためのサイトです。※（社）日本雑誌協会マガジンデータ2012より 

 
犬猫にまつわる連載記事を中心に、写真投稿・施設検索・イベント情報など 
「いぬのきもち」「ねこのきもち」ならではの 
オリジナルコンテンツ＆お役立ち情報が満載です。  

※サイトデザインについては、予告なく変更になる場合がございます。 
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5,980,000 ともだち 

150,000いいね 

39,500人 

8,000,000imp／月 

pet.benesse.ne.jp 

いぬのきもち・ねこのきもちＷＥＢ 

600,000人突破（2015年2月リリース） 

＜Ｎｅｗ＞無料アプリ 
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個々のペット年齢と成長に合わせた 
お役立ち情報(しつけ･健康･手入れ･生

態･行動など）を毎日お届け。 
 

※毎朝プッシュ配信 

＜お買い物クーポン機能＞ 
ユーザー特典・地域別クーポン・ 

エリア情報など配信も！ 

無料アプリ「まいにちのいぬのきもち・ねこのきもち」誕生 

クライアント様の 
商品やサービスの 

ご紹介も 
（御社サイトへの 
 リンクも可能！ 
４９万人にリーチ） 

利用者ごとの 
・ペットの名前 
・ペットの犬種・猫種 
・ペットの年齢 
・居住地（区単位まで） 

 
 
 

ターゲットの属性が
分かる 
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性別 年齢 結婚 世帯年収 職業 

住居形態 子ども 子ども年齢 本誌購読 

 
 
 
 800~1000万円

未満 
10.6％ 

1000~1500万円未
満 

9.3％ 

いぬねこＷＥＢ ユーザープロフィール① 

30～40歳代の働く女性が多く、半数以上が既婚者。 
そのうち約4割は「いぬのきもち」「ねこのきもち」を購読しています。 
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ペット 犬猫飼育率 

犬年齢 猫年齢 
ペットへの出費  

※1か月 

ペットとの生活上の課題 
TOP5 

SNS利用率 

EC利用率 

ペット年齢は3～10歳が多く、 
いぬ・ねこ本誌読者のペット年齢よりやや高めとなっています。 

約8割以上のユーザーが犬または猫の飼育者・飼育経験者。 
旅行・家電など、住環境にとても興味・関心を持った 
ユーザーが多い傾向にあります。 

1位 Facebook 
2位 LINE 
3位 Twitter 

興味・関心ある分野上位 

いぬねこＷＥＢ ユーザープロフィール② 

今後購入したい物上位 

1位 国内旅行 
2位 インターネット 
3位 料理 
4位 音楽 
5位 ファッション 
6位 映画・演劇 

1位 パソコン 
2位 掃除機 
3位 携帯電話 
4位 家具・インテリ
ア 
5位 化粧品 
6位 自動車 
7位 空気清浄器 

1位 お出かけ・旅行 
2位 トイレ 
3位 ニオイ 
4位 お掃除 
5位 住環境 
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バナー広告メニュー 
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PC版ペットアドネットワーク 

商品名 PC版ペットアドネットワーク  
スペース 「SP版いぬのきもち ねこのきもちweb」と 

その他ペット関連サイト 

期間 4週間 
※配信状況により変動可能性あり 
※月曜日開始（時間指定不可） 

最低申込金額 60万円（グロス） 
※保証形態は下記のどちらかをお選び頂けます。 
【CPCプラン】4000クリック/CPC150円 
【CPMプラン】400万imp 

枠数 5枠 

原稿規定 【サイズ】300×250・728×90 
【ファイル形式】ＧＩＦ or ＪＰＥＧ  
【容量】５０ＫＢ以内 
【アニメーション】可 

入稿本数制限 ２本まで（一括入稿） 
※リンク先は１本まで 
※差替えは基本不可 

入稿〆切 掲載開始5営業日前まで 

レポート 掲載ｉｍｐ／ＣＴ／ＣＴＲ 

その他 ・掲載期間の短縮・延長はご相談ください。 
・キャンペーン期間にあわせて消化した分の実数清算も 
 可能です。・ＩＰアドレスによる掲載エリアセグメントや 
 広告主様サイトへタグを埋めることで、サイト来訪者の 
 リターゲティング配信も可能です。 都度ご相談下さい。 

