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４０代のための、輝き情報サイトにご注目ください！！

仕事と生活、両方の充実を重視するGLOW世代。
40代女性の平均睡眠時間は世界の先進国で

最下位ともいわれています。

ご多忙GLOW世代とって時間をフルに使い、
スマホで必要な情報をキャッチして活用するのは日常茶飯事。

そんな毎日を頑張るGLOW世代に寄り添うために
Webサイトを立ち上げました。

服、美容、健康、食 etc.今知りたい情報や同世代の
女性の考えをシェアして、ますます輝く日々を送れるよう

サポートしていきます！

編集長より
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『GLOW』編集長
井下 香苗

（いした かなえ）



GLOW Onlineについて
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PC site SP site URL

2010年に”ツヤっと輝く、大人女子力”をコンセプトにスタートした『GLOW』は、
自由で新しい40代女性像を提唱し「40代女子」「大人女子」ブームを生みました。

そして2022年7月、GLOW公式WEBサイトをオープン。

お洒落や食の情報「40代からのすてきお洒落」や「私を癒す美味しい幸せ」。
40代女子が楽しめる美容や推し活について取り上げる「ご多忙世代のごきげん美容」、
「心がうるおうカルチャー」。さらには、人生を長く健康に楽しむためのケアの方法
を発信する「更年期のヘルスケア調査局」など、本誌とあわせてWEBサイト作りに
取り組んで参ります。

https://glowonline.jp



WEB主要コンテンツ
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40代からの
すてきお洒落

★自分らしいファッション
をここで見つけて！！

40代がより輝くコーディ
ネートやアイテム、頼れる
ブランドの新作など、大人
のファッションの情報をご
紹介。

わたしを癒す
おいしい幸せ

★心身を満たすレシピを
お届け！！

「美味しい」は心もおな
かも満たしてくれる。更
年期の体にも効くレシピ、
季節の料理、ドリンク、
スイーツなどお届けしま
す。

★心と体、長く付き合う
ためのヒントを送ります。

これからの人生を長く楽
しむためにも健康な体は
欠かせません。心身とも
にヘルシーでいられるヒ
ントや、世代ならではの
更年期の悩み、ケアもこ
ちらでご紹介。

輝け！
ヴィーナス力

★GLOW”ツヤ組”誕生！！

本誌の人気連載がWEB
に登場。
宝塚歌劇団出身のステ

キな方々が、異なる魅力
のファッションを披露し
ます。

更年期の
ヘルスケア調査局



レギュラー広告プラン
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『GLOW』本誌とのセットプランです。
本誌制作のタイアップ広告を『GLOW Onlie』版としてリデザインします。

【画像はイメージです】

＜料金＞

本誌実施料金 +
1.5万PV Ｇ130万円/3万PV G200万円/
5万PV G300万円

※本誌の実施内容と合わせてお見積りいたします
※PVは想定となります

＜WEB転載＞

■制作方法 ：CMS/本誌タイアップ素材リデザイン
■掲載内容 ：本誌2Pタイアップ分を想定
■記事公開日：本誌発売日
■掲載期間 ：1か月間（アーカイブなし/モデル起用なしの場合は相談可）

■外部リンク：可
■報告項目 ：月間PV・UU数
■申込締切 ：本誌タイアップ申込時
■備考・注意事項：

※PR表記は必須となります
※PVはオーガニックPVと外部誘導を含みます
※2P以上のタイアップの場合は別途お見積りします。ご相談ください
※外部誘導（運用広告）は弊社お任せとなります
ご指定がある場合は追加料金が発生する場合があります

※PV数の加算も追加料金にて可能です
※料金はグロス、代理店マージンは20％想定です。20％以上の場合はご相談ください
※リターゲティングタグ、計測タグの埋め込みをご希望の場合は都度ご相談ください

＜本誌TU＞

①本誌タイアップSET（転載）プラン



②WEBタイアップ 素材支給プラン
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【画像はイメージです】

■制作方法 ：CMS/素材支給（撮影/取材なし）
■写真点数 ：最大８点程度
■記事公開日：平日/ご希望日時
■掲載期間 ：１か月間（アーカイブ有）
■外部リンク：可
■報告項目 ：月間PV・UU数
■申込締切 ：掲載希望日１か月前
■オリエン ：なし
■備考・注意事項

※PR表記は必須となります
※PVはオーガニックPVと外部誘導を含みます
※外部誘導（運用広告）は弊社お任せとなります
ご指定がある場合は追加料金が発生する場合があります

※PV数の加算も追加料金にて可能です
※料金はグロス、代理店マージンは20％想定です。20％以上の場合はご相談ください
※リターゲティングタグ、計測タグの埋め込みをご希望の場合は都度ご相談ください

＜料金＞

1.5万PV Ｇ100万円
※PVは想定となります

クライアント様からの支給画像にて、
編集部がWEBタイアップ広告記事を制作するプランです。



③WEBタイアップ 物撮りプラン
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WEBタイアップ広告記事を物撮り撮影にて制作するプランです。
描きおろしイラストを挿入することも可能です。

