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新R25メディア紹介

CHAPTER 1
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新R25とは？

新R25は、現在や将来の自分に対してモヤモヤを
感じている20〜30代のビジネスパーソンが
これからの時代を生き抜くためのバイブルです。
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メディアポジショニング

20代

ビ
ジ
ネ
ス

エ
ン
タ
メ

40代

SNSを中心に情報収集する
「成長意欲の高い若手ビジネスパーソン」に

リーチできる数少ないメディアです。

メディアT

メディアN
メディアL メディアS

メディアN

メディアR

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効
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メディアの強み

コンテンツを再現性高く話題化・拡散させる

企画力・編集力は業界随一
①1記事100万PV以上の大ヒット記事を連発 ※外部PF上での閲覧含む

②Yahoo!アクセスランキング1位、Twitterのトレンド入りなどの実績多数

Yahoo!全体ランキング1位

Twitterトレンド1位

Yahoo!全体ランキング1位

Twitterトレンド入り

Yahoo!全体ランキング1位

Twitterトレンド入り

Yahoo!全体ランキング1位 Yahoo!全体ランキング1位 Yahoo!ライフランキング1位

Yahoo!全体ランキング2位 Yahoo!全体ランキング1位

Yahoo!全体ランキング1位

Twitterトレンド入り

Yahoo!全体ランキング1位Yahoo!全体ランキング1位

Yahoo!コメントランキング1位

Twitterトレンド1位

Twitterトレンド1位

Twitterトレンド4位
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新R25読者の特徴①

自分磨きを重視し、人付き合いは狭く浅くを好む。
買い物はネット、SNSでの情報チェックが活発。

●基本属性
同じ年代の全体平均と比較して、都市部の居住者が多く、既婚率は22％と低い。職業は会社員の構成比の高
さが目立つ。都心のためか通勤に電車を利用する割合が高い。一方でクルマの所有率は全体より低い。

●価値観
自分磨きと趣味が最も大切。そのため、仕事とプライベートならプライベートを大事にする。 自分の世界を
優先する傾向があるため、交流を広げることには消極的。友人には流されにくい性格。

●消費意識
モノを買うときは熟慮するため、買ったものに対する愛着が強い。そのため一度気に入ると、長くその商品
を買い続ける傾向がある。購入検討時はネットでの情報収集を欠かさず、SNSの評判も重視。

●メディア
テレビ視聴時間が全体と比べ少ないが深夜時間帯の視聴は全体より多い。SNSの利用時間が多い。SNSの中
では、特にTwitterの利用が多い傾向。新聞購読率は全体と比べ低いが、雑誌購読率は全体よりやや高い。

※外部調査会社調べ。新R25読者の中で、20～35歳のみを同年齢の全体平均と比較して特徴を抽出。 6



新R25読者の特徴②

会社員の割合が最も高い一方で、大学生も閲覧。
職種別では、技術職の比率が高い傾向。

職種職業

※外部調査会社調べ。新R25読者の中で、20～35歳のみを同年齢の全体平均と比較して特徴を抽出。
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新R25エディトリアルアドの特徴

CHAPTER 2
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新R25エディトリアルアドの価値

新R25エディトリアルアドの価値は、
「新R25らしさ」と「商材理解」を両立させたコンテンツで
商材の好感度上げられる・ファンを増やせることです。

×新R25らしさの
あるコンテンツ

商材理解

好感度UP・ファン化

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 9



好感度を上げるための編集方針

徹底した読者視点
編集部が読者目線の質問を投げかけることで“企業起点のアピール”を脱却し、

読者が共感できる入り口をつくります。

リアリティの追求
取材対象の本音を引き出し、予定調和でないやりとりを展開することで

真の意味で信頼される（嘘のない）情報発信を実現します。

人を立てた企画
影響力の源泉である“人”が顔を出して情報発信することで、

信頼感や温度感のある訴求を実現します。

商材ど真ん中の魅力を訴求
新R25らしい切り口でありながら、

しっかりと商材の魅力を訴求できる企画を立案します。

商材の好感度を上げるために、4つの編集方針を大切にしています。

①

②

③

④

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 10



好感度を上げるフォーマット／プラン

好感度を上げるコンテンツフォーマットや商品プランも用意しています。

新商品ポリス

編集部がPR担当者さまに読者目線の素朴な
疑問をぶつけ、ポジティブな反論を引き出
す連載です。

インフルエンサーのお悩み相談室

インフルエンサーや専門家が商材やサービス
の広め方をPR担当者と一緒に考える連載。

マーケティング視点で読者に有意義な学びを
提供しつつ、相談する過程でと商品の魅力を
存分に訴求していただける企画フレームです。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

