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まぐまぐとは

伝える人からそれを知りたい人へ

「多くの方々に、広く当たり前に使われるサービスを届けたい」

という、まぐまぐスタート以来の想いは、

今も変わらずスタッフ一人ひとりの心にあります。

1997年からのメルマガ老舗企業
発行誌数業界トップの2万誌

「まぐまぐ！」は1997年からメルマガ配信業者のパイオニアとして

簡単・確実にメールマガジンが配信できる仕組みを提供してきた会社です。

現在2万誌のメルマガが発行され、登録した読者に向けて

1ヶ月で約3億通のメルマガを届けています。
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まぐまぐの仕組み

最大250万通の公式メールマガジンを直接ユーザーへ

2万以上の専門家が発信する生情報

読み応えのあるメールマガジンが元ネタ

様々なジャンルの著名人が発行

WEBサイト メール配信システム/ノウハウ

有料コンテンツ 無料コンテンツ

医者
法律家
探偵
戦場カメラマン
漫画家
俳優
映画監督
ジャーナリスト
プロデューサー
アナウンサー
放送作家
音楽家
カメラマン
芸能マネージャー

Webデザイナー
英会話教師
政治家
小説家
童話作家
書道家
インテリアデザイナー
プログラマー
アロマセラピスト
ソムリエ
カラーコーディネーター
鍼師
スポーツ選手

モデル
音楽評論家
映画評論家
ダンサー
声優
脚本家
気象予報士
占い師
コメディアン
法務
秘書
司法書士
税理士

整体師
スポーツインストラクター
児童相談員
小学教諭
美容師
メイクアップアーティスト
国会議員
公認会計士
予備校講師
着付け師
大学教授
日本語教師
不動産鑑定士

「伝える人から知りたい人へ」を実現する強み
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まぐまぐの強み！～その1

圧倒的その1

圧倒的その2

圧倒的その3

メルマガユーザ750万人の81%が男性！
しかも！92%が35歳以上

総WEB訪問者210万人(1,500万PV)の70%が男性！
しかも！78%が35歳以上

30代以上男性へのリーチ力はメールが圧倒的！
Closed媒体(メール)×Open媒体(WEB)の両方から
中年男性へのリーチが可能なのは「まぐまぐ！」のみ

中年男性に対する圧倒的、圧倒的、圧倒的リーチ力
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まぐまぐの強み！～その2

リーチ力を活かし、WEBメディア立ち上げから
1年半で1,500万PV/月超えを達成！
(うち半数がメルマガ経由)

広告主様

ターゲット
顧客

メルマガ
広告

Web
広告

相互送客

メールマガジンとWEBを併用した圧倒的リーチ力



10-12月期 新商品
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件名：○○広告主件名○○ 一社独占 件名：○○広告主件名○○ 一社独占

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
オススメPR情報 ●/●/● 号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━
オススメPR情報 ●/●/● 号(不定期)

『オススメPR情報』は、まぐまぐのメルマガをご登録い
ただいた皆さまにお届けしています。配信を希望されない方は下記ページより解
除をお願い致します。

配信中止はこちらから↓
http://www.mag2.com/wmag/xxxxxxx
メールアドレスの変更はマイページから↓

https://mypage.mag2.xxxxxxx 
ご意見＆ご感想はこちらでお待ちしております♪

http://www.mag2.com/goiken/ixxxxxxxxxxxxxx

発行元 ：株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
配送技術：株式会社アットウェア http://www.atware.co.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※ランディングページはパソコン、スマホなどそれぞれ最適に表示される環境を
ご用意ください。

DMPやアクセスデータを元にユーザーを抽出し、独占メルマガを配信いたします。

まぐまぐ！セレクションターゲティングメール [HTML/テキスト]

媒体名 まぐまぐ！セレクション

配信形式 HTML/テキスト

配信数

20,000通 200,000円

50,000通 500,000円

100,000通 800,000円

※10万通未満は@10円
10万通以上につきましては、ご相談ください。

配信曜日

原稿仕様

HTML原稿

HTMLテーブル組でご入稿ください。
※まぐまぐで制作する場合は
素材提供有り 10万円
素材提供無し 別途お見積

テキスト原稿

メール件名 全角35文字以内

本文 35文字×100行以内

URL 1本

DMPデータを活用したリターゲティングも可能です。
ご相談ください。

火月 木水 金 日土

HTML原稿 テキスト原稿

NEW!
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WEBサイト・MAG2 NEWS

45歳以上が60％以上 男性70%
可処分所得の高い年齢層の男性に訴求が可能

記事を読み込むユーザーが多い
メールマガジンを定期購読し、
サイトの長文も熟読するユーザーが多数

課金ユーザーが多い
有料情報の購読＝お金を払って情報を得ることに
抵抗のない読者が多い

メールマガジンからサイトへ大量誘導
250万通を超えるメールマガジンをデイリーで発行。
Push通知で直接読者へリーチ

コスト／PVが非常に効率的
金融商品、カード系、人材紹介、健康食品など
ターゲットに合った実績多数

Point１

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

年齢層

5.1%

14.8%

18.8%

24.2%

23.0%

14.2%
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

54.2%
40.9%

4.9%

mobile

desktop

tablet

性別

デバイス

月間PV 11,460,000 PV

2,740,000 UU

69.5%

30.5% male

female

※2016年7月実績

ビジネス・社会・科学・エンタメほか今すぐ使える総合ニュースサイト

月間UU
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MAG2 NEWS 記事広告

掲載事例

WEB

ウォルト・ディズニー・
ジャパン株式会社様

22,630PV
京都学園大学様：26,989PV

20世紀フォックス様：32,617PV

通常記事と同じ体裁で訴求。じっくり読むユーザーが多い媒体ならでは

掲載場所 MAG2 NEWS内カテゴリ

表示回数 想定10,000imp

料金 700,000円～

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円×掲載回数)が発生します。
・移動が伴う取材は別途費用が発生します。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用をご希望の場合は