■制作方法 ：CMS/物カット撮影あり
■写真点数 ：8～12点想定
■記事公開日：平日/ご希望日時
■掲載期間 ：１か月間（アーカイブ有）
■外部リンク：可
■報告項目 ：月間PV・UU数
■申込締切 ：掲載希望日２か月前
■オリエン ：あり
■備考・注意事項：

※PR表記は必須となります
※PVはオーガニックPVと外部誘導を含みます
※外部誘導（運用広告）は弊社お任せとなります
ご指定がある場合は追加料金が発生する場合があります

※PV数の加算も追加料金にて可能です
※料金はグロス、代理店マージンは20％想定です。20％以上の場合はご相談ください
※リターゲティングタグ、計測タグの埋め込みをご希望の場合は都度ご相談ください

【画像はイメージです】

＜料金＞

1.5万PV Ｇ200万円/3万PV G270万円/
5万PV G370万円

※本誌の実施内容と合わせてお見積りいたします
※PVは想定となります



④WEBタイアップ モデル起用プラン
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WEBタイアップ広告記事を『GLOW』本誌で活躍中の
人気モデルを起用して制作するプランです。

■制作方法 ：CMS/モデルカット撮影あり
■写真点数 ：モデルカット最大3カット想定
■記事公開日：平日/ご希望日時
■掲載期間 ：１か月間（アーカイブなし）
■外部リンク：可
■報告項目 ：月間PV・UU数
■申込締切 ：掲載希望日２か月前
■オリエン ：あり
■備考・注意事項：

※PR表記は必須となります
※PVはオーガニックPVと外部誘導を含みます
※外部誘導（運用広告）は弊社お任せとなります
ご指定がある場合は追加料金が発生する場合があります

※PV数の加算も追加料金にて可能です
※料金はグロス、代理店マージンは20％想定です。20％以上の場合はご相談ください
※リターゲティングタグ、計測タグの埋め込みをご希望の場合は都度ご相談ください

【画像はイメージです】

＜料金＞

1.5万PV Ｇ300万円/3万PV G370万円/
5万PV G470万円

※本誌の実施内容と合わせてお見積りいたします
※PVは想定となります。



⑤パブ記事 WEBオリジナル

10

プレスリリースとご提供写真をもとに記事を作成します。

■制作方法 ：CMS/素材支給（撮影/取材なし）
■写真点数 ：画像3点まで・リリース資料ご用意ください
■記事公開日：平日/ご希望日時
■掲載期間 ：アーカイブあり
■外部リンク：可
■報告項目 ：なし
■申込締切 ：掲載希望日14営業日前
■オリエン ：なし
■備考・注意事項：

※PR表記は必須となります
※料金はグロス、代理店マージンは20％想定です。20％以上の場合はご相談ください
※校正のご確認は1回のみとなります。

【画像はイメージです】

＜料金＞

G40万円
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広告オプション



オプション 広告運用①
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オススメ！

オススメ！

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

3,500クリック ¥600,000

5,000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 

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 

300万imp ¥2,800,000 

クリック数

想定

3,000クリック ¥600,000 

5,000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 

FaceBook活用ブーストプラン

クリック数

想定

3,000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

3,000クリック ¥800,000 

5,000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 

(※4月以降、運用料金の見直しの可能性がございます。)



オプション 広告運用②
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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 

(※4月以降、運用料金の見直しの可能性がございます。)



オプション 広告運用③
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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。
・大人のおしゃれ手帖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

Instagram

ストーリーズ

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）

3,500クリック ¥600,000

5,000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

ブースト

誘 導



オプション 広告運用④
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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。

タイアップ記事へ誘導

※配信イメージです

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 

300万imp ¥2,800,000 

クリック数

（想定）

3,000クリック ¥600,000 

5,000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 

・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。
・大人のおしゃれ手帖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。

ブースト

誘 導



オプション 広告運用⑤
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タイアップ記事へ誘導

ブースト

誘 導

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。
・大人のおしゃれ手帖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

（想定）

3,000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 



オプション 広告運用➅
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（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。
・大人のおしゃれ手帖のインスタグラム、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

ブーストプラン

クリック数

（想定）

3,000クリック ¥800,000 

5,000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 

20万回再生 ¥2,000,000 

+



オプション 広告運用⑦
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タイアップ記事へ誘導

※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

（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 

・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。
・大人のおしゃれ手帖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。

ブースト

誘 導



オプション 広告運用⑧
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タイアップ記事へ誘導

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。
・大人のおしゃれ手帖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

（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 
ブースト

誘 導



オプション 広告運用⑨
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■LINE 広告

タイアップ記事へ誘導
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。
・大人のおしゃれ手帖の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

（想定）

1万クリック ¥800,000 

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。

ブースト

誘 導



オプション 広告運用⑩
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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）

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

（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 ¥1,500,000 
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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

（想定）

10万回再生 ¥1,000,000 

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。

オプション 広告運用⑪



注意事項,お問い合わせ先

※2023年1月～6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5営業日以内に広告運用を開始しますが、運用先の審査状況により5営業日以上の期間が必要となる場合があります。
・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。
・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。

◆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 GLOW 広告デスク
横山(yokoyama@treasure.co.jp)/川面(kawatsura-yut@treasure.co.jp) 23


