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SWEETWEB.JP メディアコンセプト

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。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。

人気コンテンツ

TOPIC

https://sweetweb.jp

[4月前半の運勢 ♡

12星座占い] 

佐藤ただすけの愛と星

のエンパワーメント占い

ピラティス、腸活、スカルプケ

ア、矯正下着｜スウィートモ

デルの最新BEAUTY TIPS【

加治ひとみ・瑛茉ジャスミン・

長谷川ミラ・ゆきりぬ】

sweet専属ライバー「SWEET GIRLS」も起用可能

！

乃木坂46齋藤飛鳥、ほぼス

ッピンでモードに変身【未公開

カット掲載】

ファッション ライフスタイルビューティー

【婚約指輪】人と被りにくい♡

「エンゲージリング」のおすすめブ

ランドは？【27歳ライターのリア

ル花嫁diary #18】

ウェディング

花嫁診断

田中みな実愛用品を紹介

！「ポーチの中身は？」美を

保つお粥レシピ&貴重なプラ

イベートカットも公開♡

しないと損！ 膣の保湿＆マ

ッサージで自信が持てるイイ

女に♡

占い フード

推しの誕生日にも!? 韓

国女子の間で話題の

ハーフケーキの作り方♡

トレンドに敏感な発信型読者モデル「sweet girls」が20名所属。リアルでユーザー目線な情報を出来たるメインに発信していきます！
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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。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

