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MYおうちスタイル



おうちから「好き」を発信︕

テレワークやデュアルライフ（⼆拠点⽣活）など新しい暮らしを実践し、⽇々の様々なストレスから解放されるこ
とを好み、より充実したおうち⽣活を志向する30~40代の男⼥をメインターゲットに

・スタイリッシュで素敵なお部屋訪問シリーズ︓「みんなの部屋」
・アウトドア⽤品を室内にとり⼊れる新提案︓「アウトドアな家暮らし」
・収納グッズ等を活⽤して住環境をスッキリさせる⽅法︔「MY収納スタイル」
・実際に購⼊して使⽤感を確かめる「優れモノ」レビュー︓「MY定番スタイル」
・新居、引越し、リノベーションを考える「家のこと考え始めました」

などあくまで実体験に基づいた、とっておきのおうち企画を発信していきます。
さらに本来得意とする家電・⽣活⽤品の紹介だけでなく、最近⼀般的になったサコッシュやミニマルウォレット、
⾼機能アウターなどのファッションアイテムをいち早く取り上げ、
ブームの⽕付け役ともなった“旬“なメディアです。

ROOMIE のステートメント



13,500,000+ Views

「住まい」にまつわるすべてのことを発信するメディアとして、
読者とエンゲージメントを構築

⽉間ビュー

5,100,000+ UU*

⽉間ユニークユーザー

公式アカウントのファン数

*2022年5⽉Google Analyticsによる計測。ブラウザおよびプラットフォーム上のビューを計測。

51,000+ FANS 

30,000+ FOLLOWERS

258,000+ FANS

610,000+ SUBSCRIBED

ROOMIE のプロフィール



ファッションのように住空間づくりを楽しむ
⼈付き合いを彩る料理や、家事のコツ
室内だけでなく、室外での「住」も楽しむ

INTERIOR
インテリア

ROOM
部屋

FOOD
料理・⾷べ物

OUTDOOR
アウトドア

ROOMIE のプロフィール



「今⽇は家でなにをしよう︖」
平⽇と休⽇、それぞれの楽しみ⽅を提案するコンテンツを発信

BATHROOMPRIVATE 
ROOM

LIVING BEDROOM

OUTDOORDINING KITCHEN

ROOMIE のコンテンツジャンル



⼈気企画「みんなの部屋」を中⼼とした、オリジナル連載が充実。
また、ユニークなアングルのオリジナル特集記事も展開

オリジナル連載⼀覧

“みんなの部屋”“MY定番スタイル” “RENOVATION
STORY”

“ROOMIE
ADVISER” “マイ収納スタイル”

オリジナル特集

ROOMIE の特集コンテンツ



「みんなの部屋」に登場する⽅々のコミュニティ「ROOMIE NEIGHBORS」
暮らしや⽣き⽅にこだわりを持つ、多種多様な⽅々が参加

【ROOMIE NEIGHBORSとは︖】
連載「みんなの部屋」出演者の中でも「こだわりのある暮らし」を実践する⽅々や、ROOMIEと関係の深いスペシャリストたち
によるコミュニティ。”北欧”、”ストリート” 、”DIY”、”アウトドア”など、さまざまな「⾃分にとって、⼀番いい暮らし」を追
求している⼈たちを活かしたイベントやコンテンツなどを発信していく。

ROOMIE
NEIGHBORS

ROOMIE NEIGHBORSについて



「みんなの部屋」に登場する⽅々のコミュニティ「ROOMIE NEIGHBORS」
暮らしや⽣き⽅にこだわりを持つ、多種多様な⽅々が参加

勝⼭⿓⼀さん
（ACME Furniture／journal standard Furniture セールスプロモーション）

⼿島悠太さん、満⼣さん
（デザイン関係）

巧さん、萌さんご夫妻
（会社員）

平井⿓之進さん、好美さん
（建築デザイナー、フラワーデザイナー）

ROOMIE NEIGHBORSについて



「ROOMIE NEIGHBORS」によるフリーマーケットを開催
メディアが持つコミュニティを活かした展開も実施可能

【NEIGHBORS STAND By ROOMIE 開催概要】
⻘⼭ファーマーズマーケットと共に 「同じ感覚を共有する家ROOMIEの、素晴らしき隣⼈たちが⽴ち寄る場所」という意味を込めたフリーマーケットイベントを共同開催。

