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編集長ご挨拶

『smart』 編集長

鈴木香奈子（すずき かなこ）

smart Webは

信頼度と企画力を大切にしています。

1995年の創刊以来、smartは、

メンズファッションを中心に、

メンズ美容、家電、クルマはもちろん、

ゲーム、アイドル、映画、アートなど

様々なカルチャーとコラボして、いま一番カッコいいとは

どういうことかを常に追求してきました。

そういった“smartらしさ”を生かし、

オンラインの世界でも質の高いコンテンツを提供していきます。

動画コンテンツ、コラボ商品の開発はもちろん、

タレント起用、誌面連動、ライブ配信など

10代・20代の男性にアプローチしたいと思った際はぜひ

「smart」を思い出していただけると嬉しいです。

出版社ならではの信頼度と企画力にご注目ください！



『smart』の公式YouTubeチャンネルが遂に登場。

毎月の付録情報や誌面同様に最新ファッションネタ、

メンズ美容ネタ、ヘアアレンジ、アニメ、恋愛、

カルチャーネタなどを幅広くお届けいたします！

今後、広告企画化も検討しています。
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『smart』のWEB版として2016年にスタート。

本誌記事のみではなく、WEBオリジナルコンテンツも充実。

雑誌クオリティの質の高いコンテンツ提供を心掛けています。

誌面TUの転載のみでなく、WEBのみの広告掲載も大歓迎です。

PV：1,183,778

UU：949,048

https://smartmag.jp

公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCVE4G96m_al17En6asP-uZQ

↑チャンネル登録お願いします！

媒体資料

ポイント

Twitter ：32,396フォロワー

ファッション、美容、カルチャー、アイドル、グルメなど

Z世代を中心とした20代男性に向けた情報を発信しています。

『smart』編集部が制作によるクオリティの高い記事が充実

本誌タイアップの転載やAD運用のLPとして活用できます。

☑

☑

☑

月間PV数、UU数 公式アカウント

Instagram：24,610フォロワー

＊2023年1月現在＊2023年1月現在

https://smartmag.jp/


WEB限定連載コンテンツ
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smart webでは、WEB限定の連載コンテンツを雑誌編集部やスタッフが発信！ ファッション、メンズ美容、

アニメ、アイドル、占い、カルチャーなど、若者の心に刺さる情報を網羅しています。

③昇龍先生の誕生月占い

①smartサウナ部

今 後 ま す ま す 拡 大 予 定 で す ！

②人気スタイリスト・徳永貴士が直撃！“シゼンタイのU25”

サウナに魅了された人たちが、それぞれ

のサウナ愛を持ち寄る連載企画。

4月にはサウナイベントも実施しました。

smart御用達スタイリストの徳永さん

が、今気になるネクストブレイク美女

をスタイリング、撮影、インタビューする

企画

※過去、誌面

でも大人気で

した！



WEBタイアップ事例
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本誌タイアップをWEB用に組み替えて掲載、もしくはWEB単体タイアップが可能です。

WEB単体タイアップでも本誌と同じクオリティで実施が可能です。

マンダム様WEBタイアップ アドビ様WEBタイアップ

花王様本誌タイアップ転載 キャロウェイゴルフ様WEBタイアップ



広告プラン

◆WEB×雑誌タイアップメニュー 1.5万PV想定（ 「SmartNews」他、外部誘導を含む）

拡散メニュー（オプション） 料金

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 ＃ブランド名 ＃媒体名は必ず入ります。

G20万円

ツイッター投稿1回

・タイアップで使用した素材を投稿します。

・ツイッター内でのモデル/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 ＃ブランド名 ＃媒体名は必ず入ります。
G20万円

◆smart公式SNSメニュー

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ご支給いただいた素材を使いWEB記事を作成します。

写真：5～7点程度（それ以上の場合はご相談ください）

本誌1p分相当、構成は編集部お任せとなります。

Ｇ120万円 オリエンなし
記事公開希望日

1か月前

② 物撮り記事
物撮りのみ編集部で行いWEB記事を作成します。

写真：5～8点程度（それ以上の場合はご相談ください）

本誌1p分相当となります。

Ｇ160万円 オリエンあり
記事公開希望日

1か月前

③ モデル起用記事
モデル起用した撮影にてWEB記事を作成します。

記事は本誌2p分相当量となります。モデルカット２～５点、ブツ5～８点程度。

※起用モデル、出演者によっては追加料金発生の可能性があります。

Ｇ250万円 オリエンあり
記事公開希望日

1か月前

内容 料金 備考 申込締切

④
本誌タイアップ＋

smart Web転載 （1.5万PV想定）

タイアップ料金

＋Ｇ100万円～

オリエンあり

金額は本誌の内容によって変動します。

お見積りお問い合わせください。

記事公開希望日2か月前
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◆WEBタイアップメニュー（CMS）1.5万PV想定（「SmartNews」他、外部誘導を含む）

※2022年9～12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％以上となる場合はご相談ください。
※レポートは掲載終了後、タイアップページのPV数・デイリーPV数をご報告します。
※外部誘導は「SmartNews」想定ですが、それ以外をご希望の場合はご相談ください。追加料金が発生の可能性もあります。



オプション① 動画制作（記事内埋め込み・納品）
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smart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／商品イメージ動画／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smart Webの記事内埋め込み、クライアント様公式WEB・SNSでご利用いただけます。

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。

■備考・注意事項
※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。

※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：メイク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）

※動画のレタッチは不可となります。

メニュー 内容 料金 備考 申込締切

① 静止画スライド動画 タイアップ素材を流用して制作いたします。
タイアップ料金
＋G５０万円～

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 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
＋G８０万円～

基本事前コンテなし
フリー音源での制作となります

③
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
＋G１２０万円～

事前コンテあり

パナソニック様事例 キャロウェイゴルフ様事例 チヨダ様事例



オプション② 広告運用
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メニュー 料金

IGブースト

インプレッション数 60万imp ¥500,000 

想定 100万imp ¥800,000 

200万imp ¥1,500,000 

クリック数 3500クリック ¥500,000

想定 5000クリック ¥800,000

1万クリック ¥1,500,000

動画再生数 10万回再生 ¥600,000 

想定 15万回再生 ¥1,000,000 

20万回再生 ¥1,500,000 

twitter活用ブーストプラン

インプレッション数 50万imp ¥500,000 

100万imp ¥1,000,000 

クリック数 3000クリック ¥500,000 

想定 5000クリック ¥900,000 

2万クリック ¥1,500,000 

動画再生数 10万回再生 ¥900,000 

想定 20万回再生 ¥1,500,000 

クリック数 1万クリック ¥500,000 

想定 3万クリック ¥1,500,000 

5万クリック ¥2,500,000 

クリック数 1万クリック ¥500,000 

想定 3万クリック ¥1,500,000 

5万クリック ¥2,500,000 

クリック数 1万クリック ¥800,000 

想定 2万クリック ¥1,200,000 

3万クリック ¥1,500,000 

YDN/GDN 活用ブーストプラン

SmartNews活用ブーストプラン

グノシー活用ブーストプラン



◆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、在宅ワーク、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。

その他

（株）宝島社広告局 smart広告デスク 福岡

Mail : fukuoka-jun@treasure.co.jp


