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Business Insiderは全世界で2.7億を超える経済メディア

全世界でビジネスの変革を発信

Business Insiderはニューヨークに拠点を置く経済メディアです。ミレニアル世代

のビジネスパーソンを主なターゲットに、ビジネス、経済、政治、金融、テクノロ

ジー、キャリアなど幅広い分野のニュースを日々配信しています。

現在、世界10エディションを展開。全世界で2.7億人以上の読者を抱えています。

テクノロジーによる世の中のトランスフォーメーション、サステナビリティ、働き

方などのテーマに、独自の視点で世の中を捉えながらデジタル専門ビジネスニュー

ス媒体として成長しています。

ウイグルのキャンプから脱出した女性
の実話を元に描かれたイラストベース
のストーリー

Business Insider USが初のピューリッツアー賞を受賞



Business Insider Japanについて

Business Insider Japan は世界10エディションを展開するグローバル・オンライン経済メディアの日本版です。

次世代を担うリーダー層であるミレニアル世代のビジネスパーソンを主な読者としています。

最先端技術、科学、経済、市場、外交、国際情勢、政治、企業戦略といった、ビジネス活動を中心としたテーマを報じています。

世界がダイナミズムを伴って変化する中でビジネス活動を触発し、読者のビジネスを拡張するための情報を発信しています。

2020年、ローンチ以来大事にしてきた私たちのビジョンをタグラインとして改めて発表しました。

ビジネスの拡張も成長から循環型へ。ビジネスも、働き方も、社会のあり方も大きく変わろうとしているBusiness Insider Japanが目指すのは、

やさしさがめぐる経済をつくることをテーマに発信していきます。

Business Insider Japanのミッション・ビジョン



次世代ビジネスリーダー
企業規模に捉われない現代のアントレプレナーや

社内改革をミッションに持つ企業の担当者や意思

決定者

意識の高い消費者
これから選ぶべき企業・サービス・プロダクトを

参考にする

41,000 + FANS

46,000 + FOLLOWERS

感度の高いビジネスパーソンを中心に急成長

Business Insider Japanのコア読者

Business Insider Japanメディアプロフィール

学習意欲が高いビジネスパーソン
学ぶ意欲が高く、「未来の兆し」にアンテナを

張っている

30,000,000 + VIEWS

10,000,000 + USERS



読者アンケートにて会社員の回答者の業種（2023）

Google Analyticsより（2022年9月～2023年2月）
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営業・販売・サービス

製造業、 I T関連事業を中⼼に
⼤企業とベンチャー層がバランスよく 所属

業種 勤務先の従業員規模

100人未満

約33%

(ベンチャー層)
1,000人以上

約33%

(大企業層)

100-500人

21%

(中諸企業層)

※経営者、 役員、 部⻑、 課⻑などの肩書きを
持つマネジメ ント 層のユーザー

セールスや経営企画、 マーケティ ング、 I T関連職を中⼼に

ビジネスにおける意思決定者が約39 %

職種 役職

読者アンケートによる調査（2023）

5 0 0万円未満

4 2 . 2 %

5 0 0万円〜1 0 0 0万円未満

3 2 . 2 %

1 0 0 0万円〜1 5 0 0万円未満

1 1 . 1 %

1 5 0 0万円〜2 0 0 0万円未満

3 . 3 %

2 0 0 0万円以上

1 1 . 1 %

約32%

(500~1,000万円)

約26%

(1,000万円~)

個⼈年収

個⼈年収は1 0 0 0万円以上が約26 %
次世代を担う ミ ド ルリーダーから実のリーダー層へ幅広く リーチ

読者アンケートによる調査（2023）
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65+歳
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約55 %
( ト ッ プリ ーダー層)

性別 年齢
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意識している

66.7%

意識できていない

33.3%

Source:全て読者アンケートによる調査より（2023）

「 サステナビリティ 」 への意識 「 サステナビリ ティ 」 に関する⾏動
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環境保護に関する⾏動をした

サステナブル製品を

使っている、購⼊している

環境保護に

熱心な企業に注目している

地球環境を

より良くしたいと考えている

関⼼のあるビジネスト ピッ クス (複数回答)
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ビジネスで今後

取り組む予定があるから

関連するビジネスに

携わっているから

ビジネストレンドとして

知っておく必要があるから

ビジネスト ピッ クスに関⼼を持つ理由

サステナビリティについて 投資について

ビジネスト レンド を意識した読者が多く 、サステナビリ ティ への関⼼も⾼い

投資への関⼼

関⼼があり 、 すでにやっている

4 8 . 6 %

関⼼はあるが、 まだやっていない

（ 普通預⾦、 定期預⾦のみ）

2 4 . 8 %

関⼼もなく 、

やってみたいとも思わない

2 6 . 7 %

投資関心層

約73%

現在の投資商品 検討している投資商品
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投資に関して関⼼を持つユーザーが約7 3 %
約5 0 % 以上がN I SA・ 株式に既に投資しており 、 今後 投資信託、 不動産、 外貨預⾦なども検討している。

読者インサイト読者インサイト
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投資に関して関⼼を持つユーザーが約7 3 %
約5 0 % 以上がN I SA・ 株式に既に投資しており 、 今後 投資信託、 不動産、 外貨預⾦なども検討している。

読者インサイト

現在の保有金融資金 検討している金融資金

約50%以上がNISA・株式の金融資金を保有しており、

今後投資信託、不動産、外貨預金なども検討。



Business Insider Japanが発信するContents

企業
Business

Better Society

Better Trade
Better 

Product/Service

Better Work&Life

#B-Corp
#フェアトレード
#エシカルサプライチェーン
#脱貧困
#人権問題
#新しい貨幣（仮想通貨）

#ESG経営
#脱炭素
#サーキュラーエコノミー
#再生エネルギー
#テクノロジー×ヒューマニティ

#ダイバーシティ＆インクルージョン
#ジェンダー
#NOハラスメント
#ミレニアル・Z世代の価値観

#新しい働き方
#アンラーニング
#パラレルキャリア
#新しいパートナーシップ
#デュアルライフ



ニュースだけではなく、Business Insider Japan独自の視点を入れた連載・コンテンツがヒット

Business Insider Japanヒット記事



編集部が注目するトピックスを毎月特集として展開

特集 -Close up-



ビジネス、テクノロジー、SDGs、働き方……さまざまなテーマで、既成概念にとらわれず新しい未来を作ろうとチャレンジする人を

Business Insider Japanの記者/編集者がインタビュー。

記者との対話を通して、チャレンジの原点、現在の取り組みやつくりたい未来を深堀りし、毎週公式アカウントで配信中。

毎週水曜日19:00-19:30

オンライン配信コンテンツ -BEYOND-



Event ＆ Award -BEYOND MILENNIALLS 2023
-

ミレニアル世代の挑戦を表彰するアワードとして2019年に始まったBEYOND MILLENNIALS。

第5回を2023年1月に開催し、ミレニアル・Z世代の挑戦を通して今注目すべきテーマと未来の兆しを探りました。

BEOYND MILLENNIALS 2023の様子



バーティカルメディア -Life Insider & Money Insider

豊かに働き、暮らすためのヒント

Life Insider

次世代ビジネスリーダーが豊かに生きるための情報を提供する「Life 
Insider」。暮らしと仕事の質を上げるコツ、グローバル共通で読まれて
いる新しいライフスタイルやエンタメ、キャリアを考えるきっかけとな
る先駆者のインタビューを掲載しています。

自律的に生きるために必要な「お金」との付き合い方

Money Insider

どんな環境でも柔軟に生きたい。そのためには経済的にも自立していた
い。そう考える次世代リーダーに向けて、お金に関わる情報を提供する
「Money Insider」。マネーの基礎知識、運用・投資のコツから、クレ
ジットカードやアプリまで。現代を生きるビジネスパーソンが知ってお
くべき情報があります。