月間実売平均部数

113,054部

SNSフォロワー数は2021/11 /4時点の数値です。
＊１ ABC公査2021年1 -6 月期
＊2 自社調べ2022年2月月間PVUU（外部配信PV含む）

月間PV：971,155

月間UU：223,494

＊1

＊2

9.5万UU
月間平均

sweet公式ライバー組織
SWEET GIRLS♥

17.2万UU
月間平均

14.7万人メルマガ会員

＊１

2

トータルリーチ数 102万人

A
B

O
U

T

上記は第１弾メンバーです。

SNS

読者

WEB

外部提携メディア



ユーザー概要
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HEALTHY

Y2K&KOREA

DRESS

sweet casual

☑エンタメ&テレビが好き

☑ライフスタイル&趣味が大切

☑美容&健康に興味がある

☑ファッションに興味がある

☑ネットショッピングも含め買い物が好き

☑おいしい食べ物&料理も好き

☑ペット好き

☑スポーツ

☑本

☑洋服&アクセサリー

☑化粧品・スキンケア・パーソナルケア

☑教育関連・自分磨き

☑贈り物・旅

93％がモバイルで見てます！デバイス

mobile

desktop
tablet

職業

年代

正社員

自由業

会社経営者

専業主婦

パ ー ト ・

アルバイト

学生
自営業

正社員が66％

8割以上が未婚！

未婚

既婚

20～29歳

20～24歳

19歳以下

30～34歳

35歳以上

20～30代女性が約7割

婚姻 購買意欲が高いモノ♡

こんな読者♡



sweetで活躍するレギュラーモデルに

は、そうそうたるメンバーが揃ってい

ます！美しいビジュアルはもちろん、

彼女たちのライフスタイルまでが読

者の関心を集めています。

97.2万

マギー

パーフェクトなスタイルでどんな服

も完ぺきに着こなすsweetの看

板モデル。趣味は車とゴルフ。

野崎萌香

最新コスメや美容情報に敏感。

自他共に認めるビューティオタク。

池田美優

テレビで引っ張りだこの人気者。

sweetでしか見られない大人な

みちょぱが大好評。

ミチ

マルチに活躍する次世代モデル。

YouTube「よしミチチャンネル」で

一緒に活動する弟よしあきとのペ

ア起用もおすすめ。

瑛茉ジャスミン

オーストラリア出身。テレビで激

辛料理にチャレンジするなどで

も注目されている。料理の腕は

プロ級。

堀田茜

モデル、女優業の他、バラエ

ティやラジオでも活躍。本、

漫画、写真集、音楽、映画

を愛するカルチャー女子。

emma

インスタグラムでは度々おしゃれ

な私服を披露。映画やバラエ

ティ番組、数々のCMへも出演

し活躍。

長谷川ミラ

積極的に社会問題やSDGs

について発信。sweetではウェ

ルビーイングな世界を目指すこ

と を テ ー マ に し た「 VIRTUAL
HUG」を連載中。

矢吹奈子

HKT48のメンバー。2018年に

は IZ*ONEのメンバーとして韓

国でデビュー。身長150㎝の奈

子ちゃんが着るミニっ子スタイ
ルアップ術の特集が好評。

八木ありさ

美容オタク兼ガーリー愛好家を

自称。透明感溢れる美白フェ

イスとボディは全女子の憧れ。

谷まりあ

雑誌の他テレビでも活躍中。

幅広い年代に人気。可愛い

ビジュアルと、明るくハッピーな

キャラクターで支持されている。

30万 123万 80.3万 67.4万

90.2万 1.1万 141万 221万 50.2万6.1万

sweetモデル



女優・タレント

小柴風花

武井咲本田仁美

吉川愛山本舞香山本美月

浜辺美波 吉岡里帆 本田翼 桐谷美玲

インフルエンサー

美容賢者 芸人

一番旬で人気の女優たちがスウィートでしかみられない表情を披露！ YouTubeやSNSで活躍するインフルエンサー起用もご相談ください

読者の絶大な信頼を得ています！ おしゃれで面白い、が人気

sweet公式ライバー『sweet girls』20名

厳正な審査を通過したsweet専属ライバーが、sweetにまつわるファッションやビューティなど

の情報をLINELIVEで配信しています。誌面やSNS、イベントなど、幅広い場面でsweetを

盛り上げていきます。タイアップ起用、商品モニターなども可能です。

ゆりやんレトリィバァ 丸山礼加治ひとみ 田中みな実 Matt

伊原葵 ゆうこす ゆきりぬ せいら 中町綾

249万 302万 339万 375万

93.3万 83.3万 154万 79.2万

139万 35.5万

48.9万 20.7万 74.4万

42.6万 - 29.6万 - 59.7万

83.3万

※出演交渉は個別相談となります。本リスト以外の方も相談可能です。 ※インスタグラムフォロワー数：2022年6月時点

48.8万 87.6万

60.2万

111万 63.5万 111万

sweetモデル



ピックアップメニュー
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P I C K  U P  M E N U
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【通年企画】sweetモデル二次使用パッケージプラン

sweetで大人気の豪華sweetモデルをTUに起用！

二次使用料込みのパッケージプランとなります。

sweet誌面で活躍中の豪華モデルを起用できる本企画。

SWEET WEBオリジナルTUプラン、本誌転載プラン。ともにAD運

用、２次使用がパッケージになった大変お得なプランです。

池田美優 野崎萌香 宮田聡子emma 恵茉ジャスミンマギー

sweetモデル

本誌掲載TU WEB掲載

AD運用2次使用

メニュー

SWEET WEB

オリジナルTU

＋2次使用

2PTU+

SWEET WEB

転載

＋2次使用

4PTU+

SWEET WEB

転載

＋2次使用

料金 G400万円 G530万円 G700万円

想定PV 1 .5万PV想定 1.5万PV想定 1.5万PV想定

掲載期間 掲載開始より1ヶ月

オリエン あり

画像

・ボリューム

モデル3カット

+物5カットまで
2P相当 4P相当

URL 指定なし

お申込期限 掲載開始70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・2次使用範囲はクライアント公式WEBSNS/SNSAD運用になります。

店頭は別途になりますのでご相談ください。
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佐藤栞里 加藤玲奈(AKB)中村里砂野崎智子石田ニコル

PC モバイル



PC モバイル
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【通年企画】WEBオリジナルTUor本誌WEB転載 選べる拡散プラン

SWEET WEBオリジナルTUもしくは本誌タイアップ＋ウェブ転載を

実施。IG・LINE・TW・グノシー・smartNewsの中からお好みの拡

散プランをセレクト出来るお得なパッケージプランです。

展開イメージ

誘導

転載

メニュー

SWEET WEB

オリジナルTU

＋選べるブースト

2PTU+

SWEET WEB転載

＋選べるブースト

料金 G370万円 G500万円

想定PV ブーストプランによる

協賛雑誌 2022年4月～9月発売

掲載期間 掲載開始より1ヶ月

オリエン あり

画像

・ボリューム

モデル3カット

+物5カットまで
2P相当

URL 指定なし

お申込期限 掲載開始70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・2次使用に関しては別途お見積もりとなります。

