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What’s FASHION BOX？

宝島社の全女性誌、ムックから良質なコンテンツを

集約したキュレーションメディア「FASHION BOX」

https://fashionbox.tkj.jp

12年連続ファッション雑誌シェアNo.1（※）の宝島社による、トレンド情報サイト「FASHION BOX」。読者のニーズを知り尽くしたマーケティング

力と編集力を活かし、「FASHION」「BEAUTY」「LIFE」の３つのカテゴリーに分けて、最旬トレンド情報を発信しています。

記事提供先
グノシー、SmartNews、Yahoo!ニュース、アンテナ、ロカリ、ルクラ、ニュース

パス 、LINE公式メディアアカウント他

※ファッションボックスより独立した「SWEET WEB.JP」「リンネル.jp」「otonaMUSEweb」
「大人のおしゃれ手帖web」「GLOW Online」は各ウェブ媒体にご発注ください。

FASHION BOXをご利用いただいても「SWEET WEB.JP」「リンネル.jp」「otonaMUSEweb 」
「大人のおしゃれ手帖web」「GLOW Online」には掲載されません。

SmartNewsグノシー antenna LUCRAニュースパスLOCARI

FASHION 
BOX

Mobil PC site

PV：1,914,142 UU：766,761
＊日本ABC協会2022年10月～12月期WEB・SNS指標（外部配信PV含む）

https://fashionbox.tkj.jp/
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インフルエンサー

Facebook Twitter

ミニスタグラマー スプリングラマー sweet girls ステディグラマー

InRed女子部リンネル暮らし部 ロージーグラマー

sweet collection GLOW Premium Salon 
リンネル 心地良い

暮らしフェスタ

…and more

Instagram

51 164

…and more

※2023年1月時点

イベント

WEBサイト

総フォロワー数

118万人

37万人 49万人

GLOW LINEMOOK miniLINE MOOK

好評！！

チャンネル登録者数

8.8万人

万人 万人

超え!!!

本誌 約72万人

約296万人

TOTALリーチ

約917万人

LINE,LINE MOOK

お友達約356万人

steady.LINE MOOK

17万人

本誌

Dマガジン平均UU

PV 619,736 545,0187,265,691

＊日本ABC協会2021年7月～12月雑誌販売部数

UU 294,950 151,674933,188
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3,004,554

472,333

58,52251,439 51,81165,60071,772 55,682
77,58679,067 59,11850,89338,797 49,890

136,662 98,87250,73238,59439,346
56,775 59,60857,22352,59532,455

1,202,737
265,616

2022年
6月末
START!

38
万人

FASHION BOXの強み 女性誌11誌・WEB・SNSと連動した拡散力

79,547
924,347 ＊日本ABC協会2022年10月-12月WEB/SNS指標

＊田舎暮らしの本webのみ2022年10-12月web数値自社調べ

2022年6月START 2022年9月START

チャンネル登録者数

5.5万人



【スペシャルメニュー】カテゴリー新設企画！

メニュー名 カテゴリー新設特設サイト企画

メニュー内容

（セレクト記事

数）

３記事 ５記事 ８記事

料金
G６００

万円

G１０００

万円

G１５００

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 記事公開希望日より2ヵ月前

掲載開始日 平日任意

レポート １記事あたりの総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。

ピックアップメニュー

女性誌からお好き
な雑誌をセレクト
して記事を製作！

金木犀
女子

新設

ＴＯＰページに好きなテーマのカテゴリーを新設し、特設ページを制作することが出来ます。
お好きな女性誌を複数誌選んで、編集タイアップを実施し特設ページに格納します。
TOPページにバナーも制作します。記事ごとに1.5万PV想定外部誘導もあり。

5
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誌面

想定イメージ

メニュー名 HTML

メニュー内容 FASHION BOX転載（本誌タイアップの転載）

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。

ピックアップメニュー 本誌転載タイアップ【HTML】

※イメージです。
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誌面

PC モバイル

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 FASHION BOX転載（本誌タイアップの転載）

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。
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PC モバイル

広告メニュー②素材提供WEBタイアップ

メニュー名 CMSテンプレート

メニュー内容 素材提供WEB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。
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PC モバイル

広告メニュー③モデル起用WEBタイアップ

メニュー名 モデル起用WEBタイアップ

メニュー内容 モデルを起用したWEB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。
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PC モバイル

広告メニュー④物撮りWEBタイアップ

メニュー名 物撮りWEBタイアップ

メニュー内容 物撮りのWEB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。
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広告メニュー⑤WEBパブ記事

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・リンク先を

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。

・構成の出し戻しは１回のみとなります。

FASHION BOXパブ制作

PC

モバイル



メニュー名 SP

掲載期間 4週間

枠数 1枠（1社限定）

掲載形式 期間保証

掲載面 右カラムバナー（SP）

サイズ・容量 300×250（Gif,PNG,JPEG/150KB以内）

想定imp数 40万imp

料金 70万円

入稿期限 掲載希望開始日から10日前

レポート
合計インプレッション/合計クリック数/合計クリック率

メニュー名 PC

掲載期間 4週間

枠数 1枠（1社限定）

掲載形式 期間保証

掲載面 右カラムバナー（PC）

サイズ・容量 300×250（Gif,PNG,JPEG/150KB以内）

想定imp数 9万imp

料金 40万円

入稿期限 掲載希望開始日から10日前

レポート 合計インプレッション/合計クリック数/合計クリック率

バナーメニュー（右カラムバナー PC/SP）

PC

モバイル

ご掲載の際はあらかじめ企業審査が必要となります。必ず事前にお問い合わせください。/原稿は差し替えなしの基本1種類となります。/impは想定です。 12
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オプション ブーストメニュー一覧