取材、連載、イベントなどを通して注目すべきソートリーダー（企業、企業人、有識者）や

優良なビジネスパーソン（読者）と繋がる

Community & Network



Topics：特集「Next Startups」

日本と世界各国のスタートアップ事情や最新の動向、ユニークな取り組みなどをお届け

Business Insider Japanはテクノロジーを駆使して環境や社会問題の解決に挑む企業、暮らしを豊

かにするサービスを生み出す企業など、未来を作るスタートアップを応援しています。



気になるニュースや注目のトレンドを分かりやすくお届け

Topics：ショート動画



広告メニューのご紹介



ブランディング・リブランディング

ビジネス潮流と第三者視点で御社ビジネス価値の可視化

・自社ESG経営・SDGs推進の取組み発信

・企業の新規事業・サービス発信

・企業価値向上を支援するビジネス

グローバルな視点で捉える今後のビジネスの潮流とデジタル世代を刺激する価値観を内包するメディアで

“ 優良なビジネスリーダー、ビジネスパーソン ” に向けたコミュニケーションを提供します。

ビジネスの見込み顧客の創出

ビジネス上の課題醸成と御社製品・サービスの特徴・優位

性の可視化

・御社事業の有用性、信頼性、先端性をメディアのリソースを

活用してコンテンツ化

・事業/サービスの展望やグローバル視点でのストーリー化など。

・記事+動画+イベントなど、目的に合わせて展開が可能です。

Business Insider Japanが提供する広告ソリューション

採用支援

次のビジネスを牽引する若手リーダー層のインサイトを捉えた採

用支援コンテンツの開発

・転職潜在層に対して貴社の価値を可視化。

・転職先候補として想起を促します。

ワークスタイル・ライフスタイル

ビジネスパーソンに向けた製品・サービスの紹介

・ビジネスパーソンが身に着けるべき製品

・いま必要なスキルアップ・学習コンテンツ

・考えるべき資産形成、

・効率化につながるガジェット



Business Insider Japan のブランデッドソリューション

【1】

ブランド

コンテンツ

【2】

3本プラン

【3】

Life Insider

商品レビュー

プラン

【4】

Next 

Startups ス

タートアップ

特別プラン

【5】

動画プラン

【6】

オンライン

配信

【7】

ブランド

チャンネル

【8】~

【12】

ディスプレイ

メニュー

【参考】

グローバル

プロフィール

ページ数 p.19 p.22 p.23 p.25 p.27 p.28 p.29 p.31 p.37

内容

Business Insider 
Japan編集部の視点
を織り交ぜながら、
ブランドコンテンツ
広告を制作。社会課
題やタイムリーなア
サインなど、広告を
超えた“読まれる”ブ
ランドコンテンツを
読者に届けます。
インタビュー、対談
のほかインフォグラ
フィックや動画など
見せ方のバリエー
ションも。

Business Insider 
Japan編集部の視点
を織り交ぜながら、
ブランドコンテンツ
広告を制作。社会課
題やタイムリーなア
サインなど、広告を
超えた“読まれる”ブ
ランドコンテンツを
連載で読者に届けま
す。

専門性の高いITジャーナ

リスト・テックライター

がLife Insiderの切り口で

製品をレビューする記事

タイアップです。

感度の高いビジネスパー

ソンのライフスタイルに

今取り⼊れるべきアイテ

ムとして新製品やサービ

スを紹介します。

スタートアップ企業限定
の特別プランです。

企業のパーパスやビジョ

ンなど、経営層からの

メッセージを発信する

トップインタビュー企画、

現場の社員の声を通して、

企業の文化、働きやすい

環境、業務の魅力を伝え

る現場社員インタビュー

企画を想定しています。

記事タイアップの対
談やインタビューを
分かりやすいダイ
ジェスト動画に編集。
タイアップ記事にも
エンベッドする他、
Business Insider 
Japan公式の
YouTubeチャンネル
にもアップします。

テーマ案や人選をク
ライアント様と⼀緒
に企画し、より読者
とのインタラクティ
ブな場をご提供いた
します。
オンライン配信前後
には告知ブランドコ
ンテンツとレポート
記事がセットのパッ
ケージとなります。

Business Insider 
Japanの中に広告主
のサイトを設置。サ
イトインサイトとし
て情報発信基地をメ
ディアの中に設けま
す。
メディアの中立性や
集客力でブランド
メッセージを読者に
伝えます。

Business Insider 
Japanでのディスプ
レイ広告枠です。
PC,SPなどデバイス
別や期間設定のサイ
トジャック、イン
フィード広告など幅
広いメニューをご提
供しています。

Business Insider 
Japanのグローバル
なネットワークを活
用し、Insider（英
語）を通じて海外へ
の情報発信も可能で
す。
編集部の視点でのブ
ランドコンテンツ制
作、国にあわせた
ローカライズなど⼀
連の発信を日本でサ
ポートいたします。

コンテンツ
制作

● ● ● ● ● ● ● ー ●

価格
通常

250万円～/1本

3本セットプラン

720万円～
150万円～ 150万円～ 300万円～ 400万円～ 1400万円～ 30万円～

※詳しくは営業担
当者までお問合せ

ください

期間
4週間

（計測期間）
4週間／本

（計測期間）
4週間／本

（計測期間）
4週間／本

（計測期間）
4週間／本

（計測期間）
- - ー

※詳しくは営業担
当者までお問合せ

ください



ブランドコンテンツ

掲載料金

保証PV

￥2,500,000（税別）

掲載料：¥2,200,000（Gross）

制作費：¥300,000（Net）

10,000 PV

計測期間 4週間 / 1ブランドコンテンツ

誘導枠

（PC/SP）

トップページブランドコンテンツ⼀覧

おすすめブランドコンテンツ枠

公開 平日任意 11:00 ほか

申込期限 28営業日前 18:00

レポート

PV/クリック

ソーシャル拡散数など

（掲載開始より4週間分の合計値）

オプション

ディスプレイ広告 （サイトジャックを除く）とセットで申込の

場合、該当ディスプレイ広告の料金から20%OFF

にて提供

備考
コンテンツ二次利用可。

※二次利用規定についてはp.58を参照

ブランドコンテンツページ VIEW（PC） ブランドコンテンツページ VIEW（SP）

Business Insider Japan 独自の視点で貴社のプロダクト／サービスを紹介します。

編集部が直接、貴社を取材し、Business Insider Japan の文脈に沿ってブランドメッセージをカスタマイズ、読者に届けます。

【1】ブランドコンテンツ

※通常はBUSINESS INSIDERでの公開となりますが、訴求内容によってLIFE INSIDER
やMONEY INSIDERでの公開も可能です。詳しくは担当者までご相談ください。



+ 動画制作：都度見積

オリジナルビデオコンテンツを制作し、誘導枠への活用、ブランドコンテンツ内にエンベット、メディアプラットフォームから読者に訴求ができます。

+ インフォグラフィックス

表現方法として適している題材ではオリジナルのインフォグラフィックスを書き起こします。

+ 読者アンケート実施

ブランドコンテンツ内でオリジナルアンケートを実施できます。

+ 態度変容調査

コンテンツによって、どれだけ共感され、態度変容を起こしたか。そして、どのような⾏動につながったかを調査。
マクロミルモニターからアンケートを取得し、ブランドリフトを可視化。

※金額等詳細はご相談ください

：応相談

：¥100,000-
(N)

：都度見積

：応相談

【1】ブランドコンテンツ（オプション）



トップページ
– ブランドコンテンツタイムライン（PC）

トップ/ブランドコンテンツページ
− おすすめブランドコンテンツ枠（PC）

トップページ
− ブランドコンテンツタイムライン（SP）

ブランドコンテンツページ
−ブランドコンテンツ中

（PC/SP）

※ 他、Business Insider Japan 内での誘導施策、各種SNSアカウントにて誘導ポストを実施します。

①ロゴ画像 ②会社概要

フォーマット 画像 テキスト

仕様 265px × 265px 200文字以内

拡張子 jpeg , png -

※ 画像およびテキストの設定は広告主様の任意となります。
※ 画像およびテキストはご支給いただきます。
※ ページの設定は無償となります。営業までお問い合わせください。

