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sweet/SWEETWEB.JP メディアコンセプト
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読者は20代半ばから30代前半のアラサーで、約8割が未婚女性。「物欲があって、お洒落が大好き！」というお金も時

間も全て自由に使える最もパワーのある読者に支持されています。コロナ禍を経て、読者のライフスタイルや価値観も変化

し、sweet流のサステナブルや世界で発信力のある女の子たち、エンターテイメントなどを幅広く取り上げます。

物欲をかきかてる、オシャレで可愛いビジュアル作りや、女優やタレント、YouTuberなど旬な人たちを起用した企画で誌

面やSNS、動画などでも話題になる面白いことをどんどん仕掛けていきます。

読者のニーズを知り尽くした、編集部のマーケティング力と編集力を活かし「FASHION」「BEAUTY」「LIFESTYLE」

「WEDDING」「CULTURE」等をメインテーマに最旬トレンド情報を発信中。家時間、SDGs、海外おしゃれネタも

今後力を入れていきます。アラサー女子が心ときめいて気分が上がる情報満載です。

「雑誌の世界観でより多くの方へ広げたい」「信頼できるメディアからWEB記事を配信したい」といったご要望に

ぴったりのWEBメディアです。



30歳前後の女のコたちに向けて、sweet発信のコンテンツを
デジタル・SNSを含めた様々なタッチポイントで発信しています。

sweetのメディアパワー

17.4万
フォロワー

7.8万
フォロワー

1.7万
フォロワー

119,541

月間実売平均部数

部

SNSフォロワー数は2021/6 /8時点の数値です。
＊１ ABC公査2020年7 -12 月期

＊２日本ABC協会2021年1月～3月期WEB・SNS指標（外部配信PV含む））

月間PV：386,818

月間UU：101,1822

＊1

＊2

8.7万UU
月間平均



雑誌編集力を活用したブッキングとクオリティの高いタイアップコンテンツをデジタルでも
展開。動画、ライブ配信など、様々な形で女のコのココロを動かしています！

sweetのコンテンツパワー

動画 インスタライブ

ファッション、ビューティ、タイアップイベントの中継など
企画性あるインスタライブを配信しています。

タイアップ出演モデルによるSNS投稿

4.5万いいね！

タイアップに出演したsweetモデルが、出演情報を自身のSNSで
投稿、情報拡散しています。
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広告運用・コンテンツ配信

タイアップコンテンツを活用し、sweetアカウントからの
SNS広告運用や様々な媒体を使いブーストなどを行っています。

伊藤園様「TEAs’ TEA」 フィリップス様 パナソニック様 BCL様

タイアップ撮影オフショット、オリジナルムービー、美容How Toなど
ご希望に合わせたプランニングが可能です。

クラランス様 明治様
DIESEL様／佐藤晴美

4.9万いいね！

動画をYouTubeやSNSで配信

DIESEL様／ミチ

YDNで配信



sweetモデル/読者インフルエンサー組織

モデル
いま一番旬の女優・モデルたちへオファーできます！タイアップ起用モデルのSNS
投稿もご相談可能です。

インフ
ルエン
サー

sweet専属ライバー「sweet girls」として約24名を組織化、活動しています。
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佐藤栞

