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About DIGIDAY

DIGIDAY［⽇本版］は、デジタル時代におけるマーケティングとメディアの可能性を探求する、
アメリカの情報サイト「DIGIDAY.com」の⽇本版です 。

DIGIDAY.com が⽇々報じるのは、Brands・Agencies・Publishers・Platformsという4つのカテゴリーの当事者⽬線による最新情報の数々。
ときには鋭く、ときには深く、そしてときにはヤンチャに繰り広げられる、アメリカ⽣まれのデジタルメディアならではの語り⼝が特徴です。

DIGIDAY.com の⽇本ローカライズサイト「DIGIDAY［⽇本版］」 は、株式会社メディアジーンによって、2015年9⽉にローンチされまし
た 。 欧⽶発のDIGIDAY記事の和訳に加え、⽇本国内のオリジナル記事も展開しています。



Capture issues , encourage discussion

DIGIDAY［⽇本版］編集⻑
分島 翔平（わけじま しょうへい）
編集プロダクションで書籍編集を経験後、株式会社ジェイ・キャストでWebメディアの記者・編集者に。⼤⼿イン
ターネットニュース「J-CASTニュース」をはじめ、医療情報や地域情報など多様なジャンルのニュースメディア運
営に携わる。BtoB事業として、企業の社内広報紙やオウンドメディアの編集・運営も担当。2018年8⽉に株式会社
メディアジーンに⼊社し、DIGIDAY［⽇本版］編集部に所属。2022年6⽉より編集⻑。

DIGIDAY［⽇本版］はローンチ以来、メディアとマーケティングのコミュニティに⾝を置き、デジタルコンテンツとデジ
タルマーケティング、デジタル広告の潮流を読み解き、変化を⽣み出すことに努めてきた情報特化型のメディアです。

テクノロジーの進化や⼈々の価値観の変化など多様な要因によって「デジタル」の存在感と領域は急速に拡⼤し、ファッ
ション / ビューティ、リテール業界にとっても不可⽋となった反⾯、直⾯する課題も深刻化し、混迷の度合いはますます
深まっています。

こうしたなか、DIGIDAYをはじめGLOSSY、モダンリテール［⽇本版］はコンテンツやイベントを通して私たちが直⾯す
る課題を正確に捉え、共有し、これまで以上にコミュニティでの活発な議論を促し、業界のプレイヤーを実⽤的なインサ
イトへと導くメディアでありたいと考えています。



CONTENT CATEGORY

国内、海外の最新のデジタルマーケティングトレンド、戦略情報の発信
「ブランド（広告主）」「エージェンシー」「パブリッシャー」「プラットフォーム」の4つの⽴場に⽴った切り⼝

業界のエグゼクティブが集うオフラインイベントの開催
有料会員限定のプレミアムなコンテンツ

✔
✔
✔
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READERS’ VOICE

DIGIDAY以前には、グローバルに通ずる新しいデジタルマーケティング情報を網羅
的に扱うメディアは、存在しなかった⽇常のマーケティング情報のキャッチアップ、
部下や同僚との情報交換などに広く活⽤しています。

World Wideのマーケティング・デジタルマーケティングのトレンドを押さえてお
くために⽋かせないメディアです。ブラウザのデフォルトのページの⼀つにして
⾒ています。

デジタルマーケティング業界を網羅するにあたって、⾮常にバランスが取れていま
す。カテゴリー分類「BRAND」「PUBLISHER」「AGENCY」「PARTNER」と並
んでいるのが、まさにそれを表していて、とかく観点が偏りがちなテーマを多⾯的
に捉えることができ、情報収集に役⽴っています。

上代 晃久 ⽒

⽇本マイクロソフト株式会社
Consumer & Device Sales Group  Digital lead 

⾺渕 邦美 ⽒

PwC Japan, Managing Director

⻑崎 亘宏 ⽒

株式会社 講談社
ライツ・メディアビジネス局 局次⻑ 兼 IT戦略企画室 室次⻑

⽇本でも、業界のリーダーたちが⽇常的にDIGIDAYを活⽤。
国内・海外のデジタルマーケティングの最新情報を⼊⼿できる稀有なメディアとして、⾼い評価を得ています。

単なる情報収集だけでなく、「そう来たかー」「やられたー」という驚きや発⾒を
もたらしてくれるメディアだと思っています。ワクワク⼼躍るようなコンテンツで
ビジネスを楽しくしてくれることを期待しています︕

⼤村 寛⼦ ⽒

ヤマハ株式会社
執⾏役員 ブランド戦略本部 副本部⻑

海外最新情報の早さだけでなく、その深さ、網羅性も圧倒的な媒体で、すべての
マーケターにお勧めできるメディアです。参考⽂献として、⽇常的に引⽤させて
いただいており、また、リアルイベントも優良なネットワークの場になっています。

DIGIDAYが主催するイベントは、⾃分の所属するデジタル部署をどの部分でどう進
化させるべきか、何を優先すべきか、今後起こりうる
課題は何か、⾜りないものは何なのか、などに関して常々危機意識を持っている⽅
は参加すべきでしょう。

