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ジモトのココロとは

ジモトの新しい魅力を再発見！
大手ニュースサイトにはない
地方の「粋な」情報をお届けします。

地方の「まちづくり」「ものづくり」「スポット」「移

住」「観光」「温泉」「小ネタ」のほか、自治体制作に

よるPR動画やイベント、体験レポなど、独自の視点で

ジモトを紹介。「地方から日本を元気に！」をコンセプ

トに、ジモトの新しい魅力を伝えていきます。
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媒体概要
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月間UU
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アクセスデータ ※2016年8月実績
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人気記事

全国各地、地域の情報を中心に、たくさんの人気記事が誕生しました。

シェア：4,058

地方あるあるに胸が痛い！

女子高生と「 地域活性化 」

を学ぶ マンガ

http://jimococo.mag2.com

/zenkoku/2707

シェア：3,437

最も住みたい 田舎 No.１が

決定！西日本が ランキング

上位を独占

http://jimococo.mag2.com

/zenkoku/4713

シェア：3,129

思わず２度見。フランス人

による小林市の移住動画に

誰もがだまされる

http://jimococo.mag2.com

/kyushu/miyazaki/kobayas

hishi/1447

シェア：15,212

温泉でシンクロはできるの

か。湧出量１位の大分県が

前代未聞の挑戦

http://jimococo.mag2.com

/kyushu/oita/2306

シェア：9,302

まだゴミ回収を待ってる

の？収集車ゼロの上勝町に

学ぶカッコイイ暮らし方

http://jimococo.mag2.com

/shikoku/tokushima/kamik

atsucho/900

シェア：5,823

時代は「デザイナーズ銭

湯」。460円で楽しめる都

内の豪華な銭湯5選

http://jimococo.mag2.com

/kanto/tokyo/9040

http://jimococo.mag2.com/zenkoku/2707
http://jimococo.mag2.com/zenkoku/4713
http://jimococo.mag2.com/kyushu/miyazaki/kobayashishi/1447
http://jimococo.mag2.com/kyushu/oita/2306
http://jimococo.mag2.com/shikoku/tokushima/kamikatsucho/900
http://jimococo.mag2.com/kanto/tokyo/9040


広告メニュー
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ジモトのココロ 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 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。

WEB

市町村や地域の情報を、ジモココならではの切り口で記事化し、シェアを促進します。

宮崎県小林市様

思わず２度見。フランス人による小林市の

移住動画に誰もがだまされる

http://jimococo.mag2.com/kyushu/miyaz

aki/kobayashishi/1447

栃木県那須塩原市様

88段の階段の先に広がる絶景。

那須塩原が誇る明賀屋本館の川

岸露天風呂

http://jimococo.mag2.com/kan

to/tochigi/nasushiobarashi/160

香川県小豆郡土庄町様

最高に気持ちイイ、女の離島

旅。自転車で豊島をグルリ一周

するイロハ

http://jimococo.mag2.com/shik

oku/kagawa/tonoshochou/700

0

http://jimococo.mag2.com/kyushu/miyazaki/kobayashishi/1447
http://jimococo.mag2.com/kanto/tochigi/nasushiobarashi/160
http://jimococo.mag2.com/shikoku/kagawa/tonoshochou/7000


連載構成で視点を変え、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。

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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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します。

WEB



PR事例：宮崎県小林市様

ジモトのココロ
編集部が制作

「地方から日本を元気に！」という一貫したテーマが大きな共感を得ています。
地元民では気づきにくい「新しい魅力」を、第三者の客観的な目線でお伝えします。

記事広告

ジモココ編集部が独自の取材で「小林市」の魅力を再発見

公式メルマガ
ジモトのココロ公式メルマガ（200万通発行）
へも掲載し、PR記事への有効な導線を設置。
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WEB メルマガ



WEB メルマガ
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PR事例：香川県小豆郡土庄町様
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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 ふるさと納税カテゴリ

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。
・記事は通常記事と同様アーカイブされます。

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いたします。

WEB

市区町村様

•リリース情報や返礼品をお送り頂き

ます。

ジモトのココロ編集部

•PR記事を制作いたします。

•ふるさと納税カテゴリ内に記事を掲

載いたします。

PR記事

ふるさと納税カテゴリ内に
記事掲載



ふるさと納税や返礼品を訴求する記事をジモトのココロ編集部にて制作します。

WEB メルマガ
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記事例：三重県紀宝町様、滋賀県草津市様、山口県山口市様

記事広告

ふるさと納税の返礼品をジモトのココロ編集部がレビュー。返礼
品を実際に調理しておいしそうに紹介する企画を実施。

公式メルマガ
ジモトのココロ公式メルマガ（200万通発行毎
週水曜）へも掲載し、PR記事への有効な導線
を設置。
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ジモトのココロ [HTML]

媒体名 ジモトのココロ

配信形式 HTML

配信数 2,000,000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

全国の市町村が発信する、シェアしやすい記事が満載です。

メール

純広の場合、件名の利用が可能

獲得重視

件名：□□記事タイトル□□／○○広告主件名○○

ヘッダー広告



広告メニュー一覧



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 2,000,000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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お見積 ご発注 制作
原稿

確認
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。

原則、初稿、再稿につきましてそ
れぞれ1回のご修正でお願いいたし
ます。
※初稿→初稿お戻し→再稿→校了

ご発注から掲載までの流れ

企画内容、スケジュール
決定後制作に移ります。
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掲載基準・お申込みについて

• 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 https://www.mag2.co.jp/service/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 https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-mediaguideline.pdf を参照ください。

• 入稿について
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 https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-mediaguideline.pdf を参照ください。

https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-mediaguideline.pdf
https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-mediaguideline.pdf
https://www.mag2.co.jp/service/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 営業部
TEL  ：03-5464-5602
MAIL：post-ad＠mag2.com

広告掲載 お問い合わせ先