※企画はイメージです
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新R25の影響力事例

CHAPTER 2
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新R25の影響力事例(広告) ①ソフトバンクC&S様

スペシャルキャスティングプラン（堀江貴文氏）

「動く人のためのイヤホン」がコンセプトのイヤホンを“多動”な
堀江さんにレビューしてもらうという企画。新R25にいつも登場
する率直な堀江さんの評価は圧倒的な信頼を獲得し、商品の購
入意欲が高まった読者が続出しました。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 13



新R25の影響力事例(広告) ②SMBC日興証券様

スペシャルキャスティングプラン（倉持由香氏）

リニューアルした投資情報サービスのタイアップ記事に「お金
にこだわるグラビアアイドル」倉持由香さんを起用。お金に対
する大切な考え方を啓蒙しつつ、倉持さんからサービスのコン
セプトや内容に対する共感を引き出すことに成功しました。
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新R25の影響力事例(広告) ③キリンビール様

企業担当者インタビュー（連載：コスパの流儀）

「うまさを追求」とアピールしていた本麒麟に対し、「実際
にどんな試行錯誤をしたのか？」を読者目線でポップに掘り
下げた企画。商品のハード面ではなくソフト面を訴求するこ
とで、同商品の好感度を上げることに成功しました。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効
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新R25の影響力事例 ④記事広告でのブランドリフト

認知

好意

購買意向

購買検討

58%UP

55%UP

49%UP

45%UP

マーケティングファネルの全ステップにおいて大きくブランドリフト
※自動車メーカー様の事例。記事広告への接触/非接触者での比較。

Q 以下のクルマについて、どの程度知っていますか。

Q 以下のクルマについて、全体的にどのような印象をお持ちですか。

Q クルマの購入を検討するとしたら、以下のクルマを検討対象に入れても良いと思いますか。

Q 以下のクルマに関して、購入したいと思いますか。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 16



新R25の影響力事例⑤ 個人/経営者の知名度・好感度UP

槙野光昭さん

反響実績（一部）

28歳のときに自ら創業した『カカクコム』を売却し、ビジネスの世界から引退していた
槙野光昭さんの復帰インタビュー。

“20代でアガった男”の人生と本音を追体験できる骨太なインタビュー記事で、1記事
300万PV以上の大反響。新たに立ち上げた美容室への求人応募や店舗への来客が大幅
増加しました。

・Yahoo!ニュース総合1位（300万PV越え）
・Twitterトレンド入り
・広報求人応募30件超
・店舗への来客大幅増
・Twitterアカウント開設、5,000フォロワー増

『価格.com』創業者

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 17



新R25の影響力事例⑥ 書籍の売上UP

北野唯我さん

書籍の内容を読者視点で掘り下げたインタビュー記事がSNSで反響を呼び、紹介し
た書籍がAmazonのベストセラーランキング3位にランクイン。経済メディアでも新
R25の記事をキッカケに売上が伸びたことが取り上げられました。

『天才を殺す凡人』著者

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 18



広告代理店時代の経験やコミュ
ニケーションプランナーとして
の考え方をさまざまな角度から
取材。

特に「人脈論」をテーマにした
記事はSNSで反響が大きく、
TBSの番組でも内容が取り上げ
られました。

三浦崇宏さん

GO代表取締
PR/CreativeDirector

るってぃさん

プロ無職

“プロ無職“を名乗り、遊びを仕
事にするライフスタイルを体現
しているるってぃさんの人生と
価値観を計3回に渡り取材。

Twitterのフォロワー大幅増、
本人への出版オファーなどの反
響がありました。

工藤まおりさん

TENGA社の広報、工藤まおりさ
んは新R25の記事をきっかけに
Twitterのフォロワーが大きく増
加。

本人の質問箱にも質問が殺到す
る状態が続きました。

TENGA広報

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

新R25の影響力事例⑦ その他事例
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広告メニュー

CHAPTER  4
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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
関するタイアップ記事を作成・掲載いたします。