渡邉 桂⼦ ⽒

株式会社ビーアイシーピー・データ
代表取締役

藤⽥ 基予 ⽒

株式会社 ⼩学館
取締役 広告局担当



AUDIENCE

DIGIDAY［⽇本版］の読者像は、企業のデジタルマーケティング戦略において決定権を持つエグゼクティブ。

age: 47
age: 42

age: 38

新興ITサービス企業CMO
基本情報︓独⾝／豊洲在住
通勤形態︓りんかい線通勤
勤務先︓渋⾕のITベンチャー企業
タッチポイント︓⾃社サービス

⽼舗出版社のデジタル役員
基本情報︓既婚／⽯神井在住
通勤形態︓社⽤⾞通勤
勤務先︓⾳⽻の⽼舗出版社
タッチポイント︓メルマガ

外資系エージェンシーCEO
基本情報︓再婚／逗⼦市在住
通勤形態︓湘南新宿ラインで通勤
勤務先︓恵⽐寿の外資系代理店
タッチポイント︓NewsPicks

⼤⼿ブランドマーケター
基本情報︓既婚／杉並在住
通勤形態︓井の頭線通勤
勤務先︓渋⾕の飲料ブランド
タッチポイント︓Facebook

Brands Agencies Publishers Platforms

age: 50



AUDIENCE
DIGIDAY［⽇本版］読者のうち、19％がブランドのマーケティング関係者、33％の読者が課⻑以上の役職に付く
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61％
PC

35％

スマート
フォン

3％

タブレット

デバイス

70％
男性

30％
⼥性

性別

42％
25-3432％

35-44

11％
45-54

6％

55+

年齢

10％
18-24

業種別

17％
経営層

16％
部⻑・課⻑
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AUDIENCE

❚ 直近1年の⼈気記事ランキング❚購読頻度

❚ アクセス時間帯

53％

毎⽇

37％

週に2〜3回

事業課題解決のヒントや最新のマーケティング知⾒を求めて、2⼈に1⼈が毎⽇DIGIDAYを閲覧。
実際に仕事で活⽤されたり、所属する会社やSNSでシェアされている。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

❚ そのほか

・平均記事滞在時間 2分15秒
・平均セッション数 1.34 ページ

※PV／UUは開⽰しておりません。

例年と違う Amazonプライムデー 、吉と出るか凶と出るか？ ： ブランドたちの期待と不安

アフターコロナ に向けて、「⻑期不況」へ備える 広告業界

アディダス は、なぜ リーボック の再建に失敗したのか？：ブランドの売却も視野に

中の⼈が語る、「 シャープさん 」が受け⼊れられる理由：公式 Twitter アカウント運営の極意

【⼀問⼀答】 Chrome の SameSite Cookie の変更とは？ ： Cookie への新たなアプローチ

インスタグラムの新機能、「リール」がローンチ：まずはコミュニティの構築が最優先

Google による Cookie 廃⽌、「2年間」の猶予に歓迎の声 ：「実に穏やかなアプローチだ」

PS5 と Xbox 、広告展開から⾒る「次世代ゲーム機」戦争：「あらゆる意味で対照的」

［ 1分まとめ ］ Amazon の「巨⼤配送ネットワーク」の仕組みとは？

YouTube 、ミッドロール広告の動画時間要件を引き下げ：動画が短くなる可能性も



DIGIDAY+ はデジタルマーケターのための会員制サービス。
限定メンバーだけがフルアクセス可能なコンテンツを提供。

業界の変革をリードするエクスクルーシブなメンバーだけが集う限定コミュニティへの参加が可能です。

オリジナル限定記事
読み放題

各種イベントへの
参加回数券/割引コード

オンラインイベント
無料招待

White Paper
ダウンロード

オリジナル動画
見放題

年4回開催のDIGIDAY特集イ
ベントおよび、GLOSSY+主
催のGLOSSY+Talksへのオン
ライン無料参加が可能。

年間を通して開催される各種
イベントへのオフライン参加
チケットがお得にご購入可能
PUBLISHING SUMMITや
BRAND LEADERSも対象で
す。

DIGIDAY［日本版］編集部の
独自調査に基づいたオリジナル
レポートをダウンロードいただ
けます。年間8本のレポートを
発行予定。

DIGIDAY［日本版］と
米DIGIDAYのイベントアーカ
イブ動画をご視聴可能。

デジタルマーケティング業
界の最新動向から、マーケ
ターなら身につけておきた
い基本知識まで、会員限定
記事を幅広く取り上げてい
ます。

DIGIDAY+ ライトプラン
1,078円［税込］/月

プレミアムプラン
39,600円［税込］/年



オリジナル限定記事
読み放題

White Paper
ダウンロード

DIGIDAY VIDEO
見放題

広告業界でかなりの変動があった
2022年。2022年の激動と、それ
らが2023年にどんな意味を持つの
かを総括しています。

GLOSSYリサーチ：
GLOSSY

メタバースガイド

ポスト Cookie 時代の
サバイバル術 完全ガイド

パブリッシャーが
取りうる対策のすべて

デジタルマーケティング業界の特定
のキーワードをテーマに定め、ク
オーターごとにコンテンツを配信
する特集「DIGIDAY FEATURE。
2023年の4Q（1～3月）テーマ
は、「Unified Commerce」で
す。