里

マギー 池田

美優

sweetの表紙を飾るカバーガールたち♡ 旬の女優・タレントが登場します！

おしゃれで面白い！芸

人

新木優子 中条あやみ 佐藤晴美

小嶋陽菜 齋藤飛鳥 今田美桜

川口春奈吉岡里帆 本田翼永野芽郁 浜辺美波

滝沢カレン

堀田茜

山本舞香

野崎萌香加藤玲奈（AKB)中村里砂 吉木千沙都 野崎智子 宮田聡子

新生sweetのIt girl♡ 美を体現する美容賢者

豪華sweetレギュラーモデル陣♡
HINA(FAKY) ミチ 山本ソニア 田中みな実Matt 加治ひとみ宇垣美里 ゆりやんレトリィバァ丸山礼

山本美月 宇野実彩子

桐谷美玲

伊原葵

武I井咲 emma 上國料萌衣

長谷川ミラ

石田ニコル

白石麻衣

池田エライザ



SWEETWEB.JP タイアッププラン

◆WEBタイアップメニュー（CMS） 1万ＰＶ想定

メニュー 内容 料金 備考 申込締切

① 素材支給記事 クライアント様から支給いただいた素材を使ってＷＥＢ記事を作成します。 Ｇ１５０万円
オリエンなし
（WEB会社制
作）

記事公開希望日よ
り１ヵ月前

② 物撮り記事 弊社で物撮りを行いＷＥＢ記事を作成します。 Ｇ２２５万円
オリエンあり
（外注制作）

記事公開希望日よ
り２ヵ月前

③ モデル起用記事
弊社でモデル撮影を行いＷＥＢ記事を作成します。
（モデルカット：ＭＡＸ３カット）

Ｇ３００万円
オリエンあり
（外注制作）

記事公開希望日よ
り２ヵ月前

WEBオリジナルの記事を制作し、SWEETWEB.JPに掲載するプランです。

※記事公開日は平日任意となります。
※PRマークが設置されます。
※文末にはクレジットが入ります。
※YDNなどの外部誘導を行う場合が

ございます。
※レポートは掲載終了後、タイアップページの

PV数をご報告します。

〈掲載イメージ〉
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本誌+SWEETWEB.JP タイアッププラン

本誌タイアップを制作し、SWEETWEB.JPへ転載するプランです。

メニュー 料金 備考 申込締切

本誌タイアップ＋SWEET WEB転載
（１万ＰＶ想定）

※YDNでの外部誘導を含む

本誌タイアップ料金
＋Ｇ１３０万円

オリエンあり（編集部監修）
起用モデルにより追加料金が発生する
場合があります。

記事公開希望日より２ヵ月前

※本誌タイアップ素材を二次使用し、Web記事を制作
します。
・タイアップ使用画像（５点まで）
・Web用にテキストを編集いたします。

※使用する画像、テキストは編集部にお任せください。
※掲載記事はSWEETWEBのトップニュースに掲出され
ることもあります。

※記事公開日は平日任意となります。
※PRマークが設置されます。
※文末にはクレジットが入ります。
※レポートは掲載終了後、タイアップページのPV数を
ご報告します。
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〈掲載イメージ〉



オプション① Gunosyブーストプラン

SWEETWEB.JPでタイアップした記事を2次使用し累計3,500万ＤＬを突破した大人気アプ
リ『Gunosy』で拡散できる特別企画です。

メニュー 料金 備考 申込締切

Gunosyにてブースト
（8000～10000クリック

想定）

タイアップ料金
＋Ｇ180万円～

・事前にGunosyに対して掲載可否の確認が必須です 。確認の 結果、広告掲載ができない 場
合があります。
・広告には「 PR 」「 社名または クライアント様名 」 が表記されます 。
・記事掲載期間は 原則１ヵ月間 となります。
・ 広告枠がすでに 埋まっている 場合、ご希望 に添えない 場合があります 。事前に 空き状
況 の確認をお願いします。
・その他規定は Gunosyのレギュレーションに準じます。
・別途二次 使用料が 発生する場合があります。

本誌または
Webタイアップ申込

と同時

WEBサイトに
誘導可能

御社の
WEBサイト

やECサイトへも
誘導可能
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事後レポートで
ご報告いたします。

合計8,000～10,000

クリック想定で広告運用

タイアップ記事



オプション② 動画制作

メニュー 内容 料金 備考 申込締切

① 撮影メイキング動画
タイアップ撮影風景やオフショットなどで
構成いたします。

タイアップ料金
＋Ｇ８０万～

基本事前コンテなし
フリー音源での制作となります

本誌または
Webタイアップ申込と

同時
②

事前コンテあり
イメージ動画
How to 動画

スチール撮影時に、動画オリジナルコンテンツも撮
影し、イメージ動画を制作いたします。

タイアップ料金
＋Ｇ１２０万～

事前コンテあり

sweet本誌タイアップ スチール撮影とあわせて、15秒と30秒の動画を撮影いたします。
動画内容は、撮影メイキング／世界観を表現するイメージ動画／メイクHOW TO／出演モデルのコメン
ト動画などご提案が可能です。動画は、御社公式WEB・SNSにてご利用いただけます。

