


世の中がわかるジブンもいい。

もともと世の中にはそんなに興味がない自分だけど、
ふいにSNSに流れてきた記事を見たら、
思いがけず視野が広がる発見があった。

少しずつ世の中を知ることで、
いつの間にかちょっと自分に期待できたり、

行動してみようと思えたり。
そんな自分もいいなと思う。
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メディア概要

新R25は、世の中がわかる トレンド解説メディアです。
今のジブンや将来に対して漠然とした不安を抱えている
「R25世代（25歳～30代前半の若手ビジネスパーソン）」にとって、
有意義な発見や学びのある珠玉のコンテンツをお届けします。

■新R25とは？

1） R25世代が“知ってよかった”と思えるテーマ設定
2） 思わず人に教えたくなる発見や学びがある
3） スキマ時間で気軽に読める情報量

→ これらが揃ったコンテンツを発信していきます。

■新R25のコンテンツの特徴
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本創刊について

新R25は2018年1月本創刊いたしました。

新R25 プレ創刊

2017年9月

新R25 アプリリリース

2017年10月

本創刊

2018年1月22日

スマートフォンブラウザおよび
PC向けにβ版をリリース

✓新デザイン

✓豊富なコンテンツ

✓連載スタート

CyberAgent, Inc. 42018年4月2日～2018年6月29日掲載分まで有効



旧R25の強み Spotlightの強み

旧R25の弱み Spotlightの弱み

✓ 編集のプロとしての洗練された文章

✓ 発信する情報やブランドの信頼性

✓ 明確なターゲットとコンセプト

✓ 広いリーチと拡散を意識したネタ選定

✓ ビジュアルリッチな記事表現

✓ SNS流通に最適化した魅力的なタイトリング

✓ Facebookページ（90万ファン）、アプリ（100万DL）
などの独自の流通チャネル

✓ テキスト偏重でレガシーなビジュアル表現

✓ ソーシャル拡散と相性が悪い雑誌的なネタ

✓ ニュースポータル・キュレーションアプリへのぶら下がり構造
（独自の流通チャネルがない）

✓ メディアとしての歴史・知名度

✓ 不明瞭なターゲット（全ユーザー向け）

新R25の強み

両メディアの弱みを解消

新R25の強み

SpotlightとR25それぞれで持っていた弱みをカバーしつつ、

強みをかけ合わせて「新R25」として生まれ変わりました。
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R25世代のリアルな実像と新R25のターゲット

1. 将来に対して期待感がないから、ほどほどで満足する

「不況生まれ、デフレ育ち」の世代。将来に対して期待感がないので、高望みをせず、ほどほどで満足する。リスクヘッジ重視
で、身の丈志向。ネガティブというよりも“悟っている”。

2. 不満はないけど、不安はある

特に不満はないけど、将来に対する不安はある。未来はつねに灰色。

3. 慣習に囚われず、合理的に考えて行動する

デジタルネイティブ世代としてインターネットを通じて多くの情報に触れており、旧来の慣習にとらわれずに、合理的に考えて
行動する。消費傾向は“コスパ”重視。

4. 空気を読みながら、“ゆるく広く”つながる

不安な世界を生き抜くために、仲間は大切。SNSを活用し、多くの人と“ゆるく広く”つながっている。ただし、インターネットを
通じて他人の目にさらされる機会が増えたことで、まわりの目が気になるように。空気を読みながらコミュニケーションをする。

新R25 メインターゲット R25世代（25歳〜30代前半の若手ビジネスパーソン）

将来に漠然とした不安を抱きつつも、自分なりの考えを持って行動する、

そんなR25世代をターゲットにしています。
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編集方針

✓新R25は、R25世代が「読んでよかった」と思えるコンテンツを提供する

✓新R25は、読者の印象に残る強い発見や深い学びを提供する

✓新R25は、ビジュアルリッチなコンテンツを提供する

✓新R25は、ポップで遊び心があるが、安っぽくはない

✓新R25は、上から目線にならず、読者に寄り添って伝える

✓新R25は、基本的にポジティブ。批判から入らない

✓新R25は、右でも左でもなく、フラットな視点で物事を伝える

R25世代にとって、価値あるコンテンツを作るため、

以下の編集方針のもとコンテンツを制作しています。
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提供カテゴリ