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 

※各ブーストメニュー詳細は15ページより
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オプション ブーストメニュー一覧

オススメ！

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 

※各ブーストメニュー詳細は15ページより
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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。

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・動画製作費は別途となります。
・宝島社のインスタグラム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。

（インフィード・
ストーリーズ広告）

Instagram
インフィード

タイアップ記事へ誘導

※配信イメージです

ブースト
誘導

Instagram
ストーリーズ

IGブースト

インプレッション数 100万imp ¥800,000 

（想定） 300万imp ¥1,500,000 

クリック数 3500クリック ¥600,000

（想定） 5000クリック ¥900,000

1万クリック ¥1,700,000

動画再生数 10万回再生 ¥700,000

（想定）
20万回再生 ¥1,400,000



タイアップ記事へ誘導

ブースト
誘導
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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。

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・動画制作費は別途となります
・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。
・宝島社のフェイスブックアカウントのフォロワーへの配信ではありません。

Facebook
インフィード

※配信イメージです

FaceBook活用

ブーストプラン

クリック数 3000クリック ¥800,000 

（想定） 1万クリック ¥1,800,000 

動画再生数10万回再生 ¥1,000,000 

（想定） 20万回再生 ¥2,000,000 
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外部誘導・拡散メニュー（Facebook＋Instagram PO配信）

Instagram
ストーリーズ

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・動画制作費は別途となります。
・宝島社のインスタグラム、フェイスブック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。

タイアップ記事

Instagram
フィード

PO配信とは、Facebook・Instagramの両方に配信し、

最も効率の良い「人」と「面」を選びリーチの最大化と

コストの最適化を行う配信方法です。

PO配信活用

ブーストプラン

クリック数 3000クリック ¥800,000 

（想定） 5000クリック ¥1,300,000 

1万クリック ¥1,800,000 

動画再生数 10万回再生 ¥1,000,000 

（想定） 20万回再生 ¥2,000,000 
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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。

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動いたします。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・動画制作費は別途となります。
・宝島社のツイッター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２秒以上（５０％表示）の再生を１再生とします。

タイアップ記事へ誘導

※配信イメージです

ブースト
誘導 twitter活用

ブーストプラン

インプレッション数 100万imp ¥1,500,000 

（想定）
300万imp ¥2,800,000 

クリック数 3000クリック ¥600,000 

（想定） 5000クリック ¥1,000,000 

1万クリック ¥1,500,000 

動画再生数 10万回再生 ¥1,000,000 

（想定） 20万回再生 ¥2,000,000 



タイアップ記事へ誘導

ブースト
誘導
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※配信イメージです

幅広い層から支持されているニュースアプリでの
ブースト運用プランです。
PV数1万／3万／5万から選ぶことが出来、高い効果が期待できます。

Gonosy活用

ブーストプラン

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 

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・宝島社のフェイスブック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。



タイアップ記事へ誘導

ブースト
誘導
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月間アクティブユーザー2,000万人のニュースアプリです。
高い効果＆効率で広告配信が可能です。

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・宝島社のフェイスブック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。

※配信イメージです

SmartNews

活用

ブーストプラン

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 



■LINE 広告

タイアップ記事へ誘導

ブースト
誘導

バナー配信

※配信イメージです

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・宝島社のLINEアカウントのフォロワーへの配信ではありません。
・配信面の指定は出来ません。

LINE 広告 活用

ブーストプラン

クリック数 1万クリック ¥800,000 

（想定） 2万クリック ¥1,500,000 

トークライン最上部(smart Channel面）、LINENEWS面、タイムライン面、マンガ面、

BLOG面、ポイント面などにバナー配信し運用します。

21
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「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、そ
れぞれの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、googleや提携サイトに広告を表示します。

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・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。

タイアップ記事へ誘導

（ディスプレイ広告・YDN/GDNプラン）

SLIMWALKの着圧ルームウェアで新習
慣！憧れのスッキリ美脚を目指して…♡

PR

PC版・スマホ版の
Yahoo!JAPAN/Googleのサービス
内にバナーが掲出されます。 ※配信イメージです

YDN/GDN活用

ブーストプラン

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 

ブースト
誘導
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YouTubeの「TrueViewインストリーム広告」です。選択した
ユーザーとのエンゲージを高めることができ、好意度、購入利
用意向などエンゲージメントをあげるのに最適です。

タイアップ記事へ誘導

ブースト
誘導

YouTube活用

ブーストプラン

動画再生数 10万回再生 ¥1,000,000 

（想定） 30万回再生 ¥2,500,000 

50万回再生 ¥4,000,000 

・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。
・運用型メニューのため、期間や掲載内容により運用単価が変動します。
・設定費、運用費が含まれています。
・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。
・動画制作費は別途となります。
・宝島社のインスタグラム、フェイスブック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。
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その他注意事項

◆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、ねずみ講、ネットワークビジネス、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。
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問い合わせ

株式会社 宝島社

広告局 FASHION BOXデスク 神尾

fashionbox@takarajimasha.co.jp