SWEET WEBに誘導するお好みのブーストプランが選べる

パッケージプランです。

※掲載イメージ

本誌2PTU＋WEB転載

or

SweetのTwitterアカウント
（7.8万フォロワー）より投稿し
プロモツイートで100万imp拡散します。

1 万click 2万click 100万imp
3万click

or
oror
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PC モバイル
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SWEET WEBオリジナルTUもしくは本誌タイアップ＋ウェブ転載を

実施。Wedding Newsのアプリ内他、WeddingNewsのリストを

使用し、ウェディングに関心が高い層に向けて広告配信すること

が出来る特別なプランです。

展開イメージ

誘導

転載

メニュー

SWEET WEB

オリジナルTU

＋Wedding News

ブースト

2PTU+

SWEET WEB転載

＋Wedding News

ブースト

料金 G400万円 G530万円

想定PV 1万PV想定

協賛雑誌 2022年4月～9月発売

掲載期間 掲載開始より1ヶ月

オリエン あり

画像

・ボリューム

モデル3カット

+物5カットまで
2P相当

URL 指定なし

お申込期限 掲載開始70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・2次使用に関しては別途お見積もりとなります。

SWEETWEBの WEDDINGカテゴリー内の記事に誘導する

WeddingNews×SWEET WEDDING限定のブーストプラ

ンです。

※掲載イメージ

本誌2PTU＋WEB転載

or

1万クリック

9

【通年企画】WEBオリジナルTUor本誌WEB転載 Wedding News拡散プラン

【WeddingNewsブースト詳細】

WeddingNewsアプリ内（おすすめ記事・関連記事

プッシュ通知 ・アプリ内メッセージ）

WeddingNewsWEB（おすすめ記事）

WeddingNews Instagram（インスタストーリー）

WeddingNews LINE

WeddingNewsメールマガジン
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【秋冬広告企画】「sweet本誌」連動タイアップ プラン

本誌編集ページとの連動企画！特集ページの隣接でTU

＋WEB転載＋2次使用まで出来るパッケージプランです。

展開イメージ

本誌特集 本誌タイアップ

TUページを

クライアント様

公式WEBサイト・

公式SNSに２次使用

PC モバイル
AD運用

隣接

SWEETWEB転載二次使用

10

+

+

メニュー
本誌編集ページ隣接2PTU

＋SWEET WEB転載＋2次使用

料金 G550万円

想定PV 1.5万PV

協賛雑誌 2022年7月～10月発売

掲載期間 雑誌発売日より1ヶ月

オリエン あり

画像・ボリューム 本誌２P相当

URL 指定なし

お申込期限 発売日の70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・モデルにより別途料金が必要な場合がございます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・2次使用に関しては別途お見積もりとなります。
・特集隣接は決定優先となります。
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【広告企画】sweet公式ライバーsweetgirls起用TU＆二次使用＆インスタ拡散企画

sweetgirlsをTUに起用し、二次使用するインスタ拡散

付きのパッケージプランです。

sweet公式ライバーのsweetgirlsは２期生メンバー決定。決定し

たsweet girls複数名を起用し、使用感のコメントを掲載すること

も可能です。また、クライアント公式WEB/SNS/店頭で2次使用

も可能。本人インスタ拡散付のお得なパッケージプランです。

Sweetgirls１期生

＊sweetgirlsの例です。
＊2名/1Pまで起用可能です。

メニュー

SWEET WEB

（2P相当）

オリジナルTU

+2次使用+

本人IG

1PTU+

SWEET WEB転

載+2次使用+

本人IG

2PTU+

SWEET WEB転

載+2次使用+

本人IG

料金 G350万円 G350万円 G480万円

想定PV 1.5万PV想定

掲載期間 掲載開始より1ヶ月

オリエン あり

画像

・ボリューム

モデル3カット +

物5カットまで
1P相当 2P相当

URL 5つまで

お申込期限 掲載開始70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。
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【ファッション・ファッション小物限定企画】SWEETWEBオリジナル 着回しまとめページ企画

アイテムの着回し記事を作成し、着回し記事まとめページを

制作します。着回しは公式IGでも拡散！

１記事で決まったアイテムを使った着回し記事を作成。（着回し

３体想定）、特設ページを作り格納します。

展開イメージ

特設ページTOPページ

←各コーディネイト

CMS記事

（モデル３体想定

他物カット５カットまで）

編集部公式インスタで

フィード投稿

×●●着回しコーデ

AD運用で各ページ

1.5万クリック想定

メニュー 着回し特設ページ企画

メニュー内容

（セレクト記事数）
３記事 ５記事 ８記事

料金 G８４０万円 G１２５０万円 G１６００万円

想定PV 1.5万PV想定（各タイアップページ）

掲載期間 掲載開始から１ヶ月

画像・ボリューム

１記事あたり

モデル３カット＋他物5カットまで

約1000-1500文字程度

オリエン あり

URL １記事あたり５URL

お申込み期限 掲載開始70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 記事別総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・起用モデルにより追加料金が発生する場合があります。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなります。
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【通年企画】インスタライブ企画・拡散企画