300×250  

728×90  

ペット飼育者、ペット関心者に対してCPC150円（保証） で広告を掲載することが可能な
メニューです。外部のアドネットワークを使って「いぬのきもち ねこのきもちｗｅｂ」を
始めとした他のペットサイトへ広告を配信致します。 

※リニューアル後の掲載イメージです。 
 サイトデザインについては、予告なく変更になる場合がございます。 
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320×50 320×50 

320×50 

商品名 SP版ペットアドネットワーク  
スペース 「SP版いぬのきもち ねこのきもちweb」と 

その他ペット関連サイト 

期間 4週間 
※配信状況により変動可能性あり 
※月曜日開始（時間指定不可） 

最低申込金額 60万円（グロス） 
※保証形態は下記のどちらかをお選び頂けます。 
【CPCプラン】4000クリック/CPC150円 
【CPMプラン】400万imp 

枠数 5枠 

原稿規定 【サイズ】320×50 
【ファイル形式】ＧＩＦ or ＪＰＥＧ  
【容量】５０ＫＢ以内 
【アニメーション】可 

入稿本数制限 ２本まで（一括入稿） 
※リンク先は１本まで 
※差替えは基本不可 

配信OS iOS/Android 

入稿〆切 掲載開始5営業日前まで 

レポート 掲載ｉｍｐ／ＣＴ／ＣＴＲ 

その他 ・掲載期間の短縮・延長はご相談ください。 
・キャンペーン期間にあわせて消化した分の実数清算も
可能です。 
・ＩＰアドレスによる掲載エリアセグメントや広告主様
サイトへタグを埋めることで、サイト来訪者のリターゲ
ティング配信も可能です。 都度ご相談下さい。 

SP版 ペットアドネットワーク 

※リニューアル後の掲載イメージです。 
 サイトデザインについては、予告なく変更になる場合がございます。 
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タイアップ広告メニュー 



11 

オーダーページ 

 
オーダーページ 
（タイアップ） 

※誘導枠は、 
◆ＰＩＣＫ ＵＰ（いぬ（ねこ）好きの人にはコレ！） 
◆お知らせコーナー 
の２枠の掲載となります。 

広告主様サイトへ
リンク 

編集部監修のもと制作する記事型タイアップ広告です。理解促進を目的とするスポットキャンペーンに最適です。 
ユーザーの分かりやすい切り口で広告主様の商品・サービスの告知をします。 
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オーダーページ仕様 

商品名 いぬのきもち ねこのきもちｗｅｂ オーダーページ 

スペース いぬのきもち ねこのきもちweb ＴＯＰページタイアップ専用誘導枠 

広告種類 タイアップ 

最大枠数 ３ 

原稿サイズ 

バナー制作は弊社 編集部で行います。 
原稿種類 

クリエイティブ規定 

入稿本数制限 

露出 

保証・想定 想定 

期間 ４ｗ～ 

開始曜日・時間 月曜日１０：００ＡＭ～ 

終了曜日・時間 月曜日０９：５９ＡＭまで 

お申込みスケジュール 制作期間にオリエンより５ｗ頂きます。 

レポート ・誘導枠結果：ｉｍｐ／ＣＴ／ＣＴＲ 
・記事広告ページ ＰＶ／外部ＣＴ 

料金 掲載費：３００，０００円（Ｇ）～ 制作費：３００，０００円（Ｎ）～ 

※掲載可否について：訴求内容・商材によってタイアップをお断りさせて頂く場合がございます。 
※記事部分の素材は広告主様からご提供頂きます。 
※外部リンク先は３本までとさせて頂きます。 
※取材・撮影費は含まれません。 
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連載タイアップ 