別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。
・記事はアーカイブされます。
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MAG2 NEWS 記事広告連載型掲載

3話構成で視点を変え、幅広いリーチを狙う。
徐々にセグメントしたり、同じ内容で切り口を変えるなど、様々なアプローチが可能。

PV：93,976
Share：2,737

PV：25,161
Share：1,954

PV：17,273
Share：227

WEB

本数及び掲載内容を企画段階からご提案。複数回で態度変容をより促進

掲載場所 MAG2 NEWS内カテゴリ

表示回数
3本パック：想定30,000imp

5本パック：想定50,000imp

料金

3本パック

2,100,000円 ⇒ 1,890,000円

5本パック

3,500,000円 ⇒ 2,800,000円

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円×掲載回数)が発生します。
・移動が伴う取材は別途費用が発生します。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用を

ご希望の場合は別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。
・記事はアーカイブされます。



①②

④

③

掲載場所
既存カテゴリ
※訴求内容を踏まえ、協議の上決定

料金 500,000円～

掲載保証期間 1ヶ月

原稿仕様

①ヘッダーバナー(PC) 980×150px 150KB以内

②ヘッダーバナー(SP) 320×100px 150KB以内

③レクタングルバナー 300×250px 150KB以内

④記事下
オリジナル枠

※バナーかテキスト
どちらかを選択

バナー
468×60px 150KB以内
※SP時は②を使用

テキスト見出し 全角32文字以内

テキストサイト名 全角15文字以内

入稿〆 配信日の3営業日前正午

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作費は内容によって別途

費用が発生する場合がございます。
・WEBデザイン、誘導メルマガなどにつきましては

変更する場合がございます。
・告知内容やカテゴリについては事前に掲載可否審査が

必要となります。
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MAG2 NEWS カテゴリジャック

カテゴリを開設
テーマに合ったカテゴリを開設。
MAG2 NEWSの記事が5行上部に入れ、
回遊を促すことも可能です。

Point 

WEB

広告主のご要望に沿った独占カテゴリを開設



SMAP解散をゲーム理論で分析／暗所の寝ながらスマホで失明？／「五山の送り火」３つの説

━━[ まぐまぐニュース！ 08/16 ]━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━
■専門家による本日のニュースコラム！
━━━━━━━━━━━━━━━━━

中国による尖閣「サラミ」戦術。日本はもう戦争を仕掛けられている
http://e.mag2.com/2bi2mcz

SMAPの解散を経済学の「ゲーム理論」で紐解いてわかったジレンマ
http://e.mag2.com/2btaMv2

テレビでも取り上げられるほど-PR-
http://i.mag2.jp/r?aid=Mg1957
≪にんにくパワーで夏対策！≫

暗い部屋の寝ながらスマホが「失明」を引き起こす可能性─英研究
http://e.mag2.com/2aUJ8nI

血圧が高めの方に-PR-
http://i.mag2.jp/r?aid=Mg1958
≪ライオンの「トマト酢生活」≫

━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------
血圧が高めの方に
毎日、おいしく健康対策！
ライオンのトクホ飲料
---------------------------

いつまでも元気でいたいあなたへ。
日頃の運動や食事に
ライオンの【トマト酢生活】を
プラスした健康対策を始めませんか？

『ライオン トマト酢生活
約10日分のトライアルパック』

お試し価格 980円＋税
＼ しかも送料無料！ ／

まずは10日間、始めてみませんか？
▼▼▼
http://i.mag2.jp/r?aid=Mg1959

━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━

媒体名 まぐまぐニュース！

配信形式 テキスト

配信数 2,500,000通

掲載費 300,000円

配信曜日

原稿仕様

A.メール件名付き
3段目広告

テキスト 全角14文字以内

サイト名 全角15文字以内

URL 1本

B.5段目広告
＋記事中PR枠

テキスト① 全角14文字以内

サイト名 全角15文字以内

テキスト②
全角17文字×20行固定
(URL含む)

