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媒体概要



雑誌 Web・アプリ イベント

＜会員誌＞

いぬのきもち
形態：月刊・直販誌
価格：12,216円/年
対象：いぬ飼育者全般
発行部数：74,292部
読者層：40-50代中心

ねこのきもち
形態：月刊・直販誌
価格：12,216円/年
対象：ねこ飼育者全般
発行部数：88,108部
読者層：40-50代中心

＜MOOK本＞

WEBメディア（合計）：2,000万PV

いぬねこWEBサイト

アプリ：約130万PV

ソーシャル・アライアンスメディア

Twitter：フォロワー6.7万人
Facebook：いいね21.2万人
LINE公式アカウント：お友達1,444万人
LINEニュースメディア
いぬのきもちNEWS：お友だち16.4万人
ねこのきもちNEWS：お友だち90.1万人

猫の飼い始めオーナー向けアプリ
「はじめてのねこのきもち」を18年4月リリース予定

New

日本最大級のペット動画・写真
キュレーションサイト

有名獣医師監修のペットの健康
に関する情報や悩みの相談機能
を提供する総合サイト

いぬのきもち ねこのきもちとは



いぬのきもち ねこのきもちWEB媒体スペック

WEBサイト

アプリ

創刊15年の信頼感と編集力を活かした

日本最大級のペット情報メディア

信頼できる一次情報

雑誌編集部が中心となり質の高いオリジナルコンテンツを配信。
「かわいい」だけではない「タメになる」情報がペットオーナー
を始め、提携ニュースメディアにも活用頂いています。

利用者は“アクティブ”なペットオーナー

ユーザーの82%が犬・猫を飼育。アンケートは1日で4,000件(*1)

集まり、広告へも前向きに反応する(*2)など、弊社メディアへの
エンゲージメントが高いユーザが集まっています。
(*1) 弊社アプリ内アンケート実績値（計測期間：2017/7/19～2017/7/20）
(*2) 商品サンプリングの事後アンケート（1ヶ月後）回答率：40%以上

PV数 24,800,000/月

UU数 220万人/月

アプリDL 1,300,000DL

LINE公式アカウント 14,440,000友だち

LINEニュースメディア
いぬ：164,000友だち
ねこ：901,000友だち

Facebook
いぬ：19,000いいね
ねこ：193,000いいね

Twitter 67,000フォロワー

2018年3月時点



＜メインユーザ層＞
・30～40代の働く男女 高所得者層がメイン

いぬねこWEBユーザープロフィール①
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2018年３月実施
ベネッセ自社調査
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飼育率は86％、若年（飼い始め）から高年まで幅広い年齢のペットのオーナーに利用頂いています。

いぬねこWEBユーザープロフィール②
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衣服などファッションを変えた

家電の買い替えや買い足しをした

光熱費(電気・ガス)が増えた

家具・インテリアを変えた

SNS等に写真や動画をアップする機会が増えた

掃除や洗濯の頻度が増えた

ペット連れで出かける機会が増えた

ペット飼い主との間で新たなコミュニティーができた

家族の会話が増えた

写真や動画を撮影する機会が増えた

ユーザーは、ペット飼育をきっかけにして様々な生活の変化を経験します。

2018年３月実施
ベネッセ自社調査

Ｎ＝1545名



タイアップメニュー



インスクロール型タイアップ（旧オーダーページ）

特徴

サイト内の編集記事下にダイレクトに配信されます。編集部配信の記事と同様の体裁で制作し、記事下にタイアップ広告を掲載して配信していきますので、
ユーザーに受け入れられやすく、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。いぬのきもちWEB、ねこのきもちWEB、分けての
配信が可能です。

