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TRiP EDiTORとは
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旅と人生は、もっと楽しく編集できる。
各界のプロが語りつくす旅行メディア

TRiP EDiTORは、メルマガ最大手『まぐまぐ！』で
活躍する旅行のプロたちが35歳以上のビジネスパーソンを対象に
「旅をすること、生きること」の新たな魅力を再提案する
旅行メディアです。



旅行のプロが発信するコンテンツ
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旅行を120％楽しむための国内と海外の旅行情報が満載。『旅』と一口に言っても実に様々で
「温泉の旅」もあれば「アジア週末旅」もあります。様々な分野の専門家が、いろいろな旅をレコメンド！



TRiP EDiTORのユーザー属性
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性別 年齢 年収

利用者は56%が男性。年代別では35～54歳が約半数、55歳以上が20%となります。
年収600万円以上の高所得者層が55%を占め、旅行関連