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

注意事項
・URLは1箇所につき1本となります。
・Bについては個別のクリックレポートとなります。

13(C) まぐまぐ All Rights Reserved

3段目広告には広告主の「メール件名」
がそのまま入ります。
URLは3段目のみ1本設定可能

5段目にURLを1本
記事中PR枠にもURLを1本設定可能
※URLは同一

～初回お試しに最適～
分割配信も可能！

1,250,000通 150,000円

クリック重視

獲得重視

まぐまぐニュース！ [テキスト]メール

じっくり読むのに適したニュースが豊富。インフィード型で広告色を軽減

火月 木水 金 日土

件名：□□記事タイトル□□／○○3段目広告主件名○○

A
メール件名付き3段目広告

B
5段目広告

B
記事中PR枠



媒体名
まぐまぐ編集部だより
動画広告枠

配信形式 HTML

配信数 2,000,000通

掲載費 800,000円

配信曜日

原稿仕様

入稿形式
MOV,MP4
メール用に動画は以下の仕様となります。

表示形式
アニメーションGIF
416x234px / 秒間15フレーム / 64色
こちらでGIFに加工させていただきます。

動画サイズ 16:9 1980 x 1020px

時間 15秒までの動画

見出し 全角26文字以内×2行

社名 全角15文字以内

入稿〆 配信日の7営業日前正午

備考
見出し下に社名またはサービス名記載
PCでの閲覧時は画質が荒くなりますのでご注意ください。
※テキスト下部にPR表記が入ります。

14(C) まぐまぐ All Rights Reserved

動画枠のみアニメーション
件名はテキストエリア

ブランディング重視

動画枠

見出し

【動画枠】まぐまぐ編集部だより [HTML]メール

ファーストビューで自動再生されるインフィード型のGIF動画枠を設置

火月 木水 金 日土
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純広の場合、件名の利用が可能

クリック重視

まぐまぐ編集部だより [HTML]メール

今話題のニュースやSNSで拡散された記事がメイン

媒体名
まぐまぐ編集部だより
メール件名付きヘッダー広告

配信形式 HTML

配信数 2,000,000通

掲載費 800,000円

配信曜日

原稿仕様

バナー 728×90px 150KB以内

原稿形式
GIF,JPEG,PNG
アニメーション可

件名 全角20文字以内

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

備考
バナー内に社名またはサービス名を記載
メール件名は純広の場合のみ使用可となります。

火月 木水 金 日土

件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

ヘッダー広告
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ちょい見せまぐ！ [HTML]メール

著名人の記事に興味がある、有料メールマガジンの読者(課金ユーザー)がメイン

媒体名
ちょい見せまぐ！
メール件名付きヘッダー広告

配信形式 HTML

配信数 2,300,000通

掲載費 1,000,000円

配信曜日

原稿仕様

バナー 728×90px 150KB以内

原稿形式
GIF,JPEG,PNG
アニメーション可

件名 全角20文字以内

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

備考
バナー内に社名またはサービス名を記載
メール件名は純広の場合のみ使用可となります。

火月 木水 金 日土

純広の場合、件名の利用が可能

クリック重視

件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

ヘッダー広告



「墓じまい」トラブル急増中／フィリピン「暴
言王」が大統領当確／中国外相、エゴ丸出し

━━[ まぐまぐニュース！mm/dd ]━━━

日本にもシエスタを導入して欲しい！(まぐまぐ
編集部・よっすぃ～♪)

━━━━━━━━━━━━━━━━
■専門家による本日のニュースコラム！
━━━━━━━━━━━━━━━━━

ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL

ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL

ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL

全角テキスト14文字以内-PR-
URLURLURLURL
≪サイト名≫
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①カテゴリジャック ②記事広告
件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

③メルマガ広告

アクセスは掲載後減少傾向に向かうものの
記事へ誘導する事で複数回の訴求山場を作ることも可能。
長期的に訴求することでCVが上昇した実績もございます。

掲載期間

アクセス数

アクセス数推移イメージ

パッケージ価格
①カテゴリジャック 500,000円
②記事広告 700,000円
③メルマガ広告 300,000円

合計1,500,000円

⇒1,200,000円

①カテゴリジャック
掲載 ②記事広告

掲載 ③メルマガ
掲載

※記事中にはPR表記が入ります。

メルマガ＋WEBパッケージプランセット商品

カテゴリジャック＋記事広告＋メルマガ誘導で、ユーザーへ長期的に訴求

AD

AD

AD

コンテンツ掲載
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WEBサイト・MONEY VOICE

45歳以上が70％ 男性80%
資産運用に関心の高い層に訴求が可能

経営者層が20%
良質なビジネスパーソンへリーチ
メールマガジンを定期購読し、
サイトの長文も熟読するユーザーが多数

金融情報に興味がある課金ユーザーが多い
有料情報の購読＝お金を払って情報を得ることに
抵抗のない読者が多い

メールマガジンからサイトへ大量誘導
200万通を超えるメールマガジンを毎週発行。
Push通知で直接読者へリーチ

コスト／PVが非常に効率的
金融商品、カード系、人材紹介、健康食品など
ターゲットに合った実績多数

Point１

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

年齢層

性別

デバイス

月間PV

月間UU

3,680,000 PV

2.1% 8.7%

19.4%

25.1%

22.8%

21.9%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

84.8%

15.2%

male

female

34.8%

58.2%

7.1%

mobile

desktop

tablet

※2016年7月実績

メールマガジンから専門家の情報や生の声を集めた総合金融サイト

910,000 UU
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MONEY VOICE 記事広告WEB

通常記事と同じ体裁で訴求。じっくり読むユーザーが多い媒体ならではのメニュー

掲載場所

MONEY VOICE内カテゴリ
ニュース / 株式情報 / FX・先物 /
不動産投資情報 / ビジネス・ライフ
のいずれか

表示回数 想定10,000imp

料金 700,000円～

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円程度)が発生します。
・移動を伴う遠方への取材が発生する際は

別途取材費がかかります。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用を

ご希望の場合は 別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。

メディアタイアップで制作し

た記事や動画コンテンツをイ

ンターネット主要メディア

へ配信いたします。

外部メディア拡散オプション 料金 100,000円～

マネックス証券様
証券口座開設訴求

ARUHI様
住宅ローン来店訴求

SBI証券様
証券口座開設訴求

記事・動画
コンテンツ
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MONEY VOICE 記事広告連載型掲載