ご出稿いただいた広告主様のスポンサーページを設け、広告主様とのタイアップブランドコンテンツ⼀覧を作ることができます。

誘導枠について

スポンサーページについて

①
②

【1】ブランドコンテンツ 誘導枠およびスポンサーページについて



ブランドコンテンツ（3本プラン）

掲載条件
3本以上のブランドコンテンツの実施

※1本につき￥100,000の割引

掲載料金

保証PV

【3本セットプラン】

￥7,200,000（税別）

▼ 内訳

特別掲載料(Gross)：￥2,100,000 × 3本

※通常費用：￥2,200,000 × 3本

制作費(Net)：￥300,000 × 3本

合計：30,000PV

計測期間 4週間 / 1ブランドコンテンツにつき

誘導枠

(PC/SP)

トップページブランドコンテンツ⼀覧

おすすめブランドコンテンツ枠

公開 平日任意 11:00 ほか

申込期限 30営業日前 18:00

レポート

PV/クリック

ソーシャル拡散数など

（掲載開始より4週間分の合計値）/1ブランドコンテンツにつき

備考
コンテンツ二次利用可。

※二次利用規定についてはp.58を参照

Business Insider Japan編集部の視点を織り交ぜながら、ブランドコンテンツ広告を制作。社会課題

やタイムリーなアサインなど、広告を超えた“読まれる”ブランドコンテンツを読者に届けます。また、

3本で記事制作を⾏うことで様々な切り口での展開が可能です。

ブランドコンテンツ３本連載

（記事下に他記事への誘導枠を設けます。）

【2】ブランドコンテンツ3本プラン



専門性の高いITジャーナリスト・テックライターがLife Insiderの切り口で製品をレビューする記事タイアップです。

感度の高いビジネスパーソンのライフスタイルに今取り⼊れるべきアイテムとして新製品やサービスを紹介します。

【3】 Life Insider商品レビュープラン

＜想定商品カテゴリ＞
PC、スマホ、音響機器、IT家電、スマートウォッチ、ビジネスツール

※その他カテゴリについても検討可能です。担当営業にご相談ください。

公開

10〜15営業日

オリエンもしくはオリエン

シートにてヒアリング。

商品受け取りのうえ、レ

ビュー用の取材撮影を実施。

初稿の出し戻し「1回のみ」

のご確認を行い、記事を公

開。

制作進行イメージ 商品レビュー記事タイアップ

掲載料金

保証PV

￥1,500,000（税別）

掲載料：¥1,200,000（Gross）

制作費：¥300,000（Net）

10,000 PV

計測期間 4週間 / 1ブランドコンテンツ

誘導枠（PC/SP）

Business Insider Japanトップページ

Life Insiderトップページ

編集記事内の誘導枠

公開 平日任意 11:00 ほか

申込期限 28営業日前 18:00

レポート PV/クリック、ソーシャル拡散数など（掲載開始より4週間分の合計値）

制作進行イメージ



【3】 Life Insider商品レビュープラン

Business Insider Japan配下のバーティカルメディアとして、次世代ビジネスリーダーが豊かに生きるための情報を提供する

「Life Insider」。

暮らしと仕事の質を上げるコツ、グローバル共通で読まれている新しいライフスタイルやエンタメ、キャリアを考えるきっかけ

となる先駆者のインタビューなどを掲載しています。

https://www.businessinsider.jp/lifeinsider/

ライフスタイル キャリア

Business Insider Japanのコア読者層である若手ビジネスパーソンの
ライフスタイルやワークスタイルに取り入れるべき家電やガジェット
などのアイテムや便利なサービスを提案。