展開イメージ

swett公式IGにてインスタライブSWEETWEB TU

野崎萌香ミチ Matt

人選候補

メニュー

SWEET WEB

オリジナルTU+

インスタライブ

2PTU+

SWEET WEB

転載

+インスタライブ

4PTU+

SWEET WEB

転載

+インスタライブ

料金 G500万円 G630万円 G800万円

想定PV 1 .5万PV想定 1.5万PV想定 1.5万PV想定

掲載期間 掲載開始より1ヶ月

オリエン あり

画像

・ボリューム

モデル3カット

+物5カットまで
2P相当 4P相当

URL 指定なし

お申込期限 掲載開始70日前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・起用タレントモデルにより別途費用が発生する場合がございます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・2次使用は別途お見積もりになります。

sweet公式インスタグラムにてインスタライブが出来る拡散力抜群

の企画です。sweet読者のリアルな反応がわかるインスタライブで

商品のPRが可能です！

りゅうちぇる池田美優

＊人選は一例です。ご希望を担当にお問合せください。

SWEET WEBタイアップ、もしくは本誌転載プランにsweet

公式アカウントでのインスタライブが付いたパッケージプラン

です。
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通常メニュー
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N O R M A L  M E N U
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誌面

広告メニュー①本誌転載タイアップ【CMS】

メニュー名 CMSテンプレート

メニュー内容 SWEET WEB転載(本誌タイアップ素材)

料金 G１３０万円 G２００万円 G３００万円

想定PV 1.5万PV 3万PV 5万PV

掲載期間 掲載開始から１ヶ月

オリエン 本誌と同様

画像・ボリューム 本誌2P想定

URL 5URL

お申込み期限 本誌同様

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・起用モデルにより追加料金が発生する場合があります。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなります。

・ブーストメニューにより運用開始に時間がかかる場合がございま

す。

PC モバイル

※イメージです



HTMLイメージ

広告メニュー②本誌転載タイアップ【HTML】

メニュー名 HTMLテンプレート

メニュー内容 SWEET WEB転載(本誌タイアップ素材)

料金 G２００万円 G２７０万円 G３７０万円

想定PV 1.5万PV 3万PV 5万PV

掲載期間 掲載開始から１ヶ月

オリエン 本誌と同様

画像・ボリューム 本誌2P想定

URL ５URL

お申込み期限 本誌同様

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・起用モデルにより追加料金が発生する場合があります。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなります。

・HTMLの実施内容により別途費用が発生する場合がござい

ます。

・ブーストメニューにより運用開始に時間がかかる場合がございま

す。
16

※イメージです
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メニュー名 CMSテンプレート

メニュー内容 素材提供タイアップ

料金 Ｇ１００万円

想定PV 1.5万PV想定

掲載期間 掲載開始から１ヶ月

画像・ボリューム 画像8点 約1000文字程度

URL 3URL

お申込み期限 記事公開希望日より1ヵ月前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなります。

・ブーストメニューにより運用開始に時間がかかる場合が

ございます。

PC

モバイル

※イメージです
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広告メニュー③素材提供タイアップ（ＷＥＢオリジナル）



メニュー名 モデル起用タイアップ（WEBオリジナル）

メニュー内容 モデルを起用したWEBオリジナルタイアップ（CMS）

料金 G３００万円 G３７０万円 G４7０万円

想定PV 1.5万PV 3万PV ５万PV

掲載期間 掲載開始から１ヶ月

オリエン あり

画像・ボリューム
モデル３カット＋他5カットまで

約1000-1500文字程度

URL ５URL

お申込み期限 記事公開希望日より２か月前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・起用モデルにより追加料金が発生する場合があります。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなります。

・ブーストメニューにより運用開始に時間がかかる場合がございま

す。

PC

モバイル

※イメージです
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広告メニュー④モデル起用（WEBオリジナル）