■一歩抜け出す【仕事・ビジネス】
ヒットのウラ側にスポットを当てたり、モチベーションを刺激する著名人のインタビューなどをお届けしま
す。

■ここからはじめる【経済・マネー】
いまの社会人が将来のために知っておきたいお金にまつわる知識をわかりやすく解説します。

■そういうことか【社会・政治】
注目の政治トピックスや社会問題を読み解くポイントや、読者の素朴なギモンをわかりやすく解説し
ます。

■ちょっとフカボる【芸能・エンタメ】
話題の芸能・エンタメ情報を深掘りして、一歩踏み込んだリアルな魅力を伝えます。

■知ってトクする【ライフスタイル】
生活を便利にするIT・ガジェットの解説や、プライベートを充実させるライフハックを紹介します。

R25世代が興味を持つ、以下のカテゴリで記事を制作しています。
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イラストなどを活用して、本来であれば読者が遠ざけやすい
硬派なテーマの記事も身近に感じさせるように工夫しています。

記事の特徴①

マネー 経済 国際情勢 ビジネス政治
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読者に印象づけられる強い発見や学びにつながる情報を見出しとして挿入。
それ（見出し）を見るだけで手軽に記事のポイントをおさえることができます。

記事の特徴②

全体の
仕組み理解

発見ポイント① 発見ポイント② 発見ポイント③

例：給料からおカネ引かれすぎ…が納得に！日本の「社会保険」のスゴさを解説
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上から目線ではなく読者と同じ目線に立つ文体で、読者目線の素朴な疑問や
感想・驚きなどを表現。ターゲットがより記事内容を自分ゴト化できるようにしています。

記事の特徴③
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オリエンシートをもとに、編集部が広告主様の商材・サービスに
関する広告記事を作成・掲載致します。

広告メニュー エディトリアルアド

エディトリアルアド

掲載メディア 新R25

価格 200万円

想定記事PV数 40,000PV

制作物 編集部作成記事１本

お申し込み期間 掲載希望日の16営業日前まで

オリエンシート・画像素材入稿期限 掲載希望日の16営業日前まで

レポート項目
① 合計記事PV数 ② 合計クリック数/CTR
③ Facebookリアクション数（いいね数とシェア数の合算値）

※作成した記事内には広告である旨を明記致します。

※掲載後のレポートは、掲載4週間経過後の①合計記事PV数②合計クリック数・CTR

③Facebookいいね数をご報告致します。

※レポート提出は掲載後4週間経過後、約3営業日頂きます。

※掲載枠の保証・報告は致しかねます。

└新R25内掲載枠、Ameba内掲載枠などに掲載される予定です。

※掲載後、4週間経過時点で想定記事PV数を下回った場合には、想定記事PV数に達するまで

引き続き媒体任意の誘導枠に無償で掲載させて頂きます。

※事前掲載可否が必須となりますので予めご了承ください。

※掲載日は営業日のみで、土日祝日の掲載は致しかねます。

※作成した記事の、Facebookアカウントでの投稿は保証致しかねます
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広告メニュー 連載タイアップ

SPアプリ

新R25 連載タイアップ

価格 600万円（1本あたり200万円）

想定記事PV数（4週間での数値） 40,000PV（1記事あたり） ×3本分

制作物 ①編集部作成記事3本 ②連載ページ

お申し込み期間 掲載希望日の20営業日前まで

オリエンシート・画像素材入稿期限 掲載希望日の20営業日前まで

レポート項目
（各記事ごとにご提出いたします）

① 各記事合計PV数 ② 合計クリック数/CTR
③ Facebookリアクション数
（いいね数とシェア数の合算値）

SPブラウザ

PCブラウザ

連載TOP広告記事

貴社の商材に関連する連載を実施することが可能です。

※掲載の順番は新着順となるため、上部固定ではございません。
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既存連載一覧