DIGIDAYガイド
2022年を振り返り、

2023年の 広告業界 を見通す
IN/OUT

DIGIDAY FEATURE

Unified Commerce

約2万8000文字・読了時間約90
分に及ぶ、読み応えのある
DIGIDAY独自のガイドです。サー
ドパーティCookieの廃止に対し
て、パブリッシャーが取りうる対
策を網羅しています。

Modern Retail
リサーチ：

ECを展開する国内企業18社の
担当者が語る「顧客体験で重視
していること・課題」とは？

スピーカー：
アックスエンターテインメント 小林 大祐

メディアの
未来について
楽観的になれる
理由がある

スピーカー：
元 米DIGIDAY編集長 ブライアン・モリッシー

eスポーツは
OMO時代の

メジャースポーツ
になるか？

NewsPicksを
形作る

エンゲージ
ファースト思考

スピーカー：
ニューズピックス 櫻田 潤

※DIGIDAY+ ライトプラン会員様は対象外

※DIGIDAY+ ライトプラン会員様は対象外

DIGIDAY+
EXCLESIVE CONTENTS

DIGIDAYリサーチ：
2022年 上半期 メディア予算

に関する調査

https://digiday.jp/platforms/a-digiday-media-guide-to-third-party-cookie-alternatives/
https://digiday.jp/platforms/a-digiday-media-guide-to-third-party-cookie-alternatives/


オンラインイベント
無料招待

※DIGIDAY+ ライトプラン会員様は対象外

業界関係者が集う
オフラインイベントの
チケット割引クーポン
イベントへのオフライン参加チケット
がお得にご購入いただけます。
業界をリードする登壇者、参加者の
方々との情報交換やネットワーキング
が最大の魅力です。年2回開催の大規
模イベントや、年2～4回開催の特集
に合わせたイベントが対象です。

10%OFF
2023年
4/10-4/11
開催

大規模イベント
年 2 回開催／参加者 130 名予定
DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT、
DIGIDAY BRAND LEADERS

特集イベント
年 2~4 回開催／参加者 50 名予定
「Digiday Strategies」枠イベント、
Glossy Fashion&Beauty Forum、Modern Retail Forum

※DIGIDAY+ ライトプラン会員様は対象外

※開催日、参加人数、イベント内容は変更となる場合がございます。

今後開催予定イベント／予定割引率

①「DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT 2023」10％OFF
2023年4月10日～11日（神戸 2days、合宿形式）

②「Glossy Fashion&Beauty Forum 2023」40％OFF
2023年9月開催予定（東京 1day）

③「DIGIDAY BRAND LEADERS 2023」10％OFF
2023年10月 or 11月開催予定（会場・形式未定）

④「Modern Retail Forum 2024」40％OFF
2024年2月開催予定（東京 1day） ほか

※割引率および開催日、参加人数、イベント内容は変更となる場合がございます。

オンライン視聴無料
2023年9月開催予定

年2～4回
の特集

イベント

GLOSSY+ TALKS
インタビュー
イベント

スピーカー：
ビームス 執行役員/DX推進室室長 矢嶋正明氏

DIGIDAY+
EXCLESIVE CONTENTS

10%OFF
2023年
10月 or 11月
開催予定

オフラインチケット

40%OFF
2023年9月
開催予定



同⼀企業で5名以上プレミアムプランに新規でご契約される場合は法⼈プランをご利⽤いただけます。
⽉々￥2,200／1名（税込）とお得な料⾦設定になっております。ぜひお気軽にご相談ください。

※ライトプランは法⼈プランの対象外です。
※法⼈プランにご契約いただいた場合はプレミアムプランと同じコンテンツをご利⽤いただけます。

GAIN AN EDGE, MAKE SMARTER DECISIONS

ご契約⼈数 割引率 単価（⽉額） 合計（年額）最⼩ 最⼤
5~19 33.33% ¥2,200 ¥132,000 ¥501,600
20~49 40.00% ¥1,980 ¥475,200 ¥1,164,240
50~79 45.00% ¥1,815 ¥1,089,000 ¥1,720,620
80~99 50.00% ¥1,650 ¥1,584,000 ¥1,960,200
100~ 55.00% ¥1,485 ¥1,782,000 -

DIGIDAY+ 法⼈プラン



DIGIDAYのアニュアルイベントへの参加「回数券」（5枚セット）も付与されるスペシャルオファー
もちろん、従来の「プレミアムプラン」向けサービスは、すべて利用可能。