3話構成で視点を変え、幅広いリーチを狙う。
徐々にセグメントしたり、同じ内容で切り口を変えるなど、様々なアプローチが可能。

WEB

本数及び掲載内容を企画段階からご提案。複数回で態度変容をより促進

掲載場所

MONEY VOICE内カテゴリ
ニュース / 株式情報 / FX・先物 /
不動産投資情報 / ビジネス・ライフ
のいずれか

表示回数
3本パック：想定30,000imp

5本パック：想定50,000imp

料金

3本パック

2,100,000円 ⇒ 1,890,000円

5本パック

3,500,000円 ⇒ 2,800,000円

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPRが入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円×掲載回数)が発生します。
・遠方への取材が発生する際は別途取材費が

かかります。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用を

ご希望の場合は別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。
・記事はアーカイブされます。
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MONEY VOICE カテゴリジャックWEB

広告主のご要望に沿った独占カテゴリを開設

掲載場所
新設カテゴリ
※訴求内容を踏まえ、協議の上決定

料金
500,000円～

※カテゴリに記事がない場合は別途お見積となります。

掲載保証期間 1ヶ月

原稿仕様

①ヘッダーバナー(PC) 980×150px 150KB以内

②ヘッダーバナー(SP) 320×100px 150KB以内

③レクタングルバナー 300×250px 150KB以内

④記事下
オリジナル枠

※バナーかテキスト
どちらかを選択

バナー
468×60px 150KB以内
※SP時は②を使用

テキスト見出し 全角32文字以内

テキストサイト名 全角15文字以内

入稿〆 配信日の3営業日前正午

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作費は内容によって別途費用が発生する場合がございます。
・WEBデザイン、誘導メルマガなどにつきましては

変更する場合がございます。
・告知内容やカテゴリについては事前に掲載可否審査が

必要となります。

①②

④

③

カテゴリを開設
テーマに合ったカテゴリを開設。
すべてのサイト訪問者の中から、
興味のある方に集中してリーチが可能です。

Point 
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3段目広告には広告主の「メール件名」がそのまま入ります。
URLは3段目のみ1本設定可能

クリック重視

メールマガジン広告[テキスト]メール

金融情報をじっくり読むユーザーが滞在。視認されやすいトップニュース紹介枠へ掲載

━━━━━━━━━━━━━━━━━
『マネーボイス』資産運用ニュース
2016年02月11日 木曜日
━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━
■きょうのトップニュース！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
●黒田日銀の「大誤算」～マイナス金利で円高・株安が起きた真の理由＝吉田繁治
http://i.mag2.jp/r?aid=a56bbdd8495864
(編)マイナス金利→円安・株高を狙った日銀は市場の「織り込み」を見逃した

●アベノミクス第1幕の終演、下値メド1万4000円も？～どう見るこの相場Q&A
http://i.mag2.jp/r?aid=a56bbdd84ae2e2
(編)肝心の「第2幕」はいつ始まるのか？日柄と価格から下値メドを考える

●年収２０００万円以上の求人-PR-
http://i.mag2.jp/r?aid=Mo0447 
≪エグゼクティブ転職はビズリーチ≫

●「北朝鮮の脅威」は八百長芝居。アメリカの台所事情に翻弄される日本
http://i.mag2.jp/r?aid=a56bbdd84b11c0
(編)米財政問題から透けて見える北朝鮮ミサイル問題の真相。安倍首相の胸中は

●あなたの愛車、今いくら？-PR-
http://i.mag2.jp/r?aid=Mo0448 
≪愛車無料一括査定ならカービュー≫

━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━

件名：□□記事タイトル□□／○○3段目広告主件名○○

AD①
3段目広告

AD②
記事中PR広告

AD②
5段目広告

株価情報の原稿内容はマーケットの関係で広告設定後に更新されます。
事前の原稿内容についてはお応えいたしかねますので、予めご了承ください。

媒体名 MONEY VOICE

配信形式 テキスト

配信数 2,100,000通

掲載費 300,000円

配信曜日

原稿仕様

AD①
メール件名付き
3段目広告

テキスト 全角14文字以内

サイト名 全角15文字以内

URL 1本

AD②
5段目広告
＋記事中PR枠

テキスト① 全角14文字以内

サイト名 全角15文字以内

テキスト② 全角17文字×20行固定

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

注意事項
URLは1箇所につき1本となります。
AD②については個別のクリックレポートとなります。

火月 木水 金 日土

5段目にURLを1本
記事中PR枠にもURLを1本設定可能
※URLは同一

～初回お試しに最適～
分割配信も可能！

1,050,000通 150,000円

獲得重視



件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

AD
ヘッダー広告

株価情報の原稿内容はマーケットの関係で広告設定後に更新されます。
事前の原稿内容についてはお応えいたしかねますので、予めご了承ください。 24

純広の場合、件名の利用が可能クリック重視

週刊金融経済ジャーナル [HTML]メール

政治経済に興味のある、有料メールマガジンの読者(課金ユーザー)がメイン

媒体名
週刊 金融経済ジャーナル
メール件名付きヘッダー広告

配信形式 HTML

配信数 1,150,000通

掲載費 800,000円

配信曜日

原稿仕様

バナー 728×90px 150KB以内

件名 20文字以内

原稿形式
GIF,JPEG,PNG
アニメーション可

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

注意事項
バナー内に社名またはサービス名を記載。
メール件名は純広の場合のみ使用可となります。

火月 木水 金 日土
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①カテゴリジャック ②記事広告

『マネーボイス』資産運用ニュース
yyyy年mm月dd日 e曜日
━━━━━━━━━━━━━━━━━

先日、小学校の同窓会がありました。
掃除をサボって北斗神拳に磨きをかけ

━━━━━━━━━━━━━━━━━
■きょうのトップニュース！
━━━━━━━━━━━━━━━━━
●ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL
(編)コメントコメントコメント

●ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL

(編)コメントコメントコメント

●ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL

(編)コメントコメントコメント

●ニュースタイトルが入ります
URLURLURLURL
(編)コメントコメントコメント

●全角テキスト14文字以内-PR-
URLURLURLURL
≪サイト名≫

③メルマガ広告

アクセスは掲載後減少傾向に向かうものの
記事へ誘導する事で複数回の訴求山場を作る
ことも可能。
長期的に訴求することでCVが上昇した実績も
ございます。

掲載期間

アクセス数

アクセス数推移イメージ

パッケージ価格
①カテゴリジャック 500,000円

②記事広告 700,000円

③メルマガ広告 300,000円

合計1,500,000円

⇒1,200,000円

①カテゴリジャック
掲載 ②記事広告

掲載 ③メルマガ
掲載

メルマガ＋WEBパッケージプランセット商品

カテゴリジャック＋記事広告＋メルマガ誘導で、ユーザーへ長期的に訴求

AD

コンテンツ掲載

AD

件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

※記事中にはPR表記が入りま
す。
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ジモトのココロ記事広告

宮崎県小林市様

香川県小豆島土庄町様栃木県那須塩原市様

WEB

市町村や地域の情報を、まぐまぐならではの切り口で記事化し、シェアを促進

(C) まぐまぐ All Rights Reserved

掲載場所 ジモトのココロ内カテゴリ

表示回数 想定5,000imp

料金 400,000円～

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円程度)が発生します。
・移動を伴う遠方への取材が発生する際は

別途取材費がかかります。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用を

ご希望の場合は 別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。
・記事はアーカイブされます。

月間PV

月間UU

490,000 PV

240,000 UU

※2016年7月想定
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WEB

3話構成で視点を変え、幅広いリーチを狙う。
徐々にセグメントしたり、同じ内容で切り口を変えるなど、様々なアプローチが可能。

本数及び掲載内容を企画段階からご提案。複数回で態度変容をより促進

ジモトのココロ記事広告連載型掲載

掲載場所 ジモトのココロ内カテゴリ

表示回数
3本パック：想定15,000imp

5本パック：想定25,000imp

料金

3本パック

1,200,000円 ⇒ 1,000,000円

5本パック

2,000,000円 ⇒ 1,600,000円

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円×掲載回数)が発生します。
・移動が伴う取材は別途費用が発生します。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用をご希望の場合は

別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。
・記事はアーカイブされます。
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WEB

ふるさと納税のPR内容や既存の記事を活用し、シェアされやすい切り口で記事を作成

(C) まぐまぐ All Rights Reserved

ジモトのココロふるさと納税記事広告

掲載場所 ジモトのココロ内カテゴリ

表示回数 想定5,000imp

料金 200,000円～

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、

別途費用(20万円程度)が発生します。
・移動を伴う遠方への取材が発生する際は

別途取材費がかかります。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用を

ご希望の場合は 別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては

不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。
・記事はアーカイブされます。三重県牟婁郡紀宝町様

香川県小豆島土庄町様宮崎県小林市様
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純広の場合、件名の利用が可能

獲得重視

ジモトのココロ [HTML]メール

全国の市町村が発信する、シェアしやすい記事が満載

媒体名 ジモトのココロ

配信形式 HTML

配信数 2,050,000通

掲載費 500,000円

配信曜日

原稿仕様

バナー 728×90px 150KB以内

件名 全角20文字以内

原稿形式
GIF,JPEG,PNG
アニメーション可

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

備考
バナー内に社名またはサービス名を記載
メール件名は純広の場合のみ使用可となります。

火月 木水 金 日土

件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

ヘッダー広告

記事中広告 件名



その他
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件名件名：○○広告主件名○○ 一社独占 件名：○○広告主件名○○ 一社独占
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まぐまぐ！セレクション ●/●/● 号
情報提供：●●●●

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『まぐまぐ！セレクション』は、まぐまぐ！でメルマガを講読中の方にお送りする
公式メールです。今後、受取を希望されない場合は以下のページフォームより
解除をお願いいたします。

配信中止はこちらから↓
http://www.mag2.com/wmag/pr_info.html

メールアドレスの変更はマイページから↓
https://mypage.mag2.com/Welcome.do 
────────────────────────────────────
■お問い合わせ先 http://help.mag2.com/ 
■発行元 株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
■配送技術：株式会社アットウェア http://www.atware.co.jp/ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※ランディングページはパソコン、スマホなどそれぞれ最適に表示される環境を
ご用意ください。

その他

広告主の独占メルマガをまぐまぐユーザーにお届けいたします。

まぐまぐ!セレクション [HTML/テキスト]

媒体名 まぐまぐ！セレクション

配信形式 HTML/テキスト

配信数 5,000,000通

掲載費 1,500,000円

配信曜日

原稿仕様

HTML原稿

HTMLテーブル組でご入稿ください。
※まぐまぐで制作する場合は
素材提供有り 10万円
素材提供無し 別途お見積

メール件名 全角35文字以内

URL 1本

テキスト原稿

メール件名 全角35文字以内

本文 35文字×100行以内

URL 1本

情報提供名 全角30文字以内

火月 木水 金 日土

HTML原稿

テキスト原稿
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純広の場合、件名の利用が可能

獲得重視

メール

まぐまぐで英語系メルマガを購読しているユーザーに配信！
語学・留学に興味のある読者層に人気のメルマガです。

英語のまぐ！[HTML]