メニュー名 物撮りタイアップ（WEBオリジナル）

メニュー内容 物撮りWEBオリジナルタイアップ（CMS）

料金 G２００万円 G２７０万円 G３７０万円

想定PV 1.5万PV 3万PV ５万PV

掲載期間 掲載開始から１ヶ月

オリエン あり

画像・ボリューム
画像４~８カット

約1000-1200文字程度

URL ５URL

お申込み期限 記事公開希望日より1.5か月前

掲載開始日 平日任意

レポート 総PV数

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなります。

・ブーストメニューにより運用開始に時間がかかる場合がございま

す。

PC

モバイル

※イメージです
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広告メニュー⑤物撮り記事（WEBオリジナル）



PC

モバイル

メニュー名 パブ記事

メニュー内

容
プレスリリースをもとに記事を製作します。

料金 G４０万円（制作費込）

想定PV 想定なし

掲載期間 1ヶ月

画像・ボ

リューム

画像３点まで・リリース資料・リンク先ご用意

ください。

URL １URL

お申込み

期限
記事公開希望日より14日営業日前

掲載開始

日
平日任意

レポート なし

備考

・マージンは一律20％となります。

・事前に商材の確認をさせていただきます。

・PR表記は必須となります。

・競合排除はいたしません。

・ブーストによる外部誘導を含みます。

・詳細はご担当までお問い合わせください。

・２次使用に関しては別途お見積もりとなり

ます。

・構成の出し戻しは１回のみとなります。

※イメージです
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広告メニュー⑥パブ記事（WEBオリジナル）



オプション① 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② SNS投稿・インフルエンサー

編集部SNS投稿、インフルエンサーマーケティング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

インフルエンサー
「sweetインスタガール」投稿
合計３万フォロワー保証

･インフルエンサーの選定は編集部に一任ください。
・投稿内容は事前に確認いただけますが、商品名や商品内容に誤りがあった場合のみ修正対応します。
・インスタグラム内での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

編集部インスタグラム投稿 sweetインフルエンサー投稿
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オプション ブーストメニュー一覧（2022年10-12月） 宝島社

メニュー 料金

IGブースト

インプレッション数（想定） 100万imp ¥800,000 

300万imp ¥1,500,000 

クリック数（想定） 3500クリック ¥600,000

5000クリック ¥900,000

1万クリック ¥1,700,000

動画再生数（想定）
10万回再生 ¥700,000 

20万回再生 ¥1,400,000 

FaceBook活用ブーストプラン

クリック数（想定） 3000クリック ¥800,000 

1万クリック ¥1,800,000 

動画再生数（想定） 10万回再生 ¥1,000,000 

20万回再生 ¥2,000,000 

PO配信活用ブーストプラン

クリック数（想定） 3000クリック ¥800,000 

5000クリック ¥1,300,000 

1万クリック ¥1,800,000 

動画再生数（想定） 10万回再生 ¥1,000,000 

20万回再生 ¥2,000,000 

twitter活用ブーストプラン

インプレッション数（想定） 100万imp ¥1,500,000 

300万imp ¥2,800,000 

クリック数（想定） 3000クリック ¥600,000 

5000クリック ¥1,000,000 

1万クリック ¥1,500,000 

動画再生数（想定） 10万回再生 ¥1,000,000 

20万回再生 ¥2,000,000 



メニュー 料金

グノシー活用ブーストプラン

クリック数（想定） 1万クリック ¥500,000 

3万クリック ¥1,500,000 

5万クリック ¥2,500,000 

SmartNews活用ブーストプラン

クリック数（想定） 1万クリック ¥500,000 

3万クリック ¥1,500,000 

5万クリック ¥2,500,000 

LINE 広告活用ブーストプラン

クリック数（想定） 1万クリック ¥800,000 

2万クリック ¥1,500,000 

YDN/GDN 活用ブーストプラン

クリック数（想定） 1万クリック ¥800,000 

2万クリック ¥1,200,000 

3万クリック ¥1,800,000 

YouTube活用ブーストプラン

動画再生数（想定） 10万再生 ¥1,000,000 

30万再生 ¥2,500,000 

50万再生 ¥4,000,000 
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オプション ブーストメニュー一覧

オススメ！

宝島社



注意事項,お問い合わせ先

※2022年4~2022年9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

・ブーストメニューにより運用開始に時間がかかる場合がござい 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 揖斐(ibi-rei@treasure.co.jp)・藤野(fujino-yui@treasure.co.jp)・黒田(kuroda-mai@treasure.co.jp）