■プラン概要
・DIGIDAY+（Glossy+、Modern Retail+を含む）記事読み放題
・DIGIDAY+ ホワイトペーパーダウンロード
・DIGIDAY+ オリジナル動画見放題
・DIGIDAY+（Glossy TALKSを含む） オンラインイベント無料招待
・DIGIDAY主催のリアルイベント参加回数券 5枚セット（※有効期限は登録日から1年間）

￥450,000／年間

詳細はこちらをご確認くださいませ

DIGIDAY+ SUPER PREMIUM PLAN

https://digiday.jp/category/digiday_plus/
https://digiday.jp/category/digiday_plus/digidayplus_white_paper/
https://digiday.jp/digiday_plus/digiday_video/
https://digiday.jp/?s=TALKS
https://event.digiday.jp/
https://digiday.jp/digiday_plus/digiday-plus-super-premium-plan/


DIGIDAY EVENTs

▼Conference

▼Interactive Session
「タウンホールミーティング」「チャレンジボード」「1on1ミーティング」「グループディスカッション」
などプレゼンテーション以外に参加者が意⾒交換できる様々なセッションをご⽤意しています。
※カンファレンスによっては実施しないものもございます。

▼Networking
ランチ、ティータイム、カクテルパーティー、ディナーなどのアクティビティは全てネットワーキングの
場です。フラットな雰囲気で普段の会議室とは違った会話が⽣まれます。

▼Build Community

▼Content

DIGIDAY編集部が⽤意するセッションはもちろん、スポンサードセッションについても編集部が参
加者のインサイトに基づいたアドバイスをさせていただきます。その⼯程はネイティブアドと⾔え
ます。

グローバルでは年間30本以上ものイベントを⼿がけるDIGIDAYのカンファレンスはとてもユニークです。
短いセッションを切れ⽬なく展開することによって参加者を飽きさせることなく、没⼊させることがで
きます。

DIGIDAYは単なるメディアではありません。共通の課題を持ったユーザー同⼠が集まり議論する
「場」を提供し続けます。

FEATURES



Overview
2023年9月頃 開催予定（東京1day）
「Glossy Fashion&Beauty Forum 2023」
2024年2月頃 開催予定（東京1day）
「Modern Retail Forum 2024」

会場・形式：未定

DIGIDAY 
BRAND LEADERS 2023
ブランドの未来を切り開くために、業界
のエグゼクティブが集結。新たな動向や
課題など、デジタルシフトにおける視座
をあげる為の議論が展開されます。

Glossy Forum / 
Modern Retail Forum
DIGIDAY［日本版］のバーティカルメ
ディアである「Modern Retail」
「Glossy」を軸とした新イベントの開催
を検討しております。

DIGIDAY Strategies
特定のトレンドをテーマに、年間4回程
度の中規模イベントを開催予定。
一般参加に加え、DIGIDAY+ 会員はお得
に参加可能なイベントとなります。

Overview
2023年10月 or 11月 開催予定

会場・形式：未定

Attendees
130名（想定）
- 50~60名：パブリッシャーVIP（データ提供）
- 60~70名：パートナー

Attendees
130名（想定）
- 50~60名：ブランドVIP（データ提供）
- 60~70名：パートナー

Attendees 
50名（想定）
- 20~25名：テーマに応じたVIPs（データ提供）
- 20~25名：パートナー

DIGIDAY EVENT LINEUP 2023 - 2024

Attendees 
50名（想定）
- 20~25名：テーマに応じたVIPs（データ提供）
- 20~25名：パートナー

DIGIDAY 

Sponsor fee
-150万円~300万円（メニューにより異なります）

Sponsor fee
-200万円程度（メニューにより異なります）

Tax Excluded Tax Excluded

Sponsor fee
-200万円程度（メニューにより異なります）
Tax Excluded

15Copyright © mediagene Inc. All Rights Reserved.

※企画内容、開催時期、会場は変更する可能性がございます。Subject to change.

暫定情報につき変更となる可能性がございます。

Strategies

※開催月は変更となる場合がございます
※開催日数（1day or 2day）は未定でございます

Overview
2023年4月下旬 開催予定（東京1day）
「タイトル未定（予定テーマ：ファースト
パーティデータ戦略」

会場・形式：未定

DIGIDAY
PUBLISHING SUMMIT 2023
毎年さまざまなパブリッシャーのエグ
ゼクティブが集まり、デジタルシフト
における課題や挑戦について多角的な
議論が展開されます。

Overview
2023年4月10日～11日 開催（2days）

会場：神戸メリケンパークオリエンタルホテル

形式：オフライン、合宿型

Sponsor fee
-200万円~370万円（メニューにより異なります）
Tax Excluded



GLOSSY+ and Modern Retail

GLOSSYとModern Retailの⽇本版を、DIGIDAY配下のバーティカルメディアとしてローンチしました。今後は
デジタルマーケティングに加え、ビューティ・ファッション・リテールなどに領域を拡⼤して情報を発信してい
きます。

▼モダンリテール［⽇本版］について
モダンリテール［⽇本版］は、⼩売業界に起きている再改⾰をデジタル視点で捉え
るメディアです。プラットフォーマーたちの戦略から新しい顧客体験まで、その変
⾰の兆しを公正かつ信頼性のあるアプローチで掘り下げ、⼩売ビジネスの未来を探
ります。
https://digiday.jp/category/modern-retail/