ROOMIE NEIGHBORSについて



消費傾向

ROOMIE の読者は、都市・地⽅でアクティブに暮らす30代。
特に新しいカルチャーや情報に敏感な２タイプのユーザーに⽀持

• カジュアルだが質の⾼いファッションアイテム
を好む。

• モノ選びは価格よりもデザイン、ストーリー、
機能、⻑く使えるかを重視。こだわりが強い。

• 部屋で過ごす時間は⼤切だが、オフは計画的に
レジャーの予定を組むなどアクティブさも兼ね
備えている。

• 妻や⼦どもにとっての満⾜も⼤切にする。
家族みんなで⻑く使えるものに、出費を惜しまな
い。

• リノベーションやDIYを実践中。
⾃分たちに必要なものは⾃分でつくりたい。

• 休⽇は家族で外出。
ピクニックやオートキャンプなど
アウトドアを中⼼にアクティブに遊ぶ。

消費傾向

都市で暮らす独⾝男性・⼥性 郊外に住む夫婦・カップル

ROOMIE の読者プロフィール



社会⼈
公務員

…48%
…6%

⾃営業
フリーター

その他

…8%
…13%
…23%

Source︓1 Google Analyticsより 2022データ
Source︓ROOMIE 読者アンケート 2023より

20代~40代が割合として多く、夫婦やカップルがメイン読者。
世帯年収が⾼い傾向にある

62%
会社員・公務員

⾃営業

職業

88%
mobile

デバイス⽐ 1

75%
25-44

男⼥⽐5︓4
MALE : FEMALE Male

Female
others

…54%
…45%
…1%

年齢構成 1

既婚

61%
既婚

ROOMIE の読者プロフィール

18-24   …11%
25-34  …26%
35-44  …30%
45-54   …19%
55-64   …9％
65- …5％

既婚…61％
未婚…24％

パートナーあり…4％
結婚歴あり…11％

mobile     … 88％
desktop   …   8％
tablet       …  4％



家電やインテリア、フードを中⼼として、旅⾏やアウトドアのコンテンツなど
ライフスタイルの様々な情報収集を⽬的に来訪することが多い。

料理のアイデア

47%
家電

44%
インテリア

41%

興味・関⼼のあることは︖

⾷料品

35%
旅⾏

32%

アウトドア

44%

Source︓ROOMIE 読者アンケート 2023より

ROOMIE 読者の特徴｜関⼼あるコンテンツ

ファッション

24%
エンタメ

（ゲーム/映画）

38%



持家の⼀⼾建やマンションにパートナーまたは家族と住んでいる⽅が多い
また⾸都圏の読者割合が多い傾向

Source︓ROOMIE 読者アンケート 2023より

67%
持家⼀⼾建または

持家分譲マンション

住居形態

ひとりぐらし
実家で家族と
パートナーとふたりぐらし
パートナーと⼦どもと
その他

…22%
…16%
…26%
…28%
…6%

54%
パートナーや⼦どもと

暮らしている

同居の有無

持家⼀⼾建
持家分譲マンション
賃貸⼀⼾建
賃貸マンション・アパート
社宅・寮・シェアハウス

…51%
…16%
…4%
…26%
…3%

ROOMIE 読者の特徴｜居住形態や⽣活環境

30%
700万円〜

世帯年収

〜700万円
700万円〜

…69%
…7%

800万円〜
900万円〜

1,000万円〜

…7%
…3%
…15%



記事をきっかけに情報収集や購買に⾄った読者が多数

77%
ROOMIEを
参考に購⼊

ROOMIE記事を参考に購⼊した割合

*ROOMIE読者アンケート 2023より

記事を読んだ後に⾏った⾏動

ROOMIE 読者の特徴 | 購買意欲

商品購⼊のマインドが⾼い傾向がある

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

SNSに投稿した

記事について家族や友⼈知⼈と共有・話題にした

記事を参考に⾃分の部屋を変えてみた

紹介された製品・サービスを購⼊・導⼊した

記事で⾒た料理や裏技を試した

紹介された製品・サービスをさらに詳しく調べた



⽣活に役⽴つ最新の製品情報や、
好奇⼼を満たすきっかけを期待して ROOMIE を読んでいます

ROOMIEに期待することは︖

ROOMIE を読むモード｜記事を読む際の期待

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

インテリアの知識を上げるため

お洒落な部屋を⾒たいから

キッチンをより良くするため

ガジェットの使い⽅を知るため

料理の参考にするため

新製品の発売情報を知るため

⾃分の部屋をより良くするため

便利な家中アイテムを探すため

*ROOMIE読者アンケート 2023より



0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

サイト全体平均

PC・周辺機器

インテリア

不動産

家電

ROOMIE のスポンサードポストの滞在時間の計測事例。
滞在時間の全体平均と個別記事の数値を⽐較。

ROOMIE のスポンサードポストは、通常記事よりも平均18％⻑く閲覧

128%

122%

112%
109%

*Google Analyticsツールによる計測（2022年度）

（%）

ROOMIE と読者の信頼性



キッチン／⾷⽣活に特化した
『ROOMIE KITCHEN』がOPEN!!