身に着けておきたいスキル、採用トレンド、スタートアップインタビュー
など、転職、副業、起業などの様々なキャリアの参考になる情報を提供。

https://www.businessinsider.jp/lifeinsider/


商品レビュー記事タイアップ

掲載料金

保証PV

￥1,500,000（税別）

掲載料：¥1,200,000（Gross）

制作費：¥300,000（Net）

6,000 PV

計測期間 4週間 / 1ブランドコンテンツ

誘導枠（PC/SP）

Business Insider Japanトップページ

Life Insiderトップページ

編集記事内の誘導枠

公開 平日任意 11:00 ほか

申込期限 28営業日前 18:00

レポート PV/クリック、ソーシャル拡散数など（掲載開始より4週間分の合計値）

備考
コンテンツ二次利用可。

※別途¥300,000

スタートアップ企業限定の特別プランです。企業のパーパスやビジョンなど、経営層からのメッセージを発信するトップインタビュー企画、

現場の社員の声を通して、企業の文化、働きやすい環境、業務の魅力を伝える現場社員インタビュー企画 を想定しています。

【4】 Next Startups スタートアップ特別プラン

制作進行イメージ

▶ お申込み
▶ プレヒアリング回答提出
▶ 必要素材提供

▶ 取材・撮影 ▶ 公開

Week1 Week2 Week3

▶ 初稿 ▶ 念校

制作進行イメージ



【4】 Next Startups スタートアップ特別プラン

トップインタビュー企画
■事業について

事業を始めた理由

どんなミッションのもと、どんな事業を行っている会社か（事業のユニークネス）

現在注力していること

今後の展望＋どんな社会をつくっていきたいか

■インタビュイーについて

これまでの経歴

尊敬している人とその理由

■その他（採用ブランディングの場合）

組織カルチャーの特徴

特徴的な制度、施策（打ち出したいものがあれば）

求める人物像

現場インタビュー企画
■事業について

事業を始めた理由

どんなミッションのもと、どんな事業を行っている会社か（事業のユニークネス）

現在注力していること

今後の展望

■インタビュイーについて

これまでの経歴

現在の業務内容

■その他（採用ブランディングの場合）

転職理由、入社の決め手

入社後の印象

組織カルチャーの特徴

特徴的な制度、施策（打ち出したいものがあれば）

求める人物像

ヒアリングシート例

ヒアリングシート例



【5】ブランドコンテンツ 動画プラン

ブランドコンテンツ

掲載料金

保証PV

￥3,000,000～（税別）

掲載料：¥2,200,000（Gross）

制作費：¥800,000～（Net）

10,000 PV

※保証PVは記事のPVと

なります。動画再生数の

保証はございませんので

ご了承ください。

計測期間 4週間 / 1ブランドコンテンツ

公開 平日任意 11:00 ほか

申込期限 28営業日前 18:00

レポート

PV/クリック

ソーシャル拡散数など

（掲載開始より4週間分の合計値）

オプション

ディスプレイ広告 （サイトジャックを除く）とセットで申込の

場合、該当ディスプレイ広告の料金から20%OFF

にて提供

※制作する動画は1本のみとなります。（動画尺は5分程度までを想定）

※ 動画に関しては修正出し戻し1回までとさせていただきます。再撮影もできません。

※動画の内容は商材・企画によって異なり、制作費が変動する可能性もございます。

※動画の二次利用についてはご相談ください。

記事タイアップの対談やインタビューを分かりやすいダイジェスト動画に編集。

タイアップ記事にもエンベットする他、Business Insider Japan公式のYouTubeチャンネルにも

アップします。

BIJ YouTubeチャンネル エンベット



イベントパッケージ

パッケージ料金

￥4,000,000（税別）～
掲載料(Gross)：￥2,700,000

制作費(Net)：￥1,300,000

集客数50～100名程度／レポート記事想定10,000PV

オンライン配信の使用ツールは要相談

アサイン費は別途

申込期限 60営業日前 18:00

レポート

イベント来場者属性

イベント来場者オンラインアンケート

レポートブランドコンテンツPV/クリック

ソーシャル拡散数など

（掲載開始より4週間分の合計値）

オンライン上でのイベントをBusiness Insider Japanがプロデュースします。テーマ案や人選をクライアント様と⼀緒に

企画し、より読者とのインタラクティブな場をご提供いたします。ビジネス～非ビジネスの分野で幅広いビジネスパーソ

ンから支持をうけている旬な人とのアサインネットワークを活用。ミドルリーダー向けのコンテンツをご提供いたします。

【6】オンライン配信 ブランドコンテンツ

②オンライン配信①告知・募集 ③レポート記事

※ 外部プラットフォームにイベント応募ページを作成



※画像はイメージとなります。クリエイティブは都度デザインいたします。

ブランドチャンネル

掲載条件
6本以上のブランドコンテンツの実施

※1本につき、￥250,000の割引

掲載料金

内訳

￥14,000,000～（税別）＋保守管理費

▼ 内訳

特別掲載料(Gross)：￥1,950,000 × 6本

※通常費用：￥2,200,000 × 6本

制作費(Net)：￥300,000 × 6本

初期構築費：￥500,000（Net・税別）

保守管理費：￥250,000~（Net・税別）／月

保証PV 10,000 / 1本

計測期間 4週間（1ブランドコンテンツあたり）

申込期限 40営業日前 18:00

レポート
（ブランドコンテンツごと）

デイリーPV｜ソーシャル拡散数

（掲載開始より4週間分の合計値）

備考

・オプション：ディスプレイ広告 （サイトジャックを除く）とセットで申込の場合、

該当ディスプレイ広告の料金から20%OFFにて提供

※1 チャンネル運用管理として期間中の計測、誘導管理をいたします。

※2 最低保守管理期間：6ヶ月

Business Insider Japan 内でのブランド専用の特別チャンネル。

企業と編集部で設定するチャンネルコンセプトに沿ってBusiness Insider Japan ネイティブなデザイン

でページを構築し、ブランドコンテンツを掲載、アグリゲートします。

・初期構築費はブランドチャンネルTOPページローンチ月のご請求となります。

・保守/管理費についてはブランドチャンネルTOPページローンチ月の翌月よりのご請求と

なります。

・ブランドチャンネル運用に際し、月次の定例会議や複合的なコンテンツレポートなどの

カスタマイズを⾏う場合、別途運用費をお見積りさせていただきます。

【7】ブランドチャンネル



※ デザインフォーマットをご用意しています。フォーマットを調整する場合、都度お見積りさせていただきます。
※ 上記の展開図はイメージ図となります。
※ 詳細な仕様は営業窓口までお問い合わせください。

コンテンツ（ブランドコンテンツ）
の⼀覧表示が可能

特集デザイン
（チャンネルテーマ）

を設定

特集（チャンネルテーマ）にあった
編集記事の⼀部表示が可能

※編集部応相談

ブランドチャンネルTOPページ
ブランドチャンネル

ブランドコンテンツページ
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【7】ブランドチャンネル 展開図

ブランドチャンネル

誘導枠

（PC/SP）

・トップページブランドコンテンツ⼀覧

・グローバルナビゲーション

（※PC / SP Feature枠）

※ほか、ブランドコンテンツの通常誘導枠

備考

・ブランドチャンネルTOPへの誘導はスポンサード

記事を 新規公開ごとに１週間実施いたします。

・TOP誘導枠レポート及び、誘導枠クリエイティブ

差し替えは４週間に１回までとなります。



Business Insider Japan のディスプレイ枠をジャックして企業のブランドバナーを掲出す

るスペシャルメニュー。

【8】ディスプレイメニュー ディスプレイジャック（PC+SP）

ディスプレイジャック（PC+SP）

掲載料金 ￥1,000,000～（グロス料金・税別）

imp単価 1.7円

想定imp 588,235～（PC+SP）

枠数 1枠

掲載期間 1日～ (掲載開始日11:00 – 掲載終了日10:59)



【8】ディスプレイメニュー ディスプレイジャック（PC+SP）仕様

・ 広告ブランドコンテンツページ、一部広告枠は掲出対象外

・ 想定impは、保証をするものではございません。

・ 掲載に必要なクリエイティブは基本的にご準備いただきます。

Business Insider Japan による制作をご希望の場合は営業までお問合せください。

・ 画像は、広告主もしくは商材がわかるように明示ください。（ロゴ可）

・ リンク領域であることを明示するため、バナーに枠線もしくは背景色で 境界線がわかるように制作をお願いします。

・ 掲出バナーはTOPページとブランドコンテンツページで共通となります。

・ 推奨を超える場合、表示速度が遅くなる場合があります。

TOPページ
TOPページ /

ブランドコンテンツページ

PC SP

①

③

③

②

④

⑤

ブランドコンテンツページ

②

①

③

②

①

③

①

ディスプレイジャック（PC+SP）

原稿差替 不可

サイズ

ーPC

2600×700（① / 背景）

970×250（①）

300×250（②）

300×600（③）

300×250（④）

970×250（⑤）

ーSP

300×250（①）

300×250（②）

300×600（③）

※背景に画像を使用したい場合は、ご相

談ください

容量 バナー PNG, JPEG, GIF:150KB以内 バナー PNG, JPEG, GIF:150KB以内

アニメーション バナー 15 秒 以内無限ループ不可）

入稿期限 10営業日前 17:00

※imp在庫は時期変動いたします。お問い合わせの際にシミュレーションご提出いたします。
※PCのみまたはSPのみのデバイス限定配信をご希望の際は別途ご相談ください。



企業ブランドバナーを Business Insider Japan のディスプレイ枠に予算にあわせて掲出するメニューです。

Business Insider Japan の読者に対してアプローチできます。

②

①

TOPページ ブランドコンテンツページ
TOPページ /

ブランドコンテンツページ

①

③

②

③

PC SP

③

③

①

【9】ディスプレイメニュー ブランドバナー（PC＋SP）

①BILLBOARD ②RECTANGLE
③PC：HALF PAGE

SP:2ND RECTANGLE

掲載料金 ￥2.4/imps
※最低実施金額：30万円

¥2.3/imps
※最低実施金額：30万円

¥1.8/imps
※最低実施金額：30万円

掲載期間 1週間～１ヶ月

枠数 各1 枠

掲載面 トップページおよびブランドコンテンツページ

原稿差替 不可

PCサイズ
(W×H pixel)

容量

970 × 250 300 × 250 300 × 600

gif(jpeg):200KB以内

SPサイズ
(W×H pixel)

容量

300 × 250 300 × 250 300 × 250

gif(jpeg):1５0KB以内

アニメーション 15 秒 以内（無限ループ不可）

入稿期限 5営業日前 17:00



企業ブランドバナーをロゴ上に追従するリッチビルボードフォーマットです。

View率70％超で、ハイインパクトかつリーチを重視した訴求が可能です。

②

①

TOPページ / ブランドコンテンツページ
TOPページ /

ブランドコンテンツページ

PC SP

③

③

【10】ディスプレイメニュー 追従型ビルボードバナー（PC＋SP）

TOPHANG BILLBOARD

掲載料金 ￥2.6/imps
※最低実施金額：30万円

掲載期間 1週間～１ヶ月

枠数 各1 枠

掲載面 トップページおよびブランドコンテンツページ

原稿差替 不可

PCサイズ
(W×H pixel)

容量

①970 x 250/②2600 x 100 

gif(jpeg):200KB以内

SPサイズ
(W×H pixel)

容量

①300 x 250/②428 x 100

gif(jpeg):1５0KB以内

アニメーション 15 秒 以内（無限ループ不可）

入稿期限 5営業日前 17:00

①

Scroll

②

Scroll

②



【11】ディスプレイメニュー ビュー保証型レクタングルバナー（PC＋SP）

VIEW保証RECTANGLE

掲載料金 ￥2.5/imps
※最低実施金額：30万円

掲載期間 1週間～１ヶ月

枠数 各1 枠

掲載面 トップページおよびブランドコンテンツページ

原稿差替 不可

PCサイズ
(W×H pixel)

容量

①300 x250

gif(jpeg):200KB以内

SPサイズ
(W×H pixel)

容量

①300 x 250

gif(jpeg):1５0KB以内

アニメーション 15 秒 以内（無限ループ不可）

入稿期限 5営業日前 17:00

企業ブランドバナーを Business Insider Japan のディスプレイ枠に掲出する、表示を確約するビュー保証型のメニューです。

掲載枠や面の指定はできません。

TOPページ
TOPページ /

ブランドコンテンツページ

PC SP

③

ブランドコンテンツページ



Business Insider Japan（PC,SP）のブランドコンテンツページに表示する動画広告です。ユーザーが

動画広告の設置位置に到達すると、自動的に再生されます。

インリードビデオアド

掲載料金 ￥3.6/再生（グロス料金・税別）

※最低実施金額：¥300,000～

配信期間 1週間 - 1ヶ月

枠数 ローテーション表示

掲載面
関連ブランドコンテンツ枠

（ブランドコンテンツ中または下 ※PC,SP共通）

原稿本数 1本

原稿差替 不可

デバイス PC / SP

サイズ 640×360 ／ 1280×720 ／ 1920×1080

動画の長さ 15 – 30 秒

音声 ON

容量 ～30MB以内

保証形態 再生保証

誘導先URL数 1つ

フォーマット mov, mp4, flv

入稿期限 10 営業日前 17:00

●動作概要
・ ページスクロール後、動画領域の50％が表示された段階で動画再生を開始。
・ 1再生＝1.0秒以上再生でカウント
・ 詳細はこちら（Learn more）または、動画を押下時、ご指定のLPへ遷移。