▼GLOSSY+ について
Glossy+は、ビューティ＆ファッション、ウェルネス業界の最新動向をお届けする
Glossy Japan の会員制コンテンツです。DIGIDAY+に内包されるこのGlossy+で
は、グローバル視点でその分野の新潮流を捉え、次世代のトレンド、時代潮流を読
み解いていきます。
https://digiday.jp/category/glossy/



ファッション&ビューティー業界
国内企業15社の担当者に聞いた

「今後の
デジタルマーケティング」とは？

時代の終焉か。マスク氏による
Twitter の大刷新への

ビューティインフルエンサーの反応

ブランドは
今後12カ月間の広告費が

大幅増加すると予測

【Glossyリサーチ】

【Z世代の意識調査
サステナビリティ編】

共感される「サステナブル」
ビジネスのカギとは!?

米国資生堂が「Netflix的」
アプローチで挑む、YouTubeの

無料戦略。その狙いとは？

元『VOGUE JAPAN 』編集
長、渡辺三津子が語る、ラグジュア
リーメディア＆ビジネスの未来と

は？
ロレアルはメタバースにどのように
参入しようとしているのか？：

NYX、イヴ・サンローラン・
ボーテなどの挑戦

2030年に向けて消費社会は
どう変わる？

勝ち残りに向けて
必要なアパレル経営とは？

【Glossy + TALKS レポート】

ABOUT
GLOSSY
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GLOSSYは、ビューティ
＆ファッション、ウェル
ネス業界の最新動向をお
届けする会員制コンテン
ツです。

「ビューティ、ファッション業界の
未来を探るメディア」

DIGIDAY 副編集長 / 
GLOSSY リードエディター

山岸 祐加子
GLOSSY JAPANのコンテンツ、イベントの制作・進行お
よびDIGIDAYイベント事業全体でのコンテンツオペレー
ションを担当。

グローバル視点でその分野の新潮流を捉え、次世代のトレンド、時代
潮流を読み解いていきます。

https://digiday.jp/category/glossy/


ECを展開する国内企業18社の
担当者が語る

「顧客体験で
重視していること・課題」とは？

「とんでもない数の人々が来店して
いる」：ネイバーフッド・グッズ
CEOのマット・アレクサンダー氏
が語る、実店舗の復活と未来

ナイキ、小売店からの撤退加速：

空白スペースを狙う
競合ブランドたち

Shopify、YouTube上で
ショッパブル動画を配信できる新機能
「YouTubeショッピング」発表：

「ライブコマースにおける
トッププラットフォームになる」

「世の中の動きに合わせて、
行動できるのがユニクロだ」：

ユニクロUSA の 塚越大介CEO

「住生活領域のZOZOになる」：

ルームクリップ高重正彦氏×
bydesign 石川森生氏

LINEミニアプリで
「効率化」する日本の飲食企業たち：

「ムゲン食堂」と
「廚菓子くろぎ」の場合

ABOUT
MODERN RETAIL
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モダンリテール［日本
版］は、小売業界に起き
ている再改革をデジタル
視点で捉えるメディアで
す。プラットフォーマーた
ちの戦略から新しい

「小売業の変革の最前線を伝えるメディア」

「ZENBが伝えたいのは、
世界観ではなくその美味しさだ」：

Mizkan Holdings CDSO（最高
ダイレクト戦略責任者）高橋宏祐氏

DIGIDAY 副編集長 / 
モダンリテール リードエディター

戸田美子
モダンリテール［日本版］のコンテンツ、イベントの制
作・進行およびDIGIDAYにおけるブランデッドコンテン
ツの制作・進行管理も担当。記事一覧

顧客体験まで、その変革の兆しを公正かつ信頼性のあるアプローチで掘
り下げ、小売ビジネスの未来を探ります。

https://digiday.jp/category/modern-retail/
https://digiday.jp/category/modern-retail/
https://digiday.jp/author/toda/
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スポンサードポストはユニークな切り⼝で貴社のプロダクト／サービスを紹介します。
編集部が直接取材を⾏いDIGIDAY［⽇本版］の⽂脈に合うように貴社の
ブランドメッセージをカスタマイズします。

※ 記事中にはSponsored表記が⼊ります。
※ 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。
※ ロゴデータおよびレギュレーションの⼊稿をお願いします。
※ 申込から掲載開始まで通常20営業⽇程度がかかります。
※ 制作期間を1週間以上短くする場合、別途費⽤が発⽣します。
※ 遠⽅への取材が発⽣する際には、別途取材費が発⽣する場合があります。
※ 動画、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。
※ 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。