⾃宅で美味しい⽣活
⾷事が楽しいと1⽇が楽しい。1⽇が楽しいと毎⽇が楽しい。毎⽇が楽しいと⼈⽣が楽しい。
そのために「⾃宅のキッチン環境の改善」「気軽にできる調理アイデアやレシピ」を実践する⼈が増えています。

本媒体では、不便をなくすキッチンアイテムやレイアウト、料理のストレスを減らすヒント、
⾷事を楽しむヒント、簡単なレシピやおすすめのフード情報など、
ストレスのない楽しいキッチンづくり・⾷⽣活のアイデアを発信していきます。

NEW!



トピックス︓ROOMIE KITCHEN がローンチ（新メディアローンチ背景）

家中需要の⾼まりをキッカケにROOMIE内での⾷に関するコンテンツが好評。
PV・CTRだけでなく、コンテンツコマースでも良い反応が出てきている。

NEW!



アイテム紹介やレシピなど「キッチン／⾷⽣活」に関する幅広いコンテンツを発信。
環境にも⼼にもやさしい⾷⽣活スタイルの情報をお届けします。

レシピキッチングッズ フード＆ドリンク

⾷器/カトラリー キッチンアイデア

トピックス︓ROOMIE KITCHEN がローンチ（コンテンツジャンル／イメージ） NEW!



トピックス︓ROOMIE KITCHEN がローンチ（掲載⾯について）

ROOMIE KITCHENとして独⽴した媒体として展開するだけではなく、
ROOMIEとコンテンツ連携を⾏いユーザーへのリーチを促します。

ROOMIE KITCHEN
コンテンツ

NEW!

ROOMI内にもコンテンツの誘導枠
を設けてROOMIE KITCHENの露
出を強化



広告メニューのご紹介
1. スポンサードポスト
2. ブランド特集
3. スポンサードポスト（3本プラン）
4. スポンサードポスト PV強化プラン
5. スポンサードポスト ROOMIE Neighbors動画プラン
6. 商品レビュー型 スポンサードポスト
7. スポンサードポスト 漫画プラン
8. 効果測定 ブランドリフト
9. ディスプレイ広告

… p.23
… p.24
… p.25
… p.26
… p.27
… p.28
… p.29
… p.30
… p.40



1ヶ⽉程度〜の中⻑期間向け
ブランド特集

5本連載
スポンサードポスト

3本プラン
スポンサードポスト

1本プラン

メッセージを連載ストーリーで訴求ひとつの商品を様々な⾓度から紹介クオリティ溢れる切り⼝で紹介

短期向け短期向け

¥ 6,600,000 / 75,000 PV 
・掲載費⽤︓¥ 4,800,000 G
・制作費 ︓¥ 1,500,000 N
・初期費⽤︓¥ 300,000 N

¥ 1,500,000 / 15,000PV 
・掲載費⽤︓¥ 1,200,000 G
・制作費 ︓¥ 300,000 N

¥ 4,140,000 / 45,000PV 
・掲載費⽤︓¥ 3,240,000 G
・制作費 ︓¥ 900,000 N

スポンサードポスト | ⾦額スペック⼀覧



スポンサードポスト

保証PV 15,000

掲載料⾦
￥1,500,000
※ROOMIE NEIGHBORSの

アサイン費を含む⾦額感となります。

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

記事公開 平⽇任意 11:00 or 17:00 ほか

申込期限 28 営業⽇前 18:00

レポート ・PV/クリック
・デイリーPV/クリック (掲載開始より4週間分で計測)

スポンサードポスト｜スペック

媒体の⽂脈に沿って作られたコンテンツでターゲットユーザーへ様々な⾓度からブランドメッセージやプロダクトを訴求。
⼈気連載「みんなの部屋」に登場するROOMIE NEIGHBORSを起⽤し、暮らしの中での商品・サービスの利⽤シーンを伝えていけます。