・ 掲載に必要なクリエイティブは貴社にてご準備いただきます。

・ 掲出動画はPCとSPで共通となります。

・ 画像は、広告主もしくは商材がわかるように明示ください。（ロゴ可）

ブランドコンテンツページ VIEWブランドコンテンツページ VIEW

PC SP

【12】ディスプレイメニュー インリードビデオアド
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BUSINESSTECH

2007年の創立以来、テクノロジーを中心に
独自の視点で世の中をとらえながら、
デジタル専門総合ニュース媒体として成長

2007 2011 2021

TECH

FINANCE

MARKETS

STRATEGY

RETAIL

ADVERTISING

HEALTHCARE

INTELLIGENCE

ENTERTAINMENT

CULTURE

TRAVEL

FOOD

HEALTH

PARENTING

BEAUTY

STYLE

POLITICS

MILITARY

& DEFENSE

SPORTS

OPINION

INSIDER 概要



Insiderは月間2.21億 UVs、創立15年で全米第3位の
総合ニュースメディアに成長
Insider strives to provide our readers with information they need to make informed decisions, whether it’s professional decisions, 

or decisions that affect their personal lives. We deliver this through one newsroom with three divisions.

A Silicon Valley founder shares the 6 traits she 

looks for in the entrepreneurs she invests in

The People, companies and ideas 

transforming business

Business

SAMPLE ARTICLE:

INSIDER紹介

Hundreds of marchers peacefully rallied in 

downtown Chicago to demand that every vote 

counts as Trump calls to stop counting ballots

Current events and up-to-the-minute 

news shaping our world

News

SAMPLE ARTICLE:

Google Pixel 4 is one of the best Android 

phones – here’s how much every model 

costs from Pixel 3a to Pixel 4 XL

Stories, trends and passions that give 

purpose and make everyday life better

Life

SAMPLE ARTICLE:

Comscore, Media Metrix, February 2022; Insider, Proprietary data, February 2022; Crowdtangle February 2022.



Insiderは幅広いリーチと強いエンゲージメントを持つ

1.2億
UU in US

Insider

Business

Markets Insider

20億
Video Views

On-Site

Social

900万
Social Interactions

Likes

Shares

Comments

2.48億
Social Followers

Facebook

YouTube

Twitter

Linkedin

Instagram

Snapchat

TikTok

Pinterest

Comscore, Media Metrix, February 2022; Insider, Proprietary data, June 2022; Crowdtangle February 2022.

INSIDER 概要



1.61億 1650万 2750万 1920万 740万 1140万 420万

2.48億 Followers

Insider, Proprietary data, June 2022.

業界最大規模でかつ魅力的なソーシャルネットワークを構築

ソーシャルスコア



EUROPE

1750万

MIDDLE EAST

190万
AFRICA

330万

ASIA PACIFIC

1780万

SOUTH AMERICA

86万

NORTH AMERICA

1.4億

Top 3 countries by uniques

USA 130,509,464

Canada 8,555,700

Mexico 442,961

Top 3 countries by uniques

Brazil 388,505

Colombia 109,955

Argentina 100,484

Top 3 countries by uniques

UK 8,591,919

Germany 1,017,758

Netherlands 794,061

Top 3 countries by uniques

South Africa 1,352,088

Nigeria 612,437

Kenya 315,796

Top 3 countries by uniques

Australia 4,621,403

India 4,079,347

Philippines 2,231,908

Top 3 countries by uniques

UAE 535,335

Turkey 272,381

Israel 263,632

1.8億

2.48億

グローバル月間UU

SNSフォロワー

1.61億 1650万 2750万 740万 1140万 1920万 420万Source: Google Analytics, Insider sites, June 2022 

Platform specific data, June 2022

オーディエンス規模 / グローバル

Business Insiderは全世界11エディションで展開し、
Insiderの月間UUは1.8億、SNSはトータル2.48億フォロワーを超える
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54MNEWS

Insiderの読者プロフィールは以下の通り

82%

モバイル

58%
男性

42%
女性

デモグラフィック

61% 45歳以下

23% 25-34歳

54M

1.07億
月間UU

LIFE

BUSINESS

カテゴリー別閲覧数トップ3

0.91億
月間UU

➔ Tech 6280万

➔ Transportation 8350万

➔ Retail 4000万

*Top 3 sections by PVs / March 2022

➔ Entertainment 9820万

➔ Lifestyle 7760万

➔ Health 4340万

1.58億
月間UU

➔ Politics 2.3億

➔ Defense 1.47億

➔ News 1.41億

15%
デスクトップ

オーディエンスリーチ

SOURCES: Comscore Plan Metrix, February 2022. Google Analytics, Insider sites, March 2022.

North America
76%

Europe
11%

Asia Pacific
10%

South America
0%

Africa
2%

Middle East
1%

52%
年収10万ドル

以上

1.8億
月間UU 

地域別内訳



44

▪ 16.3X LIKELY TO BE C-SUITE 

IN COMPANIES WITH $1B+ IN 
REVENUE

▪ 3x MORE LIKELY  TO READ 

INNOVATION OR LEADERSHIP 
CONTENT

▪ 11X LIKELY TO HAVE NET 

WORTH OF $500K+

Business Insider読者の
47% は経営者、企業幹部
といったビジネスにおける
意思決定層

オーディエンス
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テクノロジー関連記事を読む読者の傾向は・・・・

ビジネスエグゼクティブ |

▪ 25% コンピュータ、またはIT関連部署所属

▪ 10% Cクラス、意思決定層、役員クラス

▪ 27% 会社規模が1万人以上、または年商10億ドル以上

多岐にわたる興味・関心

▪ テクノロジー関連記事を読む読者は、それ以外の下記カテゴリー
の記事も同時に読む傾向

READERS OF OUR WORK FROM HOME 
CONTENT

▪ 3.58X MORE LIKELY TO BE 

ENTERPRISE TECH DECISION 
MAKERS

▪ 3.65 x MORE LIKELY TO 

ALSO READ OUR REGULAR TECH 
COVERAGE

Source: Google Analytics Feb 2020; Insider Inc SAGA data platform; 
Mar 2020

Transport

Sport

Retail

Politics

Science

Tech

テクノロジー関連記事の閲覧が多い

オーディエンス
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起業家思考の方やベンチャー・
中小企業所属者へもリーチ

▪ 25% PLAN TO OWN THEIR OWN 

BUSINESS IN THE NEXT 3 YEARS

▪ 15% DECISION MAKERS AT A 

SMALL-MEDIUM COMPANY (1 - 499 
EMPLOYEES)

▪ 13% OWN THEIR BUSINESS

▪ 1.12x MORE LIKELY TO BE SMALL 

BUSINESS PROFESSIONALS

• 82% 自身のキャリアのゴールとして自分の

会社を立ち上げたい

47% work in a small or medium company

読者の思考性・属性は・・・・

Source: The Transfromists Audience Research 2018; Insider Inc SAGA, 
Mar 2020

オーディエンス



【NEW】ご案内：法人向けBIJライター・編集者養成講座

パーパス経営、ストーリーテリング、ナラティブ思考… … 。「文章で表現すること」は書くことを生業としないビ

ジネスパーソンにおいても、必須のスキルとなっています。

また誰もが発信できる時代、「広く読まれる」かつ「信頼性ある」情報を伝えることはより難しくなっていると言え

ます。

第一線で活動しているBusiness Insider Japan編集部の記者が、「伝わる記事の作り方」を教えるとともに、「メディ

アはどういう視点で発信をしているか」もお伝えする全4回の法人向け特別講座です。

各120分×全4回の実践コース（ワークショップ含む）

第1回：プロフェッショナルとしての｢書く技術｣【講師：伊藤有（編集
長）】
第2回：｢刺さる｣企画の立て方【講師：浜田敬子（前・統括編集長）】
第3回：取材のコツと方法【講師：西山里緒（記者・編集者）】
第4回：｢読まれる｣記事の編集方法【講師：野田翔 （BI PREMIUM編集
者）】