メニュー スポンサードポスト

掲載料⾦
￥1,000,000 
掲載料︓¥700,000（Gross）制作費︓¥300,000（Net）

想定PV 2,000

誘導枠 ①トップページタイムライン
②SNSポスト（facebook, twitter）

誘導期間 4週間

記事公開 平⽇任意 11:00 ほか

申込期限 20営業⽇前 18:00

レポート デイリーページビュー（４週間分）

メニュー スポンサードポスト プレミアムA

掲載料⾦
￥1,500,000 
掲載料︓¥1,200,000（Gross）制作費︓¥300,000（Net）

想定PV 4,000

誘導枠
①トップページタイムライン
②SNSポスト（facebook, twitter）
③バナー枠

誘導期間 4週間

メニュー スポンサードポスト プレミアムB

掲載料⾦
￥2,000,000 
掲載料︓¥1,700,000（Gross）制作費︓¥300,000（Net）

想定PV 6,000

誘導枠
①トップページタイムライン
②SNSポスト（facebook, twitter）
③バナー枠

誘導期間 6週間

※ 記事は最低1年間の期間においてアーカイブされます。
※ 外部誘導を実施する場合があります。
※ 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。
※ Facebookのポスト回数、Twitterのtweet数は、保証していません。
※ 対象デバイスはPC・SPのため、iPadタブレットでの表⽰については保証していません。
※ 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。

※ 在庫状況に合わせ、計測期間の変動、また外部配信を活⽤する場合がございます。都度お問合せください。

SPONSORED CONTENT｜スポンサードポスト



SPONSORED CONTENT｜スポンサードポスト制作

制作期間について

申込&
ヒアリング

シート
制作期間 公開

報告
初校提出-
初校お戻し

再校提出-
再校お戻し

念校提出
-校了

企画提出
- FIXオリエン

企画内容により制作期間の変動がご
ざいます。

弊社フォーマット（企画案（撮影有の場合）⾹盤
表等）⽤意ございます。

レポート
報告

20営業⽇程度

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、記事公開URLのご連絡を致し
ます。

申込前に、要望に応じ
て切り⼝案をご提出し
ます。

10営業⽇程度 10営業⽇程度 ８営業⽇程度



SPONSORED CONTENT｜スポンサードポスト事例
ご出稿の⽬的に合わせて、最適な展開案をご提案いたします。

出稿主︓Facebook Japan様
概要︓読み⼿のニーズの⾼い事例を、取り組み⾃体に
フォーカスし、レポート形式で展開します。
貴社プロダクト導⼊までの経緯、メリットなどを語っ
ていただき、読者の興味喚起をはかります。
URL︓ https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-
strategy-of-digital-marketing/

▼レポート形式 ▼⽤語解説 ▼1問1答インタビュー

出稿主︓株式会社ツイッタージャパン様
概要︓デジタルマーケティングの新語を噛み砕いて、
インタビュー形式でプロダクトを紹介。読者に理解を
促し、興味喚起を⾏います。
URL:https://digiday.jp/publishers/what_is_hyper_casual_ga
me/

出稿主︓株式会社アイレップ様
概要︓貴社のトップにインタビューを実施。ご⾃⾝の
⾔葉で読者にアピールすることで、よりダイレクトに
メッセージを伝えることが可能です。
URL︓https://digiday.jp/brands/irep-hiroaki-kitazume-
interview/

https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-strategy-of-digital-marketing/
https://digiday.jp/brands/botanist-instagram-new-strategy-of-digital-marketing/
https://digiday.jp/publishers/what_is_hyper_casual_game/
https://digiday.jp/publishers/what_is_hyper_casual_game/
https://digiday.jp/brands/irep-hiroaki-kitazume-interview/
https://digiday.jp/brands/irep-hiroaki-kitazume-interview/


SPONSORED CONTENT｜コンテンツチャンネル
DIGIDAY［⽇本版］内に貴社だけの特別チャンネルを⽤意し、関連記事とともに貴社スポンサードポストを集約する「コンテンツチャンネル」。
DIGIDAY［⽇本版］のトップページやソーシャルチャンネルを通じてプロモーションを⾏います。

【YOUR BRANDED CHANNEL】 【YOUR SPONSORED POST】

※ 記事中にはSponsored 表記が⼊ります。
※ 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。
※ ロゴデータおよびレギュレーションの⼊稿をお願いします。
※ 申込から掲載開始まで通常20営業⽇程度がかかります。
※ 制作期間を1週間以上短くする場合、別途費⽤（10万円程度）が発⽣します。
※ 遠⽅への取材が発⽣する際には、別途取材費が発⽣する場合があります。
※ 動画、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。
※ 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。
※ 記事は最低1年間の期間においてアーカイブされます。
※ 外部誘導を実施する場合があります。
※ 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。
※ Facebookのポスト回数、Twitterのtweet数は、保証していません。
※ 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。
※ 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。
※ 契約期間を過ぎ次第、チャンネルページは掲載を下ろします（記事はアーカイブされます）。