スポンサードポスト

+ 読者アンケート実施︓¥100,000-(Net)
記事内でオリジナルアンケートを実施
※⾦額等詳細はご相談ください

option

+ 動画制作︓ご相談ください
クライアントに合わせた読者向け動画を制作
※⾦額等詳細はご相談ください

option



※特集トップページ公開時、スポンサードポストは3本以上公開済みが条件となります。
※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。
※ブランドチャンネルTOPへの追加誘導枠についてはオプションメニューも⽤意していますので詳細はお問合せください。
※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。
※1特集につき1社のみのスポンサーシップメニューとなります。

ブランド特集

実施条件 5本以上のスポンサードポストの実施

保証PV 75,000

実施料⾦
¥6,600,000〜
※ROOMIE NEIGHBORSの
アサイン費を含む⾦額感となります。

内訳 :
掲載料（G）￥960,000 × 5本
※通常掲載料︓¥ 1,200,000

制作費（N）￥300,000 × 5本
構築費⽤（N）︓¥ 300,000

保守/管理費 ¥100,000〜（N）／⽉
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。

特集期間 1ヶ⽉程度〜 ※ご相談ください

記事公開 平⽇任意

申込期限 28 営業⽇前 18:00

ブランド特集｜スペック

ROOMIE内に専⽤特集ページを設置し、テーマに沿ったスポンサードポストを数ヶ⽉にわたり、連載形式かつ特別なデザインで掲載。

ブランド特集



スペック

保証PV 45,000

実施料⾦
￥4,140,000
※ROOMIE NEIGHBORSの
アサイン費を含む⾦額感となります。

内訳︓
掲載料 ￥1,080,000 (Gross) × 3本
※通常掲載料︓︓¥ 1,200,000
制作費 ￥300,000 (Net) × 3本

記事公開 平⽇任意 11:00 or 17:00 ほか

申込期限 28 営業⽇前 18:00

レポート
・PV/クリック

・デイリーPV/クリック
(掲載開始より4週間分で計測)

・ROOMIEの⽂脈に沿って3つの⾓度から、読者に価値の
あるオリジナルコンテンツを制作

メニューポイント

※ 3本パッケージでのご利⽤の場合、記事下にバックナンバーとして表⽰されます。

スポンサードポスト（3本プラン）｜スペック

媒体の⽂脈に沿って作られたコンテンツでターゲットユーザーへ様々な⾓度からブランドメッセージやプロダクトを訴求。

スポンサードポスト（3本プラン）



スポンサードポスト PV強化プラン

保証PV 30,000

掲載料⾦
￥2,200,000
※ROOMIE NEIGHBORSの
アサイン費を含む⾦額感となります。

内訳︓
掲載料 ￥1,900,000 (Gross) 
制作費 ￥300,000 (Net)

記事公開 平⽇任意 11:00 or 17:00 ほか

申込期限 28 営業⽇前 18:00

レポート
・PV/クリック
・デイリーPV/クリック (掲載開始より4週間分で計測)

保証PVが多いセットプラン
多くのユーザーへ情報を届けることが可能です。

1

メリット

PV単価を抑えられる
スポンサードポスト︓￥100
PV強化プラン︓￥70
保証PVが増加したことにより、PV単価を抑えることが可能です。

2

スポンサードポスト PV強化プラン｜スペック

媒体の⽂脈に沿って作られたコンテンツでターゲットユーザーへ様々な⾓度からブランドメッセージやプロダクトを訴求。
スポンサードポストより保証PVが⼤きく、PV単価が安くなるお得なプラン

スポンサードポスト PV強化プラン

※外部媒体からの誘導施策を⾏う可能性がございます

ソーシャル
メディア

キュレーション
メディア

ポータル
メディア

1次情報
メディア

ユーザー

誘導強化

※保証PVを達成するために適宜誘導施策の
強化を行う可能性がございます。



※制作する動画は1本のみとなります。
※ 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。
※ 保証PVは記事のPVとなります。ご了承くださいませ。
※ 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。
※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。

ルーミー動画コンテンツ
インタビュー×シーン訴求の動画が得意です。

スポンサードポスト(動画プラン)