1月22日の本創刊時点で、以下の連載を開始しております。

マネ凸 〜マネー賢者に聞く“個人の金”の話〜
新しいトレンドの台頭で変化するお金のあり方。ただ、経済全体の大きな話だけを聞いていてもピン
と来ないのが正直なところ…。そんなR25世代のために、編集長の渡辺がマネーの賢者たちに「個人の
お金」について突撃取材。賢者自身のお金事情を根掘り葉掘り聞き出しつつ、しっかりボクらへのア
ドバイスもいただきます！

フツメンのための “ホントに使える”恋愛マニュアル
ネットなどを通じて“出会うこと”自体は気軽になったけど、肝心なのは
そこから。女子とのコミュニケーションは、フツウの男子にはハード
ルが高い…。そんなR25男子のための「本当に使える恋愛テクニッ
ク」を、経験豊富な“恋愛のプロ”に解説していただきます！

コスパの流儀
何にでもコスパが求められる時代になったけど、「安くていいモノ」
をつくるのはカンタンじゃない。人気のサービスや商品を提供する企
業のこだわりや、知られざる努力に迫る！

マッチングアプリ新人研修
最近の恋愛にはマストなアイテムになっている「マッチングアプリ」
だけど、まだ使いこなせていないR25男子も多いのでは？ そんなボク
らのために、毎回素敵なセンセイをお迎えして「新人研修」を開催し
ていただきます！

自分メディアの作り方
ネット上での発信をもとに、自らの可能性を広げる人たちがいる。彼らの発信
スタイルは、ボクらビジネスマンにも参考になるはず。自分なりの"メディア"
を作っていこう。
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広告メニュー（Facebook）

新R25のFacebookアカウントを活用して、編集記事へのリーチを増やすことが可能です。

▪期間は目安となります。

▪製作した記事、1記事ごとに上記のプランを適用可能です。

▪配信するクリエイティブは媒体制作となります。

▪上記のプランをご活用頂いた場合、クリエイティブ内にFacebook指定の広告表記が挿入されます。

▪配信するアカウントは新R25になります。

▪記事掲載日から2営業日程度で誘導を開始致します。（Facebookの可否審査があるため）

▪Facebookの仕様が変更になった場合、やむを得ずスペック等が変更になる場合がございますので、

予めご了承ください。

▪配信終了日に計上となります。

▪その他の詳細規定に関しては、Facebook社の広告規定に準じます。

Facebook誘導

最低発注金額 100万円〜

誘導数 お問い合わせください

換算CPC お問い合わせください

誘導期間 ４週間〜

レポート項目
①誘導数 ②いいね数 ③シェア数 ④コメント数

※期間の合計値をご報告いたします。

１ 「コンテンツ」として発信 ２ ターゲットへのリーチ

３ Facebook上でのさらなる拡散

※広告表記が必ず入ります。
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Brand Lift Report 追加オプション