メニュー コンテンツチャンネル

想定PV 2,000〜 / 本

掲載料⾦

¥6,500,000（グロス・税別）
※合計6本
（1本あたり:￥1,000,000）
※初期構築費︓¥500,000

¥10,000,000（グロス・税別）
※合計10本
（1本あたり:￥1,000,000）
※初期構築費︓¥0

契約期間 6ヶ⽉（※掲載⽇は任意） 12ヶ⽉（※掲載⽇は任意）

誘導枠
・メディア共通フッター
・トップページ/カテゴリーページ/記事ページ（オプション）
※記事の公開時は、通常のスポンサードポスト誘導枠も適⽤されます。

記事公開 平⽇任意 11:00 ほか

申込期限 20営業⽇前 18:00

レポート デイリーページビュー（４週間分）/本

※コンテンツチャンネルページ内のバナー導線を⽤いて、広告主様のコーポレートサイトや ブランドサイトへの
導線を設定できます。詳細は営業窓⼝までお問い合わせくださいませ。



SPONSORED CONTENT｜コンテンツチャンネル追加誘導枠

原稿本数 4本 ※バナーは編集部にて制作いたします。※原稿差替え不可

サイズ ①970px × 90px ②300px × 600px  ③300px × 250px ④640px × 533 px

容量 Gif（jpeg）:300KB以内

アニメーション 15 秒 以内（無限ループ不可）

⼊稿期限 7営業⽇前 17:00

※ 各バナーのリンク先は、コンテンツチャンネルトップページ、もしくはスポンサード記事ページを任意に設定いただけます。
※ 掲載バナーは、特にご指定がなければ、DIGIDAY編集部にて制作いたします。
※ 誘導枠のレポートをお出し致します。

メニュー Content channel DISPLAY UNITS
掲載料⾦ ￥4/ imp  ※最低実施⾦額¥300,000G〜
掲載期間 1週間〜

枠数 3枠（ローテーション）

掲載⾯ PCトップ、PC記事、SP記事

※ その他の⼊稿規定は、スポンサードポストの誘導枠規定、バナーの⼊稿規定に準じます。
※ バナー4点、セット販売になります。

▼トップページ ▼カテゴリー⼀覧ページ

AD

PC

▼記事ページ

3

AD
3

AD

2

AD

4

AD1AD1

SP

▼トップページ ▼記事ページ

AD
3

AD
3AD

3



DISPLAY PROGRAM｜バナー広告

原稿本数 4本（差替え不可）

サイズ ①970px × 90px ②300px × 600px ③300px × 250px ④640px × 533 px

容量 Gif (jpeg):300KB以内

アニメーション 15 秒 以内（無限ループ不可）

⼊稿期限 7営業⽇前 17:00

※ 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）
※ 掲載に必要なクリエイティブは基本的に広告主様にご準備いただきます。

DIGIDAYでの制作をご希望の場合は、お問い合わせください。別途お⾒積りさせていただきます。

メニュー STANDARD DISPLAY UNITS

掲載料⾦ ￥4/ imp ※最低実施⾦額30万円〜

掲載期間 1週間〜

枠数 3枠（ローテーション）

掲載⾯ PCトップ、PC記事、SP記事

▼トップページ ▼カテゴリー⼀覧ページ

PC

▼記事ページ

※ 推奨ブラウザ︓Firefox最新 / Chrome最新 / Safari最新（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。

※ バナー4点、セット販売になります。

SP

▼トップページ ▼記事ページ
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DISPLAY PROGRAM｜ウェビナー送客保証メニュー

原稿本数 4本（差替え不可）

サイズ ①970px × 90px ②300px × 600px ③300px × 250px ④640px × 533 px

容量 Gif (jpeg):300KB以内

アニメーション 15 秒 以内（無限ループ不可）

⼊稿期限 7営業⽇前 17:00
※ 遷移先LPは企業主催のウェビナー限定となります。
※ 画像は、広告主もしくはウェビナー内容がわかるように明⽰ください。（ロゴ可）
※ 掲載に必要なクリエイティブは基本的に広告主様にご準備いただきます。

DIGIDAYでの制作をご希望の場合は、お問い合わせください。別途お⾒積りさせていただきます。

メニュー ウェビナー送客保証メニュー

掲載料⾦ ￥750 / Click ※最低実施⾦額30万円〜

掲載期間 1週間〜

枠数 3枠（ローテーション）

掲載⾯ PCトップ、PC記事、SP記事

PC

※ 推奨ブラウザ︓Firefox最新 / Chrome最新 / Safari最新（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。

※ バナー4点、セット販売になります。

SP

▼トップページ ▼カテゴリー⼀覧ページ

AD

▼記事ページ
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▼トップページ ▼記事ページ
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告知・登録 ウェビナー
（企画・運営・配信）