※講師は変更の可能性があります。
※記事執筆の課題が出ます。提出いただいた記事の添削（1回）はBIJ編
集部員が行います。

■提供内容：



内容 料金 備考

実践コース基本プラ
ン

￥2,500,000
（税別）

参加者15人まで。記事添削
ありの実践コース。基本的
に対面で実施。

オプション：アーカ
イブ動画

￥500,000
（税別）

社内（部署内）限りでの視
聴

オプション：ライブ
配信

￥500,000
（税別）

社内（部署内）限りでの視
聴

■料金プラン：

補足
・会場は基本的に御社または弊社メディアジーンです。対面での実
施を前提としていますが、感染拡大など状況に変化があった際には
完全オンラインでの開催となる可能性もあります。
・課題となる記事の添削を受けられるのは15人までです。それ以外
の方については、講義およびワークショップをご視聴いただくこと
はできます。
・実施にあたっては、別途研修として契約を結んでいただく必要が
あります。

■実施事例：
株式会社サニーサイドアップ様
オウンドメディア編集担当者12名 （2022年1月〜2

月実施）

■受講者の声：

• 「実際にメディアの最前線でご活躍されている皆様に、
直々に記事を添削いただけるとても貴重な経験」

• 「配慮すべき点をポイントとファクトでご教授いただ
けた」

• 「実践を通して、身についているな…！と感じる瞬間
が多かった」

• 「広報として、この『記事化までの流れ』を知ってい
るか否かで、メディアの人とのコミュニケーションが
変わってくると思った」

• 「普段Web記事を何も知らずに読んでいる人にとって、

これだけ手間をかけて記事ができていると知るのは、
記事を読み解くリテラシーという文脈においても参考
になるかもしれないと思った」

【NEW】ご案内：法人向けBIJライター・編集者養成講座



スケジュール



※制作期間を1週間以上短くする場合、別途特急費用が発生します。
※申込前に、要望に応じて切り口案をご提出します。
※弊社フォーマット（企画案・構成案・（撮影有の場合）香盤表等）をご用意しております。
※企画内容により制作期間の変動がございます。
※原稿データ形式は、wordファイルとなります。
※クライアント様の確認期間により、所要期間の変動がございます。
※公開時に、ブランドコンテンツ公開URLのご連絡を致します
※ブランドチャンネル・ブランドコンテンツ連載プランは別途営業へお問い合わせください。

企
画

案
提

出

オ
リ

エ
ン

構
成

案
提

出

制
作

・
取

材

初
稿

提
出

・
お

戻
し

再
校

提
出

・
お

戻
し

念
校

・
校

了

掲
載

開
始

お
申

し
込

み

10営業日程度 7営業日程度8営業日程度

最短25～28営業日

（要件により変動）

ブランドコンテンツ 制作スケジュール



お
申

し
込

み
（

メ
ー

ル
）

⼊
稿

広
告

掲
載

開
始

掲
載

可
否

・
空

き
枠

の
確

認

15営業日前 10営業日前 5営業日前 掲載日

※弊社指定のフォーマットにご確認の内容を記載し、メールにてお問い合わせ下さい。
※商材可否、遷移先LP、掲載クリエイティブそれぞれの可否がございます。
※弊社指定のフォーマットにご発注の内容を記載し、メールにてお申し込み下さい。
※貴社にてクリエイティブをご用意いただきます。
※ご⼊稿のタイミングで原稿の審査をさせて頂きます。
※⼊稿完了後、指定の日付けより掲載開始いたします。

バナー・サイトジャック・インリードビデオアド掲載開始までのご⼊稿のフローは下記となります。

ディスプレイメニュー 入稿スケジュール



ディストリビューションメニューのご紹介

※詳細は別資料にてご紹介



NATIVE ADVERTISING  |  OPTION（取り扱いサービス⼀覧）

■レコメンド型ネットワーク ■インフィード型ネットワーク

メニュー 活用ポイント

●世界で最大手、国内最大級のネットワークを保有
●大手新聞社、ポータルサイトを中心としたメディアから記事への
誘導が可能

●日本初のネイティブ広告プラットフォーム
●デモグラフィックターゲティング等、多種多様なターゲティング
が可能
●出版社系を中心に幅広いジャンルのメディア配信、ホワイトリス
ト配信が可能

●遷移先のテキスト解析およびカテゴリ単位のコンテンツマッチ型
の配信が可能
●タイアップ記事の評価をポップアップアンケートで取得可能

●掲載枠の記事カテゴリを絞り、ターゲットへのリーチが可能
●PVの質を独自指標 記事読了率「READ」で可視化

●世界最大のディスカバリープラットフォーム
●認知～獲得まで動画、静止画にてフルファネル対応

●親和性の高いユーザーとのマッチングを実現
●外部ネットワーク接続がなく配信面の把握と管理が100パーセン
ト可能

メニュー 活用ポイント

●Yahoo! JAPANトップページ(SP/アプリ)に掲載が可能
●詳細なデモグラ、エリア別、興味関心軸、キーワード等でのターゲ
ティングが可能

●大手法人系媒体を中心に1,000件を超えるインフィード枠に掲載が可
能
●ホワイトリスト管理が可能
●配信枠毎に読了数や読了率の確認が可能

●情報感度が高く、ライフスタイルにこだわりのあるユーザーへリーチ
が可能
●美しさに定評のある掲載面に露出が可能

●国内で最大級のキュレーションメディア
●男女別、関心別でターゲティングが可能

●世界最大のソーシャルメディア
●場所・年齢・性別・学歴・職業・家族構成・趣味関心等の数百を越す
項目から

ターゲティングが可能
●動画出稿も可能

●つぶやいたキーワードや、フォローしているアカウントでターゲティ
ングできるためユーザーの関心に合わせた露出が可能
●動画出稿も可能

ディスプレイ広告

Twitter

【MG限定】メディアジーン読者へのターゲティングメニューございます

【MG限定】メディアジーン読者へのターゲティングメニューございます



● 第三者の知的財産権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証して

いただきます。また、ユーザー保護の観点より、ユーザーからのクレーム等が発生した場合、当社が掲載承諾した広告に対して修

正、および掲載中止をさせていただく場合がございます。

● 第三者から弊社に対して広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主および広告取り扱い代理店の責任

と負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当社および媒体運営会社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限

りではありません。

● 停電、通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履⾏、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の

不具合、緊急メンテナンス・保守点検の発生など、当社および媒体運営会社の責に帰すべき事由以外の原因により、当社がお申込

に基づく全てまたは⼀部を履⾏できなかった場合、当社は当該不履⾏の責を問われないものとします。

● バナー広告掲載初日の午前11時から午後1時までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合は、賠償および補填措