保証PV 15,000

掲載料⾦ ￥2,600,000~

内訳︓
掲載料 ￥1,300,000 (Gross) 
制作費 ￥1,300,000~ (Net)
※掲載費_動画の広告配信費込
※制作費_アサイン費込
コンテンツの内容次第では制作費が変動いたします。
アサインはネイバーズを想定しています。
⼆次利⽤の詳細に関しては別途営業担当にご相談ください。

記事公開 平⽇任意 11:00 or 17:00 ほか

申込期限 28 営業⽇前 18:00

レポート ・PV/クリック
・デイリーPV/クリック (掲載開始より4週間分で計測)

オプション
・インリードビデオアド︓¥3.0/再⽣

※最低実施⾦額300,000円~

スポンサードポスト動画プラン｜スペック

媒体の⽂脈に沿って作られた動画コンテンツでターゲットユーザーへブランドメッセージやプロダクトを訴求。
動画制作もセットになったプランです。制作した動画は1年間、⼆次利⽤いただけます。

スポンサードポスト ROOMIE Neighbors動画プラン



スポンサードポスト

保証PV 8,000

掲載料⾦ ￥800,000
内訳︓
掲載料 ￥500,000 (Gross) 
制作費 ￥300,000 (Net)

記事公開 平⽇任意 11:00 or 17:00 ほか

申込期限 28 営業⽇前 18:00

レポート ・PV/クリック
・デイリーPV/クリック (掲載開始より4週間分で計測)

+ 読者アンケート実施︓¥100,000-(Net)
記事内でオリジナルアンケートを実施
※⾦額等詳細はご相談ください

option

+ 動画制作︓ご相談ください
クライアントに合わせた読者向け動画を制作
※⾦額等詳細はご相談ください

option

商品レビュー型 スポンサードポスト｜スペック

媒体の⽂脈に沿って作られたコンテンツでターゲットユーザーへ「レビューコンテンツ」を通じてブランドメッセージやプロダクトを訴求。
※アサインなしの、ライター／編集部員による「レビュー企画限定のプラン」となります。

商品レビュー型 スポンサードポスト



スポンサードポスト

保証PV 15,000

掲載料⾦ ￥1,900,000~

内訳︓
掲載料 ￥1,200,000 (Gross) 
制作費 ￥300,000 (Net)~
アサイン費 ￥400,000 (Net)~
※アサイン候補とコンテンツ内容により価格は変動致します。
案件ごとに要⾒積。ご了承くださいませ。
※漫画の制作枚数は6枚程度を想定しております。

記事公開 平⽇任意 11:00 or 17:00 ほか

申込期限 48 営業⽇前 18:00

レポート ・PV/クリック
・デイリーPV/クリック (掲載開始より4週間分で計測)

スポンサードポスト｜スペック

ROOMIEと繋がりのある漫画家と媒体の⽂脈に沿って漫画コンテンツを作成するプランです。

スポンサードポスト 漫画プラン

※作者のSNS投稿に関しては、ご相談は可能ですが保証は出来かねます。ご了承ください。

漫画家︓ブブさん
URL︓ https://www.roomie.jp/feature/minnano-ouchi-story

ROOMIE事例



オプション︓効果測定｜ブランドリフト／アンケート

スペッ
ク

メニュー 質問項⽬数 取得
サンプル数 費⽤ 期間

読者アンケート
５問

（選択式、⾃由
回答）

保証
なし ￥100,000〜（N） 掲載開始から４週間

※延⻑の場合は別途ご相談

記事下に関連アンケートを埋め込み読者データの収集が可能な簡易アンケートパッケージ。
記事下アンケート

※アンケート設問数を5問以上ご希望の場合はご相談ください
※年齢、性別などの属性項⽬は設問数に含みません
※ただし属性設問上限数は５問まで

提供内容

【アンケート5問】

【簡易レポート】

掲載イメージ

アンケート

ブランドリフト調査

メニュー 質問項⽬数 取得
サンプル数 費⽤ 期間

ブランドリフト
調査

５問
（選択式） 200

￥700,000〜（G）
※調査スキームに

よって変動

記事公開後規定サンプル数が
取得でき次第報告

※約２週間〜１ヶ⽉程度

※取得サンプルは接触者100/⾮接触者100程度です
※レポート付きです（クロス集計＋グラフコメントレポート10P以下）
※計測量が2000万impを超える場合、料⾦が変動いたします。詳しくは営業担当までお問合せください