広告メニュー① 記事広告タイアップ

記事広告タイアップ

価格 200万円

想定記事PV数 20,000PV

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(メディア回誘惑記事下）Ameba内掲載枠（Amebaアプリ）

などに掲載される予定です。※詳細は後述

※ボタンのデザインは効果改善のために、随時変更になる可能性があります

※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。

※Facebookの数値は、Facebook社の仕様変更等によりやむを得ず計測できなくなる可能性が
ございます。

※掲載時はメインタイトルを使用致しますが、CTRを加味して媒体判断でタイトルを変更させて
いただきます。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効
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連載企画

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

R25世代に関心の高いジャンルやテーマで多数の連載を展開しております。
一部の連載は記事広告タイアップで活用することが可能です。

※連載企画の内容変更や終了に関しましては営業にお問い合わせくださいませ。

22



【連載紹介】新商品ポリス

連載概要

新商品や新サービスに対して編集部が読者目
線で疑問をぶつけたり、ツッコミを入れてい
くインタビュー企画。

「企業からのPR」という文脈ではなく、あ
くまでも読者目線に立った入り口から商品の
魅力や開発に至る企業努力を浮き彫りにして
いきます。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

記事（切り口）イメージ

※両記事ともに、最後は筆者の主張や筆者自身の魅力
がより伝わる方向に着地しております。

PR活用イメージ

飲料、食品、家電、自動車、アプリなど、どん
な商品・サービスのPRにもご活用いただけます。

23



【連載紹介】コスパの流儀

連載概要

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。

現代の若者たちに支持されるコスパにすぐれ
た商品やサービスを提供する企業のこだわり
や、知られざる努力に迫ります。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

記事例

PR活用イメージ

リーズナブルさやコストパフォーマンスをウリ
にしている商材であれば、飲料、食品、家電、
自動車、アプリなど、どんな商品・サービスの
PRにもご活用いただけます。

24



【連載紹介】シゴトに効く「カラダハック」

連載概要

日々働いていると、ついダラけてしまったり、
行き詰まったりしてしまうことも多い。そん
な悩みを手軽に解消できる方法はないのだろ
うか…？

医師や専門家に相談して、仕事に効果のある
"カラダハック"を教えてもらいます！

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

記事（切り口）イメージ

PR活用イメージ

医薬品、医薬部外品、化粧品などを想定。

前段で医師の説明パートが入り、（医師パートはPR
不可）後段で商品紹介になります。

25



新R25おなじみのビジネスインフルエンサーがタイアップ記事に主演。
本人のSNS投稿で各々のファンにもリーチすることが可能です。

広告メニュー② スペシャルキャスティングプラン

スペシャルキャスティングプラン

価格
230万円〜300万円
※インフルエンサーSNS投稿費用込み

想定記事PV数 20,000PV

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
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(メディア回誘惑記事下）Ameba内掲載枠（Amebaアプリ）

などに掲載される予定です。※詳細は後述

※稼働が発生する場合、別途お見積りが必要になりますので、お問い合わせく
ださいませ。

※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。

※Facebookの数値は、Facebook社の仕様変更等によりやむを得ず計測できなくなる可能性が
ございます。

※掲載時はメインタイトルを使用致しますが、CTRを加味して媒体判断でタイトルを変更させて
いただきます。

※ボタンのデザインは効果改善のために、随時変更になる可能性があります。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効
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インフルエンサーイメージ

※インフルエンサーリストは営業にお問い合わせください。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 27



広告メニュー③ 新規連載タイアップ

SPアプリ

新R25 新連載タイアップ

価格
1000万円（1本あたり150万円/連載ページ100万円）

※アサイン費別途

想定記事PV数（4週間での数値） 20,000PV（1記事あたり） ×6本分

制作物 ①編集部作成記事6本 ②連載ページ

お申し込み期間 掲載希望日の40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40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新しい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。