置の対象外とします。

● タイアップ広告掲載初日およびタイアップ広告内容変更の初日の広告掲載開始予定時刻の前後1時間は掲載調整時間とし、当該

調整時間内のサイトの掲載不具合は、賠償および補填措置の対象外とします。

● 掲載終了日時を定めていない記事広告は、掲載開始日より半年間のホスティングを⾏い、それ以降のホスティングを保証する

ものではありません。

● 広告掲載の実施結果報告書の数値につきましては、当社が使用している計測ツールによる計測数値になりますため、広告主お

よび広告取り扱い代理店での計測数値と相違がある場合がございますが、予めご了承ください。

● 広告掲載につきまして、掲載事例として使用させていただくことがございますが、予めご了承ください。

● 推奨ブラウザ IE11.x / Firefox最新 / Chrome最新 / Safari最新

上記は推奨ブラウザではありますが、各環境での動作を保障するものではありません。また、上記以外のブラウザはバナー掲載確

認対象外となります。

●Integrate Ad Sience社による不正トラフィック検知および無効トラフィックの排除を⾏なっております。

●最終的な広告配信後のレポーティングにおいて、無効トラフィックが発生した場合、インプレッション、クリック等の成果の測

定値から除外いたします。

●プログラマティック広告取引において、不正トラフィックの排除を⾏う事業者のみを受け⼊れるものとし、当該ネットワークよ

り不正トラフィックの発生が確認できた場合、ただちに接続を停止することができるものとし、当社は広告不掲載の⼀切の責を負

わないものとします。

● 販売している広告について、各商品の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、お申込前に必ず

ご確認ください。

● 記載の想定インプレッション数、想定クリック数は過去実績数値をもとに算出したものであり、保証されるものではありません

ので、予めご了承ください。 想定インプレッションに対して、15%以内の未達は補填対象外となります。

● 掲載可否および原稿につきましては、事前に弊社規定に基づき確認させていただきます。 尚、掲載可否につきまして、当社の基

準と判断により回答いたします。可否判断の結果に対する理由については回答することはできかねます。

● 広告主および広告取り扱い代理店は、広告内容について、第三者の権利を侵害していないことおよび、記載内容に係わる財産権

のすべてにつき権利処理が完了していることを、当社に対して保証するものとします。

● 競合・同載の調整はいたしませんので予めご了承ください。

● 仮押え・申込・⼊稿は、別紙の所定フォームにてご依頼ください。当社からの受領メールをもって、正式な受付とさせていただ

きます。仮押えは1件の申込みに対し1枠までとなります。

● 仮押期限は、ご依頼をいただいた日を含む5営業日後の17時まで、もしくは掲載開始6営業日前の17時までのいずれか、早い方と

させていただきます。仮押期限を過ぎた場合は、自動的に開放させていただきます。

● 申込受領後、広告主様のご都合で広告掲載のキャンセル、あるいは日程変更をする場合、広告料金(掲載費、製作費)

に対して下記の料率で違約金をいただきます。

--掲載開始日の 20営業日前まで：広告料金の50％、10営業日前～当日、掲載後：広告料金の100%

● ⼊稿審査において、当社からの変更の要請が広告主および広告取り扱い代理店に受け⼊れていただけなかった場合、または期日

までに変更を⾏わない場合、当社はお申込に基づく債務を履⾏する義務を免れるものとします。ただし、当社は当該広告掲載を⾏う

ことができなかった期間の広告料金を申込者である広告主および広告取り扱い代理店に対して請求することができるものとします。

● 広告の掲載中において、下記の場合当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、当社は広告不掲載の⼀切の責を負わ

ないものとします。

--当該広告からのリンク自体が無効であったり、リンク先のサイトに不具合が発生した場合、またはリンク先を当社に無断で⼊稿

時と異なるものに変更した場合

--広告主と暴力団等反社会的勢力との関係が発覚したり、事件や訴訟問題への関与が発覚した場合など、第三者の権利を侵害、ま

たは第三者の迷惑になると当社が判断した場合

--当社に広告掲載を提供する提携先が、広告やリンク先内容が不適切であると当社や提携先が判断した場合

広告掲載規約｜各種規定



▼広告掲載が可能な広告主は次のとおりとします。

広告の掲載は法人、もしくは当社が認めた団体に限る。

また⼀部の業種（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、ダイヤルＱ２、在宅ワーク、ネットワーク

ビジネス、出会い系サイト、結婚情報産業、風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系、アダルト

要素のあるもの）については都度判断とします。

▼次のような広告は、掲載をお断りする可能性があります。

01. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの

02. 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、またはそのおそれがあるもの

03. 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主によるもの

04. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの

05. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生労働省が承認していないもの

06. 暴力、賭博、麻薬、売春等の⾏為を肯定または美化するもの、又は犯罪⾏為を誘発するおそれの

あるもの

07. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの

・ 醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの

・性的な表現が露骨でわいせつ性の高いもの

・商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの

・名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害のおそれのあるもの

・非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの

・詐欺的または健全性を欠いた経済⾏為に係るもの

・宗教団体の勧誘又は布教活動の係るもの

・内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの

・選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する⾏為及び公職選挙法に抵触するおそれのあるもの

・その他弊社が不適切だと判断したもの

●広告からのリンク先ページ（LP）に会社、団体の概要を記載必須

(1)会社名称（法人格を含む正式名称）

(2)住所

(3)代表者氏名、代表者の役職名

(4)連絡先（電話番号、またはメールアドレス）

(5)資本金（会社の知名度がある⼀定以下であれば必要）

【※注意※】海外の企業で日本に活動拠点を置く場合、活動拠点に関する同等の記載が必要

●「最速」「最高」「最大」「最少」「No1」「世界初」等、最上級表現をLP内及びクリエイティブ内

に使用する場合は、客観的な根拠があるものに限る。

<<例>>

(1)調査機関名を明記した第三者機関による直近の資料調査に基づくデータなど、客観的な根拠を記

載すること。

(2)自社調べとして使用する場合は、調査資料名を記載すること。

(3)調査データは直近の3年以内のものを利用し、データの発⾏年月を記載すること。

●「優良誤認」「有利誤認」「おとり広告」など不当表示を禁止。

●通販販売を⾏っている場合は、特定商取引法に基づく表示の記載必須。

●通信販売、資料請求、応募関連等、個人情報を記載させる目的の場合は、プライバシーポリシーの記

載必須。

●比較広告は、以下を満たす必要がある。※記事広告内で比較表現は不可。

(1)比較の対照が同程度の商品またはサービスであること

(2)信頼できる第三者機関による科学的な調査・統計に基づいていること。

(3)競争事業者、競合商品、または、サービスを誹謗していないこと。

(4)広告主が所属する業界の公正競争規約に、比較表示に関する規定がある場合は、それに従うこと。

広告掲載規約｜掲載可否

広告主さま 誘導先LP



＜掲載について＞

※ 記事中にはSponsored 表記が⼊ります。

※ 記事タイトルは掲載後にも変更を⾏う場合があります。

※ 対象デバイスはPC・SPのため、iPad等タブレットでの表示については保証していません。

※ 記事は最低1年間の期間においてアーカイブされます。

※ Facebookのポスト回数、Twitterのtweet数は、保証していません。

※ 誘導枠のレポート提出はありません。

※ 誘導枠は、掲載開始と掲載終了に2時間程度のタイムラグが発生する可能性があります。

※ 申込から掲載開始まで通常28営業日程度かかります。

＜記事制作について＞

※ 記事内容および切り口は、編集部と協議のうえ決定するものとします。

※ 制作期間を1週間以上短くする場合、別途費用(20万円程度)が発生します。

※ 遠方への取材が発生する際には、別途取材費がかかります。

※ 取材・インタビュー、体験レビューは別途費用が発生する場合があります。

※ スポンサードポスト内での比較表現については不可となります。

＜スポンサードポスト動画プランについて＞

※ 申込から掲載開始まで通常40-50営業日程度かかります。

※ 撮影動画について、再撮影は基本承りません。構成案の内容外の修正が発生した場合、費用が別途発生します。

※ 動画のお戻しは基本1回までお受けいたします。

※ 著名人の出演アサインや2次利用をご希望の場合は、別途お見積りとなります。

※ Facebookのポスト回数、Twitterのtweet数、SmartNewsでのPV数、InstagramでのView数、Youtubeでの再生回数は、保証していません。

※ プラットフォーム側の不具合で動画を掲載できない場合、規約の変更などでの動画の削除、非掲載となった場合は責任を負いかねます。

＜スポンサードポスト内で他媒体と相互リンクを⼊れる場合＞

※ 以下二つの条件を満たした場合のみ相互リンクの設置が可能です。

①リンクの対象となるメディアは基本ひとつまで ②編集長が審査したうえで、

確認が取れた内容の場合

＜申込について＞

※ 申込受領後、広告主様の都合で記事公開日を変更をする場合、違約金が発生します。

詳細はレギュレーションページをご参照ください。

＜2次利用について＞

※ 2次利用をご希望の場合は、別途お見積りとなります。

＜記事内タグ設置について＞

※ 動作等の保証は致しかねます。設置に関する詳細は、「共通出稿レギュレーション｜タグ設置規定」ページを参照ください。

＜ブランド特集について＞

※ 申込からスポンサード記事掲載開始まで通常28営業日程度～かかります。

広告掲載規約｜スポンサードポスト



デジタル広告品質ポリシー

＜広告掲載コンテンツに関するポリシー＞

弊社のコンテンツは独自に定める記事制作ガイドラインにより制作しており、広告が掲載されるページ内のコンテンツ(情報・資料・画像・音声等) は、以下に該当しないよう適切に管理