モニターからアンケートを取得しコンテンツによる
態度変容、ブランドリフトを可視化。

進⾏イメージ

①記事掲載後、記事の接触者と⾮接触者に対してアンケートを実施。

②⾮接触者との差からユーザーの態度変容を可視化しレポーティング。

【アンケート項⽬】
・ブランド/商品 認知
・ブランド/商品 興味
・ブランド/商品 購⼊意欲
・広告認知
・広告への好感度
・閲覧後の⾏動



制作スケジュール & 規定



※ 上記以外の有償の誘導枠を掲載する可能性があります。
※ 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。

誘導枠 掲載期間 掲載位置

1. ストリーム
(PC/SP)︓⾚枠 約1⽇間 ※1

トップページに最新記事として掲載され、
次の記事が公開されるたびに掲載位置が
下がります。

2. 特別誘導枠
(PC/SP)
︓⻘枠

1週間 トップページ – ストリーム内

スポンサードポストの基本誘導枠

スポンサードポスト｜誘導枠⼀覧



※ 上記以外の有償の誘導枠を掲載する可能性があります。
※ 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。

誘導枠 掲載期間 掲載位置 誘導先

1. 特別誘導枠
(PC/SP)︓緑枠 1週間 トップページ – ストリーム内 特集TOP

2. ストリーム
(PC/SP)︓⾚枠 約1⽇間 ※1

トップページに最新記事として掲載
され、
次の記事が公開されるたびに掲載位
置が下がります。

記事コンテンツ

3.特別特集枠
（PC/SP）︓⻘枠 約1カ⽉ 特集カテゴリ―枠に新設し、掲載 記事コンテンツ

ブランド特集｜誘導枠⼀覧①

ブランド特集の基本誘導枠①



誘導枠 掲載期間 掲載位置 誘導先

4.特別特集枠
（PC/SP）︓⻩
枠

約1カ⽉

下記の誘導枠を設置し、ク
ライアントサイトへ遷移
・レクタングル枠
・サイドバナー枠×4
（PC）
・特集中央部_バナー枠
（SP）

クライアントサイトほ
か、任意誘導先

※お問い合わせください

5.特別特集枠
（PC/SP）︓ 橙
枠

半永久
下記の誘導枠を設置し、記
事へ遷移
・サイド関連枠
・記事下関連枠

記事コンテンツ

※ 上記以外の有償の誘導枠を掲載する可能性があります。
※ 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。

ブランド特集｜誘導枠⼀覧②

ブランド特集の基本誘導枠②

PC VIEW
特集TOPページ

SP VIEW
特集TOPページ

PC VIEW
特集記事ページ

SP VIEW
特集記事ページ

④

4

5



スポンサードポストは、28営業⽇より制作が可能

スポンサードポスト & ブランド特集｜制作スケジュール

ブランド特集は、40営業⽇より制作が可能

スケジュール

※ブランドチャンネル公開ともにブランドチャンネルURLのご連絡を致します

オリエンテーマ / 企画案提出
-お戻し

ブランドチャンネル
構築 調整 公開

テーマ/構成案提
出
-FIX

専⽤
ヒアリング

シート

企画により変動 最短30営業⽇程度

※ 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。



スポンサードポスト 漫画プラン｜スケジュール

スポンサードポスト漫画プランは、48営業⽇~制作が可能

スケジュール

漫画家
アサイン オリエン 企画案

ご提出-お戻し 制作 ネーム
提出-お戻し制作 制作 初稿

提出-お戻し 修正 念校
提出-校了 公開報告 レポート

10営業⽇程度 20営業⽇程度

※作家様のフォーマットにてご提出致します。
企画案案_テキストベース

ネーム_⽩⿊
初稿_⾊がついた状態
念校_完成したもの

※企画内容により制作期間は変動。

※公開時に、記事公開URLのご連絡を致し
ます。

※作家様によってはオリエン⽇時の決定に時間が
かかる場合もございます。ご了承くださいませ。

3-5営業⽇
程度

8営業⽇
程度

8営業⽇
程度

3-5営業⽇
程度

申込

漫画家により制作期間に変動がございます。ご了承くださいませ。



＜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。
※ 原稿のお戻しは基本2回までお受けいたします。
※ 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。
※ 特集トップページ公開時、スポンサードポストは3本以上公開されている必要があり
ます。
※ 1特集につき1社のみのスポンサーシップメニューとなります。
※ 3本の記事は最初の記事の公開⽇より1ヶ⽉以内に公開します。
※ 編集記事をスポンサード特集に含めることはできません。