撮影メイキング動画/deJavu様

〈備考〉
※動画用途は公式WEBサイト、公式SNSの想定です。展開期間は本誌発売から1ヶ月となります。

SNS運用広告や、店頭での活用をご希望の際は別途お見積もりさせていただきます。
※sweet通常モデルを起用する想定です。起用モデルによっては別途料金が発生する可能性がございます。
※ご希望の動画内容により、プロモデルを起用しない場合もございます。（例：ヘアアレンジのプロセス説明など）
※ご希望の内容により、別途費用が発生いたします。（造作、構成、仕様など）

その他 完全オリジナル動画もプランニング可能です。ご相談ください。

イメージ動画/伊藤園様 How to動画/パナソニック様
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オプション③ SNS投稿・インスタライブ

編集部SNS投稿、インスタライブなどの施策が可能です。

メニュー 内容 料金

編集部インスタグラムフィード
投稿１回

・タイアップで使用した素材を投稿します。
・インスタグラム内でのモデル/競合排除はしません。
・ハッシュタグの指定は３つまで可能です。
・#PR、＃クライアント名、＃媒体名は必ず入ります。

Ｇ５０万円

編集部インスタ
インスタライブ１回

・撮影日やインスタライブ出演者は正式オーダー後に調整となります。
・インスタライブはモデルさん1名orスタイリスト1名orHM1名＋編集部員で調整します。

進行役のMCも別途ご用意いたします。
・インスタライブの配信は、紹介商品によって相談しながら決定させていただきます。
・ライブ配信の日時は相談の上決定させて頂きます。（平日夜想定。店頭イベントの場合は応相談。）
・インスタライブは、商品内容や実施時期の調整が必要なためエントリー制とさせていただきます。

事前にブランド審査をお願いします。
・クライアントのインスタグラムアカウントからの同時配信も可能です。
・ご希望のインスタライブの撮影内容や起用モデル・スタッフによっては、別途追加料金が発生する場合も
ございます。

Ｇ２００万円

編集部インスタグラムフィード投稿
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編集部インスタライブ

sweet×Matt＆野崎萌香×メルヴィータ

美容トークで大盛り上がり！



オプション④広告運用
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メニュー 想定数 料金 概要 展開イメージ

Instagram

インフィード
広告

想定imp数

300,000～ Ｇ￥400,000～

Instagramのフィードとストーリーズ内に
画像や動画で表示される広告です。地域・
年齢・性別はもちろん、興味関心など細か

なターゲティング設定が可能です。

600,000～ Ｇ￥500,000～

1,000,000～ Ｇ￥600,000～

想定クリック
数

500～ Ｇ￥400,000～

1,000～ Ｇ￥500,000～

2,000～ Ｇ￥650,000～

想定再生数

30,000～ Ｇ￥400,000～

50,000～ Ｇ￥600,000～

100,000～ Ｇ￥1,200,000～

ストーリーズ
広告

想定imp数

1,000,000～ Ｇ￥400,000～

オーガニックのストーリーズ間に表示され、
縦長のフルスクリーン表示の動画・静止画
による高い認知効果が期待できる広告メ
ニューです。性別・年齢・興味関心などで
セグメントされたユーザーへのターゲティ
ングも可能です。

2,000,000～ Ｇ￥700,000～

3,000,000～ Ｇ￥1,100,000～

想定クリック
数

1,000～ Ｇ￥400,000～

2,000～ Ｇ￥500,000～

3,000～ Ｇ￥700,000～

想定再生数

100,000～ Ｇ￥350,000～

150,000～ Ｇ￥600,000～

200,000～ Ｇ￥1,200,000～

Twitter

想定imp数

300,000～ Ｇ￥500,000～

Twitterのタイムラインに画像や動画で掲載
される広告です。特定のキーワードをツ
イートしているユーザーや、特定のアカウ
ントをフォローしているユーザーなど、
様々なターゲット設定で配信可能です。