しています。

また、以下に該当しないコンテンツであっても、広告主様がブランドを棄損する恐れがあると判断したコンテンツへの配信を避けることが可能です。

・犯罪・違法⾏為助長

・商標権・著作権侵害

・差別および誹謗中傷助長

・猥褻・違法な性表現

・虐待・暴力・死

・詐欺

・その他違法・不当⾏為の助長

＜無効なトラフィックに関するポリシー＞

JIAAのガイドライン（http://scs.jiaa.org/guideline.html）に準じたアドベリフィケーション対策を⾏っております。

ブランドセーフティとアドフラウドについて、Integral Ad Science社（IAS)のソリューションによる以下の対策を実施しており、広告主様にとって、安全、安心な広告取引に努めており

ます。

・ブランドセーフティコンテンツ面へのみの広告配信

・GIVT(※1)およびSIVT(※2)の排除

※1 General Invalid Traffic：検索エンジンのクローラーなどによる⼀般的な無効なトラフィック

※2 Sophisticated InvalidTraffic: マルウェアやアドウェアなどトラフィックやクッキーを偽装する為の悪意あるボットやインプレッション



注意事項

二次利用費について（Business Insider Japan）

※上記以外の内容はご相談ください

ロゴの二次利用について

• Business Insider Japan のロゴの二次利用は原則不可となりま

す

• グローバル版へご出稿の際に、グローバル版のロゴを二次利用ご

希望の場合はつど営業へお問合せください。

無償使用範囲

適用期間 ブランドコンテンツ公開日より1年間以内

利用対象 ・ブランドコンテンツ全文（画像含む）

利用先対象 ・オウンドメディアへの格納

その他
原則、利用先での引用元およびライター、カメラ

マンのクレジットの記載が必要。

運用広告における二次利用について

料金

￥250,000（Net） 公開日から１年間の適用

※２年目以降の継続利用：￥100,000（Net）

追加

利用対象 ・タイトル、記事の⼀部、画像

利用先対象

・弊社以外の手配によるディストリビュー

ションメニューへの使用

・弊社メディア以外の運用広告への使用 他

その他
原則、利用先での引用元およびライター、カメラ

マンのクレジットの記載が必要。

＜ブランドコンテンツの二次利用について＞
※ 使用するコンテンツ（画像・本文）と使用目的、使用イメージを明らかにしたうえ、事前に申請し許諾を得ること
※ 基本の使用範囲としては、広告主サイト内、またはソーシャルアカウントでの利用とする
※ 二次利用期間は、記事公開日より1年以内とします
※ 媒体社以外に著作権が所属するコンテンツが含まれる場合、二次利用をお断りすることがあります
※ 二次利用につきましては、ご要望がある場合、企画構成案決定までにご申告をお願いいたします

<二次利用にあたらない範囲>
※ 弊媒体オフィシャルアカウントでのFacebookのポストへの「いいね！」またはそのポストをシェアすること
※ 弊媒体オフィシャルアカウントでのTwitterでのツイートをリツイートすること
※ 掲載媒体名を明示したうえ、ブランドコンテンツ（ブランドコンテンツを含む）内の本文の⼀部を引用すること
※ ロゴを利用せず、かつ媒体に制作作業が発生しない場合で、ブランドコンテンツへの誘導施策となるもの ※商用利用を除く

広告掲載規約（二次利用）



タグ設置_コンテンツ系広告

会社名 サービス名

グーグル株式会社 DoubleClick Campaign Manager

サイズミック・テクノロジーズ株式会社 Sizmek

株式会社ロックオン ViewThruエビス

株式会社アイピーオンウェブ u-Server

Fringe81株式会社 digitalice

デジタル・アドバタイジング・コンソーシ

アム株式会社
MarketOne

株式会社Platform ID Xrost OS

▼計測タグ設置実績_ディスプレイ系広告

※ 過去に設置実績のないものは、検証が必要となります。

項目 広告系タグ 計測系タグ 調査系タグ

設置例
・GDNやYDN、DSP等
※3PAS、ワンタグ、DMP(1st party)はNG

・IASやComScore 等
・ViewThruエビス 等

・AccessMillやi-SSP 等

設置期間 ・レポート計測期間 ・レポート計測期間 ・レポート計測期間

設置対象 ・スポンサードポスト 等 ・スポンサードポスト 等 ・スポンサードポスト 等

その他 タグの作動について保証致しません。 タグの作動について保証致しません。 タグの作動について保証致しません。

※上記規定以外のご希望の際は、お問合せくださいませ。

※タグ設置期間は掲載開始日より２ヶ月間となります。

タグ設置_ディスプレイ系広告

項目 広告系タグ 計測系タグ 調査系タグ

設置例 不可 ・DoubleClick Campaign ManagerやSizmek 等 不可

設置期間 不可 ・レポート計測期間 不可

設置対象 不可 ・サイトジャック、バナー広告 等 不可

その他 不可 タグの作動について保証致しません。 不可

貴社でご用意したタグに関する設置規定を紹介

①広告系タグ：cookie情報を基に、外部アドネットワーク上でリターゲティング広告等の展開目的

②計測系タグ：view throuh CV、viewable、アドベリフィケーション等の⾏動/閲覧情報の取得目的

③調査系タグ：cookie情報を基に第三者パネルと照合し、読者データの定量/定性情報の取得目的

※上記規定以外のご希望の際は、お問合せくださいませ。

※タグ設置期間は掲載開始日より２ヶ月間となります。

広告掲載規約｜タグ設置規定



●「掲載可否」「仮押さえ／申し込み」「⼊稿」フォーマット

＜宛先＞

ad-businessinsider@mediagene.co.jp

＜件名＞

【掲載可否】Business Insider Japan / 

メニュー名 / クライアント名 / 掲載期間

＜本文＞

広告主名：（法人格含む正式名称）

広告リンクURL：

目的：

代理店名：（法人格含む正式名称）

媒体名：Business Insider Japan

メニュー名：

掲載期間：

備考：※特記事項がございましたらご記⼊ください

掲載可否フォーマット

下記項目を記載のうえ、お問い合わせください。

入稿フォーマット

下記項目を記載のうえ、ご⼊稿ください。

＜宛先＞

ad-businessinsider@mediagene.co.jp

＜件名＞

【⼊稿】 Business Insider Japan / 

メニュー名 / クライアント名 / 掲載期間

＜本文＞

広告主名：（法人格含む正式名称）

媒体名：Business Insider Japan

メニュー名：

掲載期間：

添付ファイル名：

広告リンクURL：

仮押さえ／申し込みフォーマット

下記項目を記載のうえ、ご依頼ください。

＜宛先＞

ad-businessinsider@mediagene.co.jp

＜件名＞

【仮押さえ】Business Insider Japan / メニュー名 / 

クライアント名 / 掲載期間

【申込】 Business Insider Japan / メニュー名 / 

クライアント名 / 掲載期間

＜本文＞

広告主名：（法人格含む正式名称）

広告リンクURL：

目的：

代理店名： （法人格含む正式名称）

媒体名：Business Insider Japan

メニュー名：

掲載期間：

掲載金額：

マージン：

請求金額：

請求月 ：

請求書PDFデータ送付先：

担当者名 ：

備考：※特記事項がございましたらご記⼊ください

■広告掲載規約/デジタル広告品質ポリシー

https://www.mediagene.co.jp/pdf/media/mediagene_regulation.pdf

上記、広告掲載規約およびデジタル広告品質ポリシーに定める内容を遵守い

たします。

お問い合わせフォーマット
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