広告種類 インフィード広告

料金
合計：100万
掲載費：75万円（G） 制作費：25万円（N）
※ストック記事をHTML制作する場合50万円（N）

掲載期間 1週間～最大4週間まで

掲載開始日 月曜日

誘導方法 配信記事内での掲載（期間保証型/ローテーション型）

最大枠数
ねこのきもちWEB：8枠/週
いぬのきもちWEB：6枠/週

想定PV
それぞれ20,000PV/1週間
※商材・訴求内容により大きく異なります

制作期間

タイアップフォーマットによって期間が異なります。
詳細は次ページ以降をご参照ください。

＜パターン＞
・ニュース記事風 ・マンガ形式 ・記事＋マンガ形式
・ブログ形式 ・白書形式 ・専門家登場

レポート
・記事広告ページ：PV数、外部送客数
※レポート提出は掲載終了後5営業日以内

その他 ・外部リンクは2か所まで

記事閲読ユーザにシームレスにアプローチが可能

想定PV単価50円以下！

NEW！

固定の置き場誘導口 記事一覧にストック

インフィード枠

Next Article

TU記
事

記事下に
ＴＵ記事掲出

※別途制作費にて
HTML版での制作も可

同一記事

誘導枠 タイアップ



インスクロール型タイアップ 仕様

ダイレクト配信型・簡易版タイアップは以下の仕様からお選びいただけます。

タイアップフォーマット 制作期間

ニュース記事風ＴＵ
（通常版）

4週間

マンガ形式ＴＵ 6週間

記事+マンガ形式ＴＵ 5週間

ブログ形式ＴＵ 6週間

白書形式ＴＵ 6週間

専門家登場ＴＵ 5週間

オリエンシートをベースに指定頂いたフォーマットにて記事作成いたします。ご不明点は担当営業までご連絡ください。

• PC版とSP版とで違う文言や写真を入れることはできません。

• 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。

• 特長やポイントに合う商品画像（JPG/GIF/PNG）オリエンシートと共にご提供いた
だけましたら適宜ピックアップし掲載いたします。

• 段落数は最大３つまで。リンク先は、最大２か所まで。文字数は1,000～1,500文
字程度となります。

• 取材・撮影が必要な場合は別途30万円～

• 記事の２次利用は別途（6ヵ月/20万円～）

• 専門家登場ＴＵは、専門家のアサイン費は含まれていますが、専門家のグレードに
よっては別途費用が発生します。

• 白書形式タイアップは、アンケート5問までは料金に含まれますが、それ以上の場
合は別途費用が発生します。モニターも別途。



インスクロール型タイアップ フォーマット①

ニュース記事風ＴＵ（通常版） マンガ形式ＴＵ 記事+マンガ形式ＴＵ

製作期間：４週間～ 製作期間：６週間～ 製作期間：５週間～



インスクロール型タイアップ フォーマット②

ブログ形式ＴＵ 白書形式ＴＵ 専門家登場ＴＵ

製作期間：６週間～製作期間：６週間～ 製作期間：５週間～



カテゴリースポンサード NEW！

長期連載に適したメニューになります。いぬのきもち／ねこのきもちが毎日配信する記事（各150本/月）の記事下にタイアップ記事を掲載し、
そのタイアップ記事をインデックス化し、広告掲載期間中記事がストックされます。インデックスページに対し、外部から誘導を掛けることも可能です。
各カテゴリ１業種１社限定メニューとなります

誘導枠 インデックス化

各配信記事 各記事下に
インデックスへの

誘導枠設置

貴社インデックスページ
（過去記事一覧）

※インデックスの設置場所はカテゴリを1つ選択
※各カテゴリ業種1社縛り
※インデックスページへは外部誘導可能（オプション）

＜オプション＞
外部誘導

・トータル記事PV
・記事毎のPV
・外部CT

レポート

1業種１社限定のプレミアム配信

特徴

＜基本パッケージ＞
期間：3カ月-※最後の記事（6本目）配信から1カ月はサービス
料金（掲載費）：500万円Ｇ
※記事６本付（月２本×3カ月）
想定ＰＶ：12万ＰＶ（view単価：42円）
※掲載期間：掲載開始日～最後の記事（6本目の記事）が
配信された日から1カ月

※アーカーブ化は別途オプション（WPオプションに準じる）

追加記事：25万円Ｎ（1本当たり）
※3カ月での最大追加記事数：6本（週1本配信想定）
3カ月MAX料金：500万Ｇ+150万Ｎ
想定ＰＶ：24万PV（view単価：27円）

※PVは想定値です
※記事内のリンクは2か所

レポート
・各誘導枠：CT（編集枠は含まれません）
・記事広告ページ：PV数、外部送客数

専用インデックス付の長期タイアップ



ねこのきもちダイジェストスポット NEW！

誘導枠 広告ページ

左上の画像枠か右下のテキスト枠のい
ずれかをご指定頂けます（※1）

「広告」マークと提供元名の提示をいたします。
送客リンクは2ヶ所まで利用可能です。

ねこのきもちLINE公式アカウントのリッチメッセージ内から記事に誘導をする記事型タイアップ広告です。
配信記事はLINEだけでなく、ねこのきもちwebマガジンからも記事配信致します