レポート記事
・リスト提供

【想定集客規模】

80-150名想定

【集客内容】
・告知記事作成
・DIGIDAYバナー広告
・DIGIDAYメルマガ
・SNS広告（facebook,twitterなど）

※上記費⽤はあくまで参考情報となりますので、
詳細をヒアリングさせて頂きました後正式にお⾒積もりをご提⽰させて頂きます。

Title Details Price

企画プロデュース セッション企画・構成/プロデュース/集客 3,200,000円

運営費 イベント運営・オンライン配信 800,000円〜

合計（税抜き）
4,000,000円〜

内訳:1,700,000円（Gross）
2,300,000円 （Net）

（オプション）
アサイン費 100,000円〜

（オプション）
レポート記事 記事制作・掲載（想定PV:2,000） 900,000円

合計（税抜き）
5,000,000円〜

内訳:2,400,000円（Gross）
2,600,000円 （Net）

・内容は1時間1-2セッション、アサインはクライアント様側の想定
・登壇者のアテンドや事前MTGを考慮し実施予定⽉の3ヶ⽉前から動き始める想定
・告知記事の内容は確定した登壇者を適時更新していく⽅針
・具体的なイベント開催⽇程については特にDIGIDAY主催イベントの開催前後は要相談

1社単独オンラインイベントは、貴社⽬的に合わせてDIGIDAY［⽇本版］にてタイアップイベントをプロデュースします。
コンテンツの企画から、集客・当⽇の運営、リストのご共有、ご希望の場合は事後レポートまで実施します。
DIGIDAY［⽇本版］読者に訴求したいサービス内容・セッション数など、コンテンツ内容はフレキシブルに対応可能です。

Online Event｜ウェビナー



DISTRIBUTION MENU｜ディストリビューション
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、⺠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編集⻑が審査したうえで、
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



広告掲載規約｜二次利用

＜スポンサードポストコンテンツの⼆次利⽤について＞
※ 使⽤するコンテンツ（ロゴ・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、⼆次利⽤掲載開始⽇より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
※ 記事へ誘導する場合でも、バナー内にロゴまたは記事中の画像の利⽤を⾏うことは、記事⼀部の⼆次利⽤とします

<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、記事（スポンサードポストを含む）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、記事への誘導施策となるもの ※商⽤利⽤を除く

＜ロゴの使⽤について＞
※ 使⽤⽤途および使⽤イメージを明らかにしたうえ、事前に媒体社に申請し許諾を得ること
※ 使⽤⽤途および使⽤イメージによっては、掲載をお断りすることがあります

<デジタル対象>記事全⽂の⼆次利⽤について

料⾦
¥ 250,000（1年間の適⽤）

※2年⽬以降の継続利⽤︓¥100,000追加

適⽤期間 記事公開⽇より1年間以内

利⽤対象 ・記事全⽂（画像含む）
※アサインにより利⽤不可の場合有

利⽤先対象 ・オウンドメディアへの格納等
・その他

その他 原則、利⽤先での引⽤元のクレジット表記が
必要。

<デジタル対象>記事⼀部の⼆次利⽤について

料⾦
¥ 100,000（1年間の適⽤）

※2年⽬以降の継続利⽤︓¥100,000追加

適⽤期間 記事公開⽇より1年間以内

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バナー広告への使⽤ 他

その他 原則、利⽤先での引⽤元のクレジット表記が
必要。

ロゴの⼆次利⽤について

料⾦ ¥ 100,000（1年間の適⽤）
※2年⽬以降の継続利⽤︓¥100,000追加

適⽤期間 使⽤開始⽇より1年間以内

利⽤先対象 ※利⽤先は要相談

その他

・ロゴは媒体社より納品された最新データを
使⽤ください。

・ロゴのバナーへの使⽤は、原則として媒体社が
制作したバナーのみで利⽤可能。

・スポンサードポストを実施した場合に限り、
利⽤可能。

⼆次利⽤費について＜DIGIDAY［⽇本版］の場合＞

注意事項



広告掲載規約｜タグ設置規定
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

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を展開
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/定性情報を取得する⽬的

※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。

※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。



APPLICATION

＜宛先＞
ad-digiday@infobahn.co.jp

＜件名＞
【仮押さえ】DIGIDAY［⽇本版］メニュー名 クライアント名 掲載期間
【申込】DIGIDAY［⽇本版］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︓DIGIDAY［⽇本版］
メニュー名︓
掲載期間︓
掲載⾦額︓
マージン︓
請求⾦額︓

備考︓※特記事項がございましたらご記⼊ください

■広告掲載規約について
https://www.mediagene.co.jp/pdf/media/

mediagene_regulation.pdf
ID / Pass : mediagene / media
上記広告掲載規約に定める内容を遵守いたします

＜宛先＞
ad-digiday@infobahn.co.jp

＜件名＞
【掲載可否】DIGIDAY［⽇本版］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︓DIGIDAY［⽇本版］
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

＜宛先＞
ad-digiday@infobahn.co.jp

＜件名＞
【⼊稿】DIGIDAY［⽇本版］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︓DIGIDAY［⽇本版］
メニュー名︓
掲載期間︓
添付ファイル名︓
広告リンクURL︓

掲載可否フォーマット 仮押さえ・申込フォーマット ⼊稿フォーマット

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


APPLICATION

株式会社メディアジーン | mediagene Inc. 
東京都渋⾕区円⼭町23-2 アレトゥーサ渋⾕
tel. 03-5784-6783  fax. 03-5784-6769

媒体運営・広告販売