媒体名 英語のまぐ！

配信形式 HTML

配信数 1,200,000通

掲載費 500,000円

配信曜日

原稿仕様

バナー 728×90px 150KB以内

原稿形式
GIF,JPEG,PNG
アニメーション可

件名 全角20文字以内

URL 1本

入稿〆 配信日の3営業日前正午

備考
バナー内に社名またはサービス名を記載
メール件名は純広の場合のみ使用可となります。

火月 木水 金 日土

件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

AD
ヘッダー広告



広告メニュー一覧
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10-12月期新商品

媒体名 形式 配信通数 掲載費用 広告枠 原稿 掲載日

まぐまぐ！セレクション
ターゲティングメール

HTML
テキスト

20,000通
50,000通

100,000通

200,000円
500,000円
800,000円

-
件名：全角35文字以内
本文：35文字×100行以内
URL：1本

毎週月曜日



36(C) まぐまぐ All Rights Reserved

広告メニュー MAG2 NEWS

メニュー名 想定imp 掲載費用 掲載期間 備考

記事広告
10,000
30,000
50,000

700,000円
1,890,000円
2,800,000円

3ヶ月
記事はアーカイブされます

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、別途費用(20万円×掲載回数)が発生します。
・移動が伴う取材は別途費用が発生します。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用をご希望の場合は別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが、予告なく削除する場合がございます。

カテゴリジャック - 500,000円～ 1ヵ月

・記事広告(ネイティブアド)とのセットになります。
・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作費は内容によって別途費用が発生する場合がございます。
・WEBデザイン、誘導メルマガなどにつきましては変更する場合がございます。
・告知内容やカテゴリについては事前に掲載可否審査が必要となります。

媒体名 形式 配信通数 掲載費用 広告枠 原稿 掲載日

まぐまぐニュース！ テキスト 2,500,000通 300,000円

メール件名付き3段目広告
件名/テキスト：全角14文字以内
サイト名：全角15文字以内
URL：1本

毎週月～金曜日

5段目広告＋記事中PR枠

テキスト①：全角14文字以内
サイト名：全角15文字以内
テキスト②：全角17文字×20行固定
URL：1本

まぐまぐ編集部だより HTML 2,000,000通 800,000円

動画広告枠

入稿形式：MOV,MP4
動画サイズ：16:9
件名：全角26文字以内×2行
社名：全角15文字以内 毎週火曜日、土曜日

メール件名付きヘッダー広告
件名：全角20文字以内
原稿：728×90px 150KB以内
URL：1本

ちょい見せまぐ！ HTML 2,300,000通 1,000,000円 メール件名付きヘッダー広告
件名：全角20文字以内
原稿：728×90px 150KB以内
URL：1本

毎週月曜日、木曜日

メニュー名 想定imp 掲載費用 掲載期間 備考

メルマガ＋WEB
パッケージプラン

- 1,200,000円 ※各メニューに準ずる ※各メニューに準ずる
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メニュー名 想定imp 掲載費用 掲載期間 備考

メルマガ＋WEB
パッケージプラン

- 1,200,000円 ※各メニューに準ずる ※各メニューに準ずる

広告メニュー MONEY VOICE

媒体名 形式 配信通数 掲載費用 広告枠 原稿 掲載日

MONEY VOICE テキスト 2,100,000通 300,000円

メール件名付き
3段目広告

件名/テキスト：全角14文字以内
サイト名：全角15文字以内
URL：1本

毎週火曜日、木曜日、日曜日

5段目広告
＋記事中PR枠

テキスト①：全角14文字以内
サイト名：全角15文字以内
テキスト②：全角17文字×20行固定
URL：1本

週刊 金融経済ジャーナル HTML 1,150,000通 800,000円
メール件名付き
ヘッダー広告

件名：全角20文字以内
原稿：728×90px 150KB以内
URL:1本

毎週土曜日

メニュー名 想定imp 掲載費用 掲載期間 備考

記事広告
10,000
30,000
50,000

700,000円
1,890,000円
2,800,000円

3ヶ月
掲載後はアーカイブ化

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、別途費用(20万円程度)が発生します。
・移動を伴う遠方への取材が発生する際は別途取材費がかかります。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用をご希望の場合は別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。

カテゴリジャック - 500,000円～ 1ヵ月

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作費は内容によって別途費用が発生する場合がございます。
・WEBデザイン、誘導メルマガなどにつきましては

変更する場合がございます。
・告知内容やカテゴリについては事前に掲載可否審査が必要となります。
・想定imp数はカテゴリにより変動する場合もあります。
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媒体名 形式 配信通数 掲載費用 広告枠 原稿 掲載日

ジモトのココロ HTML 2,050,000通 500,000円 メール件名付きヘッダー広告
件名：全角20文字以内
原稿：728×90px 150KB以内
URL：1本

毎週水曜日

広告メニュー ジモトのココロ

メニュー名 想定imp 掲載費用 掲載期間 備考

記事広告
5,000

15,000
25,000

400,000円
1,000,000円
1,600,000円

3ヶ月
掲載後はアーカイブ化

・制作期間は10～20営業日かかります。
・記事中にはPR表記が入ります。
・制作期間を一週間以上短くする場合、別途費用(20万円程度)が発生します。
・移動を伴う遠方への取材が発生する際は別途取材費がかかります。
・動画、取材、インタビュー、体験レビューは

別途費用が発生する場合があります。
・著名人の出演アサインや2次利用をご希望の場合は別途お見積りとなります。
・PRポスト内での比較表現につきましては不可となります。
・コンテンツはそのまま掲載いただけますが