スポンサードポスト関連メニュー｜共通注意事項



ディストリビューションメニュー

※メニュー詳細については別紙をご参照

編集部が作成したコンテンツ（スポンサードポスト）を届けたい読者に対して、
メディアの⽂脈に沿って戦略的に拡散できる、2タイプのプランをご⽤意。

スポンサードポストとディストリビューションを組み合わせ、最⼤リーチを実現



■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

●商材やターゲットに合わせ、⼈気メディアに絞った配信が可能
●デモグラフィックターゲティング配信が可能

●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
●出版社を中⼼としたメディアへの配信が可能

●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、世界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

Twitter

●メインユーザーの若年層（18-29歳）へのリーチが強み
●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

【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

ディスプレイ アドネットワーク
インフィード広告

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

【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



ディスプレイ広告



ブランドセーフティに対する取り組み

広告主をブランド毀損のリスクから守り、
透明性が⾼く、安⼼安全な広告メニューを提供しています。

デジタル広告市場の健全化に取り組む⼀般社団法⼈デジタル
広告品質認証機構（JICDAQ）の認証基準に基づき、
「無効トラフィック対策」および「ブランドセーフティ」の
2分野で、「品質認証事業者」としての認証を取得

Integral Ad Science社（IAS)のソリューションを導⼊し、以
下の対策を実施しています。

・ブランドセーフティコンテンツ⾯への広告配信
・GIVT（※1）およびSIVT（※2）の排除

提供する純広告配信枠すべてにおいて、アドフラウド（不正イ
ンプレッション）や、広告主のブランドメッセージにそぐわな
いコンテンツが含まれるページへの広告配信を除外。
透明性が⾼く安⼼、安全な広告メニューです。
※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 Invalid Traffic︓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



⼊稿規定

メニュー バナージャック（PC+SP）

想定imps 4,160,000（※PC+SP）

掲載料⾦ ￥3,740,000（グロス料⾦・税別）

掲載期間 1週間 (⽉曜⽇11:00 – ⽉曜⽇10:59)

枠数 1枠

掲載⾯

ーPC
①ページトップ
②レクタングル（×2）
③ハーフページ
④ボトム

ーSP
①レクタングル
②レクタングル
③ハーフページ

原稿差替 不可

サイズ

ーPC
970×250（①）
300×250（②④）
300×600（③）
970×250（⑤）

ーSP
300×250（①・②）
300×600（③）

容量 PC︓gif,jpeg,png:200KB以内 SP︓gif,jpeg,png: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 10営業⽇前 17:00
※ 想定impは、保証をするものではございません。予めご了承いただけますようお願いします。
※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。
※ スポンサードロゴはスポンサーサイトへの誘導枠としては機能しません。
※推奨ブラウザ︓Chrome(最新版)、FireFox(最新版)、Edge 最新版*, Safari 最新版

上記は推奨ブラウザですが、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。

※ 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）
※ バナージャックは営業⽇公開となります。（祝⽇掲載開始は対応不可）

PV︓トップページ / 記事ページ

①

③

④

⑤

②

③

①

②

バナージャック｜概要

PC、モバイルの全ページのバナーをジャック。ROOMIE 読者に最⼤化したブランド接触体験をもたらします。

バナージャック（PC＋SP）



バナー広告
ROOMIE読者に対してリーチを重視した訴求が可能。

①BILLBOARD

掲載料⾦ ￥1.8 / imp(Gross)
※最低実施⾦額︓300,000円〜

掲載期間 1週間-1カ⽉

枠数 ローテーション表⽰

掲載⾯ TOP、記事ページほか

原稿差替 不可

サイズ
(W×H pixel) PC:970 × 250／SP:300 × 250

容量 gif(jpeg):200KB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

②RECTANGLE

掲載料⾦ ￥1.5 / imp(Gross)
※最低実施⾦額︓300,000円〜

掲載期間 1週間-1カ⽉

枠数 ローテーション表⽰

掲載⾯ TOP、記事ページほか

原稿差替 不可

サイズ
(W×H pixel) 300 × 250

容量 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

※ 左記はイメージです。
※ 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） ③PC︓HALF PAGE