・お申し込みから最短7営業日でレポートのご提出が可能です。（通常は10営業日頂いております。）

・設問数・内容は予め決まっており、カスタマイズする際は別途費用が発生いたします。

・設問数10個以上をご希望の際はご相談ください。

・ユーザーの絞込をご希望の場合はご相談ください。

・調査結果提出をもって納品完了となります。

※広告記事ページに接触したユーザーに対しての事後調査ではなく、

マクロミルモニタに対しての記事強制接触後の調査となります。

マクロミルモニタに
調査対象の広告記事を提示

事後アンケートマクロミルモニタから
ランダムにサンプルを抽出

事前アンケート 調査結果納品

▼ご実施メリット

通常では計測できない、ブランドへの好感度や
商材の理解度を可視化できます。

ご実施頂く施策とセットで調査いただくことで、
都度の施策の見直しも可能となり、
より価値の高い商材情報を閲覧者へ提供が期待できます。

記事掲載後でも実施可能です。
※強制接触による調査のため

Brand Lift Report

追加費用 100,000円

合計サンプル数 ｎ=100

設問数 10問

調査対象サンプル 絞込無し／全国

1

2

3

マクロミルの保有するアンケート専用モニター（マクロミルモニタ）を活用し、態度変容調査を実施することが可能です。

通常取得できる定量的なデータとは別に、ユーザーの理解度や好感度の向上度を可視化できます。
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制作フロー

▪オリエンシートにご記載頂く内容については、あくまでも”ご要望”となります。よって、こちらの内容が
記事内に反映されることを致しかねます。予めご了承ください。

▪オリエンシートご入稿後のご要望事項の追加及び変更に関しては、お受けできませんことを予めご了承ください。

▪記事の執筆にあたっての競合企業排他は行いませんことを予めご了承ください。

▪その他ご留意事項は次ページをご確認ください。

▪上記のスケジュールはあくまでイメージです。
確定スケジュールはオリエンシートご入稿後にご提出致します。

▪編集権はメディアに帰属致します。

▪オリエンから記事掲載までは最低16営業日頂いております。
医薬品や医薬部外品、薬機法に関わる商材の場合は16営業日以上必要となります。

▪修正は1回まで、素案決定後の構成の変更・修正は致しかねますので、予めご了承ください。

4週間後最低16営業日

広告主様
素案
お戻し

オリエンシー
ト・

素材一式
完全入稿

151 2 3 4 5 6 7 8 109 11 12 13 14

新R25
素材
受領

掲載
準備
・

掲載
開始

素案
ご提出

初稿
ご提出

営業日

◆最短スケジュールイメージ

初稿
お戻し

念校
ご提出

念校
ご確認

初稿
作成
開始

約4週間
経過以降

レポート
ご提出

16
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ご留意事項

＜記事制作・掲載におけるご留意事項＞

▪編集権はメディアに帰属致します。

▪記事内には広告である旨を明記致します。

▪オリエンから記事掲載までは最低16営業日頂いております。医薬品や医薬部外品、薬機法に関わる商材の場合は16営業日以上必要となります。

▪修正は1回まで、素案決定後の構成の変更・修正は致しかねますので、予めご了承ください。

▪レポートは、掲載から4週間経過後の ①合計記事PV数 ②合計クリック数・CTR  ③Facebookリアクション数をご報告いたします。

▪レポート提出は掲載後4週間経過後、約3営業日頂きます。

▪記事内設置をご指定可能なURLは最大2種類となりますので予めご了承ください。

▪オリエンシートにご記載頂く内容については、あくまでも”ご要望”となります。よって、こちらの内容が記事内に反映されることをお約束するものではございませんことを予めご了承ください。