予告なく削除する場合がございます。

ふるさと納税記事広告
5,000

200,000円～
3ヵ月
掲載後はアーカイブ化
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広告メニュー その他

媒体名 形式 配信通数 掲載費用 広告枠 原稿 掲載日

まぐまぐ！セレクション
HTML
テキスト

5,000,000通 1,500,000円 -
件名：全角35文字以内
本文：35文字×100行以内
URL：1本

毎週月曜日

英語のまぐ！ HTML 1,200,000通 500,000円 メール件名付きヘッダー広告
件名：全角20文字以内
原稿：728×90px 150KB以内
URL：1本

毎週金曜日



原稿規定
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お見積 枠確認
ページ

審査
ご発注 入稿 掲載

弊社より見積書を送付
いたします。
主に、掲載期間・掲載
箇所をご確認下さい。

お見積に記載された枠
及び広告商品が実際に
ご購入いただけるか、
弊社で確認いたしま
す。

お見積内容を元に指定
のアドレスにお送り
ください。
弊社より受領メールを
お送りすれば正式に受
発注が成立です。

ランディングページの
審査を行います。
薬事法や景表法、JIAA
などの基準に則り審査
いたします。

掲載の3営業日前正午
までにご入稿下さい。
※動画のみ7営業日前正午

掲載開始時間は広告
メニューによって
異なりますのでご発注
時にご確認下さい。

ご発注から掲載までの流れ

お見積より10営業日程度要しますので、ご協力をお願いいたします。
※記事広告/カテゴリジャックは別スケジュールとなります。
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テキスト広告(件名付き)共通備考

・クリックカウント必須。URLは媒体用URLに置き換わります。
・完全原稿でご入稿ください。

■件名

・文字列を視覚的に強調するための約物・記号類の使用を制限させていただく場合があります
(商品名等を除く)。

・使用可能な記号は以下の通りです。

-文頭でも使用可能(ペアで内向きに使用)：《 》≪ ≫「 」『 』＜＞( )

-文頭でなければ使用可能(１種類を１箇所まで)： ○□☆◇♪▽△◎

・半角文字、半角記号、スペース(全・半角)は使用できません。

HTML広告(フッター)共通備考

■件名

・文字列を視覚的に強調するための約物・記号類の使用を制限させていただく場合があります
(商品名等を除く)。

・使用可能な記号は以下の通りです。

-文頭でも使用可能(ペアで内向きに使用)：《 》≪ ≫「 」『 』＜＞( )

-文頭でなければ使用可能(１種類を１箇所まで)： ○□☆◇♪▽△◎

・半角文字、半角記号、スペース(全・半角)は使用できません。

■本文

・ALTテキストは見出しと同じになります。

・クリックカウント必須。URLは媒体用URLに置き換わります。

・完全原稿でご入稿ください。

・ユーザーの環境によってHTMLが表示されない場合は、
ウェブ上にアップしてあるコンテンツ(＝HTMLメールと同内容)に誘導する形となります。

・配送が翌日にかかることがございます。

HTML広告(件名付き)共通備考

■件名

・文字列を視覚的に強調するための約物・記号類の使用を制限させていただく場合があります
(商品名等を除く)。

・使用可能な記号は以下の通りです。

-文頭でも使用可能(ペアで内向きに使用)：《 》≪ ≫「 」『 』＜＞( )

-文頭でなければ使用可能(１種類を１箇所まで)： ○□☆◇♪▽△◎

・半角文字、半角記号、スペース(全・半角)は使用できません。

■本文

・ALTテキストは見出しと同じになります。

・クリックカウント必須。URLは媒体用URLに置き換わります。

・完全原稿でご入稿ください。

・ユーザーの環境によってHTMLが表示されない場合は、
ウェブ上にアップしてあるコンテンツ(＝HTMLメールと同内容)に誘導する形となります。

・配送が翌日にかかることがございます。

入稿後に自動変換される文字について

※Windows(配信前) ⇒ Linux(配信後)(文字コードはUnicode使用)

※上記に基づいて類似している文字に自動変換しております。差分チェッカー等をお使いの際はご注意ください。

字形
入稿原稿

⇒

変換後

UNICODE名 UNICODE UNICODE名 UNICODE
― HORIZONTAL BAR U+2015 BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL U+2500

～ FULLWIDTH TILDE U+FF5E WAVE DASH U+301C

∥ PARALLEL TO U+2225 DOUBLE VERTICAL LINE U+2016

- FULLWIDTH TYPHEN-MINUS U+FF0D MINUS SIGN U+2212

￠ FULLWIDTH CENT SIGN U+FFE0 CENT SIGN U+00A2

￡ FULLWIDTH POUND SIGN U+FFE1 POUND SIGN U+00A3

￢ FULLWIDTH NOT SIGN U+FFE2 NOT SIGN U+00AC

原稿仕様



43(C) まぐまぐ All Rights Reserved

件名、目次 本文

▼NG文字・記号

1 )スペース(半角全角ともに使用禁止)
2 )半角文字
3 )ペアで使用されていない以下カッコ記号

《 》 ≪ ≫ 「 」 『 』 ＜ ＞
4 )件名全体をカッコで囲むこと
5 )件名内の文章をカッコでつなげるもの
6 )カッコを重ねて使用すること
7 )使用できるカッコは２種類まで
8 )飾り記号をカッコのように使うこと
9 )黒色記号 【 】 ● ★ ■ ▲ ▼ ◆
10) ○□☆◇♪▽△◎を、件名頭で使用すること
11) ○□☆◇♪▽△◎は、件名内に１種類を１回まで
12)同じ種類の記号を３つ以上使用
13)違う記号であっても連続３つ以上の使用
14) 「・」の誤った使用
15)機種依存文字
16)その他、まぐまぐが不適切と判断したもの