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効 28



広告メニュー④ オリジナル特集タイアップ

新R25 特集タイアップ

価格
600万円（1本あたり170万円/特集バナー90万円）
※アサイン費別途

想定記事PV数（4週間での数値） 20,000PV（1記事あたり） ×3本分

特集掲載期間 PR記事1記事目掲載開始〜3記事目掲載後4週間

制作物 ①編集部作成記事3本 ②特集ページ

お申し込み期間 掲載希望日の40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40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）

特集枠を作成し、タイアップ記事を3記事掲載致します。
連日公開し、新R25内で盛り上げを作ることが可能になります。

※SPブラウザイメージ画像となります。
※掲載場所は変動する可能性がございます。 2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

▪通常のメニューとは掲載可否が異なります。詳しくは担当営業へご相談ください。

▪誘導枠はランダム表示となります。また、掲載位置・媒体のデザインは予告なく変更となる可能性がござ

います。

▪特集内の記事の選定,記事数,表示順位については、媒体任意となります。

▪誘導枠のクリエイティブは媒体制作となり修正はできかねます。

特集ページSPブラウザ 特集記事
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オプションメニュー
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二次利用と追加誘導について

2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

二次利用

原則無償になります。※第三者出演記事は要確認。
弊メディアへ連絡なしに二次利用は固くお断りさせていただきます。

想定範囲
・クライアントホームページ
・ブランドSNSアカウントによるポスト投稿
・店頭POP活用
※内容次第で金額をいただく可能性はございます。

追加誘導

新R25追加誘導プラン（Facebook/Twitter）を最低発注（100万円）頂いた場合のみ
代理店様、クライアント様にて追加誘導（GDN,YDN等）を実施可能になります。

スペシャルキャスティングプランに関しては、新R25の追加誘導のみになります。
※代理店様、クライアント様での追加誘導は実施できません。
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オプションメニュー：追加誘導プラン（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 16,666PV

換算CPC 60円〜

誘導期間 2週間〜

想定セグメント 男性・女性×20,30代

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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オプションメニュー：追加誘導プラン（Twitter）

新R25のTwitter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Twitter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。（Twitterの可否審査があるため）

▪Twitter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、Twitter社の広告規定に準じます。

Twitter誘導

最低発注金額 100万円

誘導数 16,666PV

換算CPC 60円〜

誘導期間 2週間〜

想定セグメント 男性・女性×20,30代

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 Twitter上でのさらなる拡散

※広告表記が必ず入ります。
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オプションメニュー：記事下ブランドリフト調査

・記事レポートと合わせてレポートさせていただきます。

・設問数10個以上をご希望の際はご相談ください。

・記事掲載をもって納品完了となります。

記事読了ユーザーに
アンケートを表示

事後アンケート新R25ユーザー 調査結果納品

記事下ブランドリフト調査

追加費用 500,000円

合計サンプル数 ｎ=50～100※N数は担保不可

設問数 10問

調査対象サンプル 記事読了ユーザー

実際に読了したユーザーに態度変容調査を実施することが可能です。

Before/Afterの比較ではなく、ユーザーが記事を通して、

どう感じたかを可視化します。
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オプションメニュー：ブランドリフト調査（調査会社）

・お申し込みから最短10営業日でレポートのご提出が可能です。

・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 500,000円

合計サンプル数 ｎ=100

設問数 10問

調査対象サンプル 性別、年齢/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／スケジュール

▪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。

▪掲載枠は新R25内掲載枠(メディア回遊枠記事下※1）Ameba内掲載枠（Amebaアプリ※2）などに掲載される予定です。

▪掲載時はメインタイトルを使用致しますが、CTRを加味して媒体判断でタイトルを変更させていただきます。

▪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。 2019年7月1日～2019年9月30日掲載分まで有効

※1 メディア回遊枠記事下
2記事目スクロール30％
到達時点で1PVカウント

1記事目
本文

メディア
回遊枠

PR記事
本文

※2 Amebaアプリ面
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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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