連載タイアップは、タイアップ掲載期間中の更新が可能です。長期的な啓蒙や商品・ブランドの 
継続的な認知度向上を目的としたタイアップ等におススメです。 

①商品基礎情報 
・広告主様の商品、サービス紹介スペースです。 
・詳細な情報や商品購入、資料請求は広告主サイトへ誘導します。 

②商品理解促進コンテンツ 
・閲覧者に役立つ関連情報の掲載により、長期的な商品・サービス
理解を促します。 

例）ブログ展開 
閲覧者よりモニターを募り、商品を使用した感想など、ブログ展開
で構成します。 

例）写真投稿 フォトコンテスト（※） 
商品に関連するテーマでフォトコンテストを開催。閲覧者にも参加
して頂き、定期的に閲覧して頂くためのきっかけにも繋げます。 

例）お楽しみコンテンツ制作 
閲覧者に楽しんで頂きながら商品の理解を促進するコンテンツ掲載 

 

◆具体的な事例を次ページより 
 ご参照ください。 
◆企画立案に関しましては、弊社営業担当者 
 へご相談下さい。 
 

例）ｗｅｂサンプリング（※） 
閲覧者に楽しんで頂きながら商品の理解を促進するコンテンツ掲載 

 

PC版 
記事広告 

SP版 
記事広告 

広告主様 
Webサイ

ト 

※リニューアル後の掲載イメージです。サイトデザインについては、予告なく変更になる場合がございます。 
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連載タイアップ事例 

のみダニケア用品のプロモーションタイアップ。なかなか理解を促しにくい商品説明
をお楽しみ診断コンテンツを交え、プロモーション。リリース配信を行うことで     
話題醸成、各種サイトからの誘引にも成功！ 

サイトＴＯＰジャック 

話題作り 集客 
診断コンテンツ 

コンテンツアンケート取得のための
プレゼントキャンペーン 

商品紹介ページ 
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商品名 販促ツール制作（POP） 

利用期間 納品から3ヶ月間  
※延長の場合別途費用 
※ご利用開始はタイアップ掲載後となります。 

料金 5,000部：130万円（G） 

その他 ※部数、仕様により要事前審査およびお見積りとな
ります。 
※タイアップ広告へのお申し込みが必須条件となり
ます。 
※タイアップ広告お申し込みと同時のお申込みをお
願い致します。 
※上記料金には制作費、ロゴ利用料、ページ二次利
用料全て込み。 

タイアップオプション 

いぬ・ねこ本誌タイアップ同様、タイアップ素材を活かして、POPや冊子等の販促ツールを作成する
ことが可能です。 

商品名 販促ツール制作（冊子） 

利用期間 納品から3ヶ月間  
※延長の場合別途費用 
※ご利用開始はタイアップ掲載後となります。 

料金 5,000部：140万円（G） 

その他 ※部数、仕様により要事前審査およびお見積り  
 となります。 
※タイアップ広告へのお申し込みが必須条件と 
 なります。 
※タイアップ広告お申し込みと同時のお申込み  
 をお願い致します。 
※上記料金には制作費、ロゴ利用料、 
 ページ二次利用料全て込み。 
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pet.benesse.ne.jp 

Webサイトの案内 
（2015.4-6月版） 

掲載写真は、全て「いぬのきもち ねこのきもち」Webサイトで投稿された作品です。 

コンテンツ概要 



17 

コンテンツ概要 

※画面は開発中のものであり、実際と異なることがあります。 

トピックス 
新着情報 

AD 

AD 

（犬のための） 

施設検索 

フォトギャラリー 
写真投稿 

犬診断 
猫診断 

犬猫連載記事 
（常時６～８本） 

web編集室おすすめ 
みみより情報（小

ニュース） 

飼い主さん・犬猫ファン向けのコンテンツが満載！ 

アプリ紹介 

犬猫にまつわる連載記事を中心に、写真投稿・施設検索・イベン
ト情報など「いぬのきもち」「ねこのきもち」ならではのおもし
ろコンテンツ＆お役立ち情報が満載。 

AD 

AD 

ランキング 

犬種・猫種 
図鑑 
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トップページ 

Tablet PC Smart Phone 

タブレット端末 
スマートフォン 
に対応したデザイン 

※画面は開発中のものであり、実際と異なることがあります。 
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下層ページとスマートフォン 