1 )機種依存文字
2 )規定文字数を超えたスペース
3 )その他、まぐまぐが不適切と判断したもの

▼NG表現

1 )断定表現
2 )誇大表現
3 )客観的事実のない最大級表現 ※例)「日本一」「最大」「最速」など
4 )差別用語
5 )法令に抵触する表現
6 )文意が通じないもの
7 )過度に期待させる表現
8 )伏字
9 )その他、まぐまぐが不適切と判断したもの

1 )告知LPと、差異のある表現、内容
2 )伏字
3 ) 「PR」表記
4 )まぐまぐコンテンツまたはその他公開情報に酷似した表現
5 )他社広告に酷似し誤解を生む恐れのある表現
6 )まぐまぐが推奨しているかのような表現
7 )断定表現
8 )誇大表現
9 )客観的事実のない最大級表現 ※例)「日本一」「最大」「最速」など
10)差別用語
11)法令に抵触する表現
12)文意が通じないもの
13)過度に期待させる表現
14)その他、まぐまぐが不適切と判断したもの

▼NGルール

1 )別クライアント様との類似件名
2 )その他、まぐまぐが不適切と判断したもの

1 )掲載可否時と異なる告知LP
2 )配信日から７日以内に終わるキャンペーン告知訴求で、キャンペーン終了日の記載がない原稿
3 )その他、まぐまぐが不適切と判断したもの

禁止事項



 掲載基準

掲載にあたり弊社で事前に掲載可否審査をさせていただきます。

弊社基準に満たない場合にはご出稿をお断りすることもございます。

詳細は http://www.mag2.co.jp/contact/data/mag2-mediaguideline.pdf を参照ください。

 出稿ガイドライン

会社概要(問い合せ先)、プライバシーポリシー(個人情報の保護と利用目的)・特定商取引法に基づく表記など必要事項の記述がないなど情報不備があるサイトは、ユーザー保護の理由により掲載をお断りいたします。
販売金額表記について
消費税の総額表示が義務付けられています。総額表示されていれば、税額や本体価格の併記をすることもできます。税別価格を税込価格よりも先に表示する場合は、税別価格が目立つような色使いや大きさにならないようにしなければなりません。
※総額表示義務の特例により、平成25年10月1日から平成30年9月30日までの間は、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しません。

掲載期間中にお申込内容とサイト・広告内容に相違があった場合、掲載を途中で打ち切る場合があります。

掲載枠数、配信数、同業種同一期間内配信などに制限があるため、他の広告出稿状況により掲載をお受け出来ない場合があります。

詳細は http://www.mag2.co.jp/contact/data/mag2-mediaguideline.pdf を参照ください。

 入稿ついて

入稿締切日前のE-mailによる入稿。

原稿内容の確認・変更のお願いをさせていただく場合があります。

広告のリンク先のサイト内容は広告主様の所有物ですが、広告の訴求内容との相違、申込時と入稿時の内容相違、各種法規に反する表現、弊社ユーザーに不利益をもたらす表現など、弊社ユーザー保護の観点から
サイト内容の確認・修正をお願いしたり、掲載をお断りする場合があります。

入稿後のサイト内容の差し替えはお断りいたします。

入稿遅延や、原稿修正の遅れその他により配信に影響を与える場合には、掲載をお断りする場合があります。

必ずリンク先サイトに、広告主様の会社名・ご住所・連絡先(電話番号、E-mailアドレス)を明記してください。(お申し込み時に上記項目のご連絡をお願いします。)

 免責事項

弊社は、掲載可否理由の説明義務を負いません。

Webサーバー、広告配信サーバー等について、保守運用に最大限の注意を払いますが、天災地変、回線業者・データセンターのメンテンス、ソフトウェア・ハードウェアのアップデート、想定外の高負荷による
処理能力の低下等のやむを得ない事情により、広告の掲載に支障をきたす恐れがあります。この場合弊社は一切の責任を負わず免責されるものとします。

メール配信時(テキスト・HTMLメール・動画メール・及びリンク先などのWEBページを含む) 、一部のメールソフト・ブラウザにより意図した形式で表示されない場合による損害が生じたとしても、
弊社は一切責任を負わず免責されるものとします。

 キャンセルについて

広告枠のお申込後のキャンセル料金は下記の通りです。
７営業日～５営業日前までは30% ・４営業日～２営業日前までは50% ・１営業日前までは100%

※その他ご出稿、お申込みにあたっての詳細は http://www.mag2.co.jp/contact/data/mag2-mediaguideline.pdf を参照ください。
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掲載基準・お申込みについて

http://www.mag2.co.jp/contact/data/mag2-mediaguideline.pdf
http://www.mag2.co.jp/contact/data/mag2-mediaguideline.pdf
http://www.mag2.co.jp/contact/data/mag2-mediaguideline.pdf


会社概要

商 号：株式会社まぐまぐ
代表取締役：松田誉史
資 本 金：1億円
創 業：1997年
本 社：東京都渋谷区渋谷1-3-9

ヒューリック渋谷一丁目ビル5階
(東海堂渋谷ビル)

株式会社まぐまぐ マーケティング部
TEL  ：03-5464-5602
MAIL：post-ad＠mag2.com

広告掲載 お問い合わせ先