ねこのきもちNEWS
リッチメッセージ

ねこのきもちNEWS内記事

2017年6月27日スタート
友達数 90万人 ※2018.2月末現在

１日１社限定のプレミアム配信

特徴

■プラン内容
・編集記事×1本
（800文字程度+画像TOP1点+記事内最大5点）

・ねこのきもちLINE公式アカウント
LINE DIGEST SPOT広告×1配信

・ねこのきもちwebマガジンからの記事配信

■費用
・2枠目 8枠目共に

150万円Ｇ
※同日に２枠配信（2枠、8枠）は不可。どちらかお選びください。
※オプション スタジオ撮影別途（30万円Ｎ～）
※２次利用（20万円/１メディア～）

想定ＰＶ：70,000（ねこのきもちLINE公式アカウント内数値と、ねこのきもちwebマ

ガジンでの記事配信の合算）

★トップ画像のトンマナと広告タイアップ記事と大幅に異なる場合は、
掲載できないことがございますのでご注意ください。

申込期限はご希望の
配信日の30日前！

・配信日 火or木or金 ※事前に空き枠をご確認ください。
・オリエンシートをもとに作成します。
・申込み業種などに制限があるため事前に審査をお願いします。
・LINE NEWS内からの外部リンクは２か所まで
・広告作成日から60日後に自動削除されます。
記事のアーカイブはされませんので、ご注意ください。



いぬのきもちダイジェストスポット NEW！

いぬのきもちLINE公式アカウントのリッチメッセージ内から記事に誘導をする記事型タイアップ広告です。

いぬのきもちNEWS
リッチメッセージ

誘導枠 広告ページ

左上の画像枠か右下のテキスト枠のい
ずれかをご指定頂けます（※1）

「広告」マークと提供元名の提示をいたします。
送客リンクは2ヶ所まで利用可能です。

2017年6月27日スタート
友達数 16万人 ※2018.2月末現在

１日１社限定のプレミアム配信

特徴

■プラン内容
・編集記事×1本
（800文字程度+画像TOP1点+記事内最大5点）

・いぬのきもちLINE公式アカウント
LINE DIGEST SPOT広告×1配信

■費用
・2枠目 8枠目共に
80万円Ｇ+制作費20万円N
※同日に２枠配信（2枠、8枠）は不可。どちらかお選びください。
※オプション スタジオ撮影別途（30万円Ｎ～）
※２次利用（20万円/１メディア～）

想定ＰＶ：10,000（いぬのきもちLINE公式アカウント内）

★トップ画像のトンマナと広告タイアップ記事と大幅に異なる場合は、
掲載できないことがございますのでご注意ください。

申込期限はご希望の
配信日の30日前！

・配信日 火or木or金 ※事前に空き枠をご確認ください。
・オリエンシートをもとに作成します。
・申込み業種などに制限があるため事前に審査をお願いします。
・LINE NEWS内からの外部リンクは２か所まで
・広告作成日から60日後に自動削除されます。
記事のアーカイブはされませんので、ご注意ください。



プッシュ通知型タイアップ（サンプル、プレゼント限定） NEW！

プレゼントキャンペーンやサンプリング募集の場合は、通常の誘導枠に加えアプリのプッシュ通知で企画を告知。より多くのユーザへアプローチが可能です。
※ダイレクト版は実施不可

オーダーページ

オーダーページ
（タイアップ）

PC

オーダー
ページ

S
P

AP
P

企画開始時に
プッシュ通知

いぬのきもちねこのきもち内の
関連サービスから誘導

WEBサイト

誘導枠

まいにちアプリ

動物病院検索

※各サービスの誘導枠設置は順次実装いたします
※誘導枠に＜PR＞表記をいたします。

広告種類 タイアップ広告

料金

合計250万円～
・掲載費：150万円（G）
・制作費：100万円（N）～ ※取材・撮影費
別途
※配送・作業費は実費ご請求

掲載期間 4週間

掲載開始日 月曜日

誘導方法 期間保証型／ローテーション表示

想定PV
15,000～
※商材・訴求内容により大きく異なります

制作期間 オリエンより最低5週間頂きます

レポート
・各誘導枠結果：PV数
・記事広告ページ：PV数、外部送客数

その他 ・アーカイブはオプションとなります

約130万DLのアプリでプッシュ通知

特徴

記事として自然に読み込ませることが可能



SNS連動型タイアップ NEW！

オーダーページ内でＳＮＳ（インスタ、ツイッター）からのコメント、画像を読み込んだ投稿キャンペーンの実施が可能です。人気の高いインスタグラマーの
活用含め、ＳＮＳを介した流入（ＰＶ）の強化が図れる企画となります。

オーダーページ

ページ下に動物病院一覧
ページへの誘導リンクを設置

タイアップページ

＜オプション＞
外部誘導

いぬのきもちねこのきもち内の
関連サービスから誘導

WEBサイト

誘導枠

まいにちアプリ

動物病院検索

SNS投稿

広告主様
サイト

投稿

インスタグラム

blog

フォロワー

フォロワーを巻き込んだ
・キャンペーン誘導
・ソーシャルリーチキャンペーン入口

広告種類 タイアップ広告

料金

合計200万円
・掲載費：150万円/月（G）
・制作費：50万円（N）～
※取材・撮影費別途
※ブロガーによっては別途お見積り

掲載期間 ４週間～

掲載開始日 月曜日

誘導方法
期間保証型／ローテーション表示
※枠はインスクロールタイアップと共有
※配信においていぬorねこを選択ください

想定PV
40,000～/月
※オーダーページ内PV

制作期間 オリエンより最低5週間頂きます

レポート
・各誘導枠結果
・記事広告ページ：PV数、
外部送客数、ソーシャルリーチ数

その他
・アーカイブはオプションとなります
・フォロワーの多いインスタグラマーの
アサインは別途お見積り

SNSを通して商品認知の拡大

投稿物を通しての拡散

特徴

記事記事記事
記事記事記事
記事記事記事

配信記事
インフィード枠

SNS投稿

タイアップページ

同一記事

ph

ph

ph ph ph

ph phph

ph phph

ph phph
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その他タイアップオプション一覧

カテゴリ メニュー名 概要 料金（N）

記事リッチ化

取材・撮影
プロカメラマンによる撮影、編集部による取材（専門家や読者など）を行うことで、
より質の高い記事を作成します。

¥300,000～

専門家活用 獣医師やトレーナー、トリマーなどの専門家を起用し、第三者視点から製品・サービスを紹介いたします。 ¥100,000～

動画掲載
ハウツー、製品レビューなど、文章や画像では伝えきれない情報を動画で紹介することで、読者の理解を高め
ます。（お手持ちの動画をご納品頂きます）

¥150,000-
※動画制作は応相談

ユーザーの声

事前モニター
いぬのきもち・ねこのきもち読者よりクローズドのアンケートで抽出したモニターが広告主様商品を試用し、
そのモニター結果（コメント・本人撮影の写真）をタイアップに活用します。

¥300,000-
※最大3名迄

サンプリング
タイアップページ上で広告主様商品のサンプリング募集を実施。記事で興味を持った読者に体験も付与するこ
とで、購買／利用意向を高めます。

¥200,000-
※配送・作業費は実費ご請求

ユーザ投稿キャンペーン
ユーザ投稿メディア「PetFilm」と連携してInstagram、Twitter上での投稿キャンペーンを実施。SNS上での
拡散が期待できます。

¥900,000～

PVブースト

ペット生活、PetFilm誘導 提携サイト「ペット生活」、「PetFilm」からの誘導を行うことで、より多くのオーナーへ訴求します。 ¥500,000-

Outbrain誘導
Outbrain独自のアルゴリズムによる高精度なマッチングにより、コンテンツに興味・関心が高いユーザーを判
別してレコメンドします。

要見積もり

AkaNe誘導
国内最大級のインフィード在庫を有するAkaNeにて外部メディアからタイアップ
ページへの流入数をアップします。配信枠は全てホワイトリストで選択でき、配意
枠毎での読了数や記事→LPの遷移数など詳細なレポーティングも可能です。

要見積もり

その他

データ二次利用 タイアップデータを納品し二次利用頂けます。 要見積もり

アンケート実施
タイアップ記事内もしくは事後アンケートを実施いたします。
（基本項目＋自由項目5問まで）

¥300,000～
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お問い合わせ先

事前に、以下の内容をご確認いただきお申込みいただきますようお願い申し上げます。
・広告掲載基準
・インターネット広告に関する規定書

■広告情報サイト : http://ad.benesse.ne.jp/

■営業窓口
株式会社ベネッセコーポレーション
Ｋ＆Ｆ事業本部 企画開発部
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-26 一ツ橋SIビル
TEL：03-5259-5106

■お問合せ・お申込み : inet-ad-media@ml.benesse.co.jp

■ 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。
○純広告の申込・ご入稿は５営業日前までとなっておりますのでご注意ください。
○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://women.benesse.ne.jp/ad/）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