SP:2ND RECTANGLE

掲載料⾦ ￥1.2 / imp (Gross)
※最低実施⾦額︓300,000円〜

掲載期間 1週間-1カ⽉

枠数 ローテーション表⽰

掲載⾯ TOP、記事ページほか

原稿差替 不可

サイズ
(W×H pixel) PC:300 × 600／ SP:300 × 250

容量 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

■PC TOP／記事ページ ■SP TOP／記事ページ

①

②

③

②

③

①

バナー広告



ビュー保証型バナー広告
ビュー保証メニュー。掲載枠や⾯の指定はできませんが表⽰を確約するプラン

バナー広告（ビュー保証型）

VIEW保証RECTANGLE

掲載料⾦ ￥2.0 / imp(Gross)
※最低実施⾦額︓300,000円〜

掲載期間 1週間-1カ⽉

枠数 ローテーション表⽰

掲載⾯ TOP、記事ページほか

原稿差替 不可

サイズ
(W×H pixel) PC／SP: 300 x 250

容量 GIF,PNG,JPG︓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

※ 掲載枠は左記イメージ内、PCおよびSP⾯にていずれかの枠
にランダムに表⽰されます。指定はできません。
※ 左記はイメージです。
※ 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）

■PC TOP／記事ページ ■SP TOP／記事ページ



インリードビデオアド
記事ページに表⽰される再⽣保証型の動画広告。動画でのブランド訴求が可能。

インリードビデオアド｜概要

スペック

想定期間 掲載料⾦

インリードビデオアド 1週間-1カ⽉
※掲載開始は指定の平⽇11:00~

¥3.6/再⽣(Gross) 
※最低実施⾦額300,000円~

⼊稿規定
枠数 ローテーション表⽰

掲載⾯ 記事下 or 記事中

原稿本数 1 本

原稿差替 不可

デバイス PC / SP

⼊稿素材サイズ(W×H pixel) 640×360 / 1280×720 / 1920×1080

動画の⻑さ 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
※  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。
※  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）



● 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 Edge最新 / 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



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・違法⾏為助⻑
・商標権・著作権侵害
・差別および誹謗中傷助⻑
・猥褻・違法な性表現
・虐待・暴⼒・死
・詐欺
・その他違法・不当⾏為の助⻑

＜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



記事全⽂の⼆次利⽤について

料⾦
¥ 375,000（1年間の適⽤）〜
※2年⽬以降の継続利⽤︓¥150,000追加〜

適⽤期間 記事公開⽇より1年間

利⽤対象
・記事全⽂（画像含む）
・スポンサードビデオポストで制作した動画
※アサインにより利⽤不可の場合あり

利⽤先対象 ・オウンドメディアへの格納 等

その他 原則、利⽤先での引⽤元のクレジット表記が記載
必要

記事⼀部の⼆次利⽤について

料⾦
¥ 150,000（1年間の適⽤）〜
※2年⽬以降の継続利⽤︓¥150,000追加〜

適⽤期間 記事公開⽇より1年以内

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
記載必要

ロゴの⼆次利⽤について

料⾦
¥ 150,000（1年間の適⽤）〜
※2年⽬以降の継続利⽤︓¥150,000追加〜

適⽤期間 使⽤開始⽇より1年以内

利⽤先対象 ※利⽤先は要相談

その他

・使⽤する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

注意事項

共通出稿レギュレーション｜⼆次利⽤規定

＜スポンサードポストコンテンツの⼆次利⽤について＞
※ 利⽤内容に⾦額の変動があるため、都度お問合せください
※ 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、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
※ 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
※ 記事内でモデル、著名⼈等のキャスティングが発⽣した場合は、掲載可否及び掲載期間、追加⼆次利⽤費の許諾確認が必要となります

<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



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 Sizemick

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。

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Sizmik 
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。

共通出稿レギュレーション｜タグ設置規定



＜宛先＞
ad-roomie@mediagene.co.jp

＜件名＞
【掲載可否】ROOMIE 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 ︓ROOMIE
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

＜宛先＞
ad-roomie@mediagene.co.jp

＜件名＞
【仮押さえ】ROOMIE メニュー名 クライアント名 掲載期間
【申込】ROOMIE 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 ︓ROOMIE
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_reg
ulation.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。

仮押さえ・申込フォーマット

＜宛先＞
ad-roomie@mediagene.co.jp
ad-ms@mediagene.co.jp

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

⼊稿フォーマット

媒体運営・広告販売
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

お問い合わせフォーマット

掲載可否・仮押え・申込・⼊稿フォーム

mailto:ad-roomie@mediagene.co.jp
mailto:ad-roomie@mediagene.co.jp
mailto:ad-roomie@mediagene.co.jp
mailto:ad-ms@mediagene.co.jp