600,000～ Ｇ￥700,000～

1,000,000～ Ｇ￥1,200,000～

想定クリック
数

1,000～ Ｇ￥500,000～

2,000～ Ｇ￥800,000～

3,000～ Ｇ￥1200,000～

想定再生数

50,000～ Ｇ￥500,000～

100,000～ Ｇ￥700,000～

200,000～ Ｇ￥1,200,000～

Facebook

想定imp数

300,000～ Ｇ￥400,000～

Facebookのフィードに画像や動画で表示さ
れる広告です。地域・性別・年齢はもちろ
ん、興味・関心など、細かなターゲティン
グも可能です。

600,000～ Ｇ￥600,000～

1,000,000～ Ｇ￥1,000,000～

想定クリック
数

1,000～ Ｇ￥400,000～

2,000～ Ｇ￥600,000～

3,000～ Ｇ￥800,000～

想定再生数

30,000～ Ｇ￥400,000～

50,000～ Ｇ￥600,000～

100,000～ Ｇ￥1,200,000～

YDN 想定ＰＶ数 10,000PV～ Ｇ￥700,000～

「アプローチしたいターゲットの属性」などの条
件を設定し、条件に一致するインターネットユー
ザーが閲覧しているYahoo! JAPAN や提携サイ
トに広告を表示します。

佐田真由美

（
佐
田
真
由
美
）

Facebook
インフィード

タイアップ
記事へ誘導

Instagram
インフィード

最大60秒まで
配信可能

Instagram
ストーリーズ

Twitter
タイムライン

PC版・スマホ版Yahoo!JAPAN
のサービス内でバナー掲出

タイアップ
記事へ誘導

タイアップ
記事へ誘導

タイアップ
記事へ誘導

タイアップ
記事へ誘導



注意事項,お問い合わせ先

※2020年12~2021年２月オーダー分対象の料金となります。
※代理店マージンは 20% 想定です。マージンが 20 ％以上となる場合はグロス金額をご調整ください。
※レポートは掲載終了後、タイアップページの PV 数をご報告します。

◆注意事項
・発注後のお申し込みキャンセルは承っておりません。
・制作開始後、クライアント様のご都合による企画変更および制作内容の変更があった場合は、制作実費をご請求させていただきます。あらかじめご
了承ください。
・掲載開始日は営業日（土日祝日、夏季・冬季休業を除く）、掲載スタート時間は10:00～18:00の間となります。
・火災、停電、天災地変等の不可抗力、システムの定期的なメンテナンスや移行等または宝島社の責によらない不具合等により、広告が掲載および配
信されない時間が発生する場合があります。配信に関しては、掲載スタート予定時間より24 時間以内に配信された場合は免責とさせていただきます
。あらかじめご了承ください。
・記載されている料金は税抜きです。
・ユーザーアクセス環境や機種、OS のバージョンなどにより、配信されない場合やうまく表示されない場合があります。あらかじめご了承ください
。

◆広告運用について
・記事公開から、原則３営業日以内に広告運用を開始します。
・運用期間は原則1ヵ月間となります。
・設定費、運用費が含まれております。
・クライアント様のご要望に応じてプランニングも可能です。
・事前にクライアント審査があります。営業までお問い合わせください。
・代理店マージンは20%想定です。
・動画制作費は別途となります。
・宝島社の各SNSアカウントのフォロワーへの配信ではありません。
・動画再生回数は３秒以上の再生を１再生とします。

◆広告掲載規定
・弊社が掲載に不適当と判断した場合、掲載をご遠慮させていただく場合があります。何卒ご了承ください。
・広告掲載商品は、競合排除・競合調整を行っておりません。
・業種・掲載内容・商品などにより、掲載をお断りさせていただく場合があります。
・一部の業種（消費者金融、非科学的広告、ねずみ講、ネットワークビジネス、出会い系サイト、風俗など）については、掲載をお断りする場合があ
ります。詳しくはお問い合わせください。
・広告記事とわかる表記、広告主の明記が必要となります。

お問い合わせ先:㈱宝島社 広告局 sweet広告デスク 神尾（kamio@treasure.co.jp）・廣瀬(hirose-yuk@treasure.co.jp)
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