▪オリエンシートご入稿後のご要望事項の追加及び変更に関してはお受けできませんことを予めご了承ください。

▪記事の執筆にあたっての競合企業排他は行いません。

▪作成した記事は、サービスが存続する限り半永久的に掲載されます。掲載後の修正は致しかねます。

▪メディアの方針により、デザイン等の変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。

▪掲載枠のクリエイティブはメディアに帰属致します。掲載枠の保証・報告は致しかねます。

▪掲載後4週間経過時点で想定記事PV数を下回った場合には、想定記事PV数に達するまで引き続き媒体任意の誘導枠に無償で掲載致します。

▪事前掲載可否が必須となりますので、予めご了承ください。

▪記事の2次利用は原則不可となります。

▪掲載後のリンクの差し替えは不可 。リンクの削除は、掲載前までにその旨ご連絡いただいた場合、該当リンクを削除いたします。

▪掲載日は営業日のみで、土日祝日の掲載は致しかねます。

▪掲載をもって納品完了となります。

▪障害等により、一時的にサイトへアクセスできない状態が発生した場合は、該当期間で損失したと想定されるPV分、媒体任意の誘導を強化致します。

▪広告記事のFacebook投稿は保証致しかねますが、投稿される場合にはテキスト内に［PR］という文言を明記致します。

▪記事内でのクリック数をカウントする場合、画像出典URLが「http://lo.ameba.jp/XXXX」と表示されます。予めご了承ください。

▪業種規制については以下記載のとおりとなっております。

［要調整］健康食品、ダイエット関連商品、医薬品／医薬部外品、下着、消費者金融、出会い系サービス、結婚紹介サービスなど

［不可］毛髪／体臭関連商品、病院、パチンコ、宗教、ノウハウ系情報商材など

＊上記に加え、別紙「Ameba全メニュー共通注意事項」のご確認をお願い致します。

＜連載タイアップ制作・掲載におけるご留意事項＞

・連載実施にあたって、媒体の掲載可否を事前に確認していただく必要がございます。通常の可否とは基準が異なりますので、都度ご相談くださいませ。

・掲載記事3本は、基本的に1記事目掲載から1ヶ月～最長2ヶ月の間ですべて掲載いたします。

・実施期間終了後、連載はアーカイブされます。

・連載TOPページに広告である旨を記載いたします。

・連載の表紙クリエイティブは媒体制作となります。

・掲載した月ごとに計上となります。
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掲載可否基準

Amebaの掲載可否に加え、新R25には掲載可否基準がございます。予めご了承ください。

① 前提

② 基本掲載可否

③ 媒体別掲載可否基準

掲載される媒体において、独自のカラーに合わせた編集を行い、ユーザーに広告主様情報を最適化して届けるため、下記制限がございます。

▪オリエンシートで訴求内容の詳細情報を記載頂きますが、媒体で切り口や利用画像の選定を実施するため、その指定は致しかねます。

▪NG表現等考慮致しますが、初稿ご提出後は、誤字脱字、事実と異なる記載がある場合や画像の差し替え以外の修正はお受け致しかねますので予めご了承ください。

▪広告主様は問題なくとも、訴求内容によってお受けできない可能性があることを予めご了承ください。

▪記事の紹介箇所については、購入頂く広告枠を除き、全て媒体一任となります。予めご了承ください。

▪掲載された記事についてはメディアが存在する限りアーカイブとして残ります。削除できかねることを予めご了承ください。

新R25にはAmebaの掲載可否とは別に、それぞれ独自の掲載可否基準を設けておりますので、都度ご相談願います。

純広における規定に準じた上で下記特別可否を設けさせて頂きます。

▪純広と異なる点。

業種に関して、記事執筆の切り口になるような特徴を見出せないケース。

特に健康食品・通販コスメ・エステ等ついては、媒体として適切な切り口が見出せないと判断した場合、お受けできない可能性もございます。

▪掲載メディアの属性をターゲットとしない広告主様、訴求内容の場合。

▪記事内で使用する画像は、いわゆるバナークリエイティブは不可。

編集記事に利用される画像は、メディアの世界観と合ったもので入稿をお願い致します。

＊どれを使用するかは媒体選定となります。

＊また、場合によって、入稿頂いたもの以外の画像を利用する可能性もございます。

▪訴求内容に特徴がない。もしくは、媒体カラーに合わないと判断した場合、掲載NGになることがございます。

▪同訴求内容で複数記事執筆を行う際、執筆可能な本数が状況により変動致します。ケースによってはお受けできない可能性もございます。

▪事前掲載可否確認の際、全ての素材が揃っていない場合、商材ベースでの可否判断となり、素材確定後に正式に判断致します。
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