下層ページ（ＰＣ） スマートフォン 

AD 

AD 

※画面は開発中のものであり、実際と異なることがあります。 

AD 
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人気コンテンツも続々誕生！ 

『穴澤賢の犬のはなし』 
犬と暮らすのは楽しいけれど、笑ってばかりもいられない。
かつて１DKで大型犬と暮らした経験から、そのことは重々
知っている。ちゃんと考えないといけないこともたくさんあ
る。この連載では自分の知っていることや、これから知りた
いことも含めて、広く犬のことについて取り上げていきたい
と思います。（本文より抜粋） 
------------------------------- 
穴澤賢（あなざわまさる）：2005年、愛犬との日常をつづったブログ「富
士丸な日々」が話題となり、その後エッセイやコラムを執筆するようになる。
著書に「ひとりと一匹」（小学館文庫）、自ら選曲したコンピレーションア
ルバムとエッセイをまとめたCDブック「Another Side Of Music」（ワー
ナーミュージック・ジャパン）、愛犬の死から一年後の心境を語った「また
ね、富士丸。」（世界文化社）などがある。2012年には、実話をもとにし
た猫の絵本「明日もいっしょにおきようね」（草思社）を手がける。 
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人気コンテンツも続々誕生！ 

『小雪の怒ってなどいない!!』 
小雪(メス・７才) 
6月14日生まれ。穏やかな優しい性格で、ちょっと運動音痴。
仔猫のころは、まんまるのクリクリな瞳だったが、大人にな
るにつれ極悪な顔になっていく。でも、怒ってなどいない。
好きなものはじゃらしおもちゃ、昼寝、なでられること。イ
スの上で寝るのがお気に入り。 
------------------------------- 
岡田モフリシャス：フリーライター。子どもの頃からあこがれていた“猫と
の生活”を手に入れるも、飼い猫の顔つきがだんだんコワモテになっていく。
「こんなに愛情たっぷりなのに……」 
と一体 なぜこうなったのかわからないまま現在にいたる。 
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写真投稿も大人気！ 

犬猫写真が続々集まっています。 
定期的にコンテストを開催中！ 
動画投稿機能を追加予定！ 

投稿された 
写真が 
Facebookを 
通じて拡散！ 
※ＳＮＳを活用したメニューに関しては 
弊社営業までお問い合わせください 
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お問い合わせ先 

■ 広告掲載に関して ■ 
○全ての広告で掲載審査が必要となりますので、ご掲載前には必ず掲載可否をご確認ください。また内容によりご掲載できない場合がございます。 
○薬事法、健康増進法、景品表示法、JAS法等、関連する規制を遵守していることが前提となります。サイト全体について事前にご確認をお願いいたします。 
○広告掲載・広告掲載基準に関しましてはベネッセインタ-ネット情報サイト（http://ad.benesse.ne.jp/）を必ずご確認ください。 
○広告表現には企業名・ロゴ・サービスマーク等、情報提供者（広告主様）がわかる表現を明記してください。  
○リニューアル等により、ガイドサイト名、サイト構造、誘導枠、デザイン、商品仕様・掲載位置など変更の可能性がございます。 
○制作物に関しては資料等に活用させていただく可能性がございます。 
 
■ 個人情報についての必須事項 ■ 
以下2点必須となっておりますので事前にご確認ください。 
 ①すべての個人情報取得ページでのSSL対応   ②個人情報取得ページ上、あるいは、取得ページからのダイレクトリンクページでの個人情報の利用目的の明示 
 

inet-ad-media@ml.benesse.co.jp 

広告情報サイト http://ad.benesse.ne.jp/ 

在庫確認 

申込/入稿 

掲載可否 

営業窓口 
ファミリー事業開発部 ペッツハート課 
０３－６９１１－３８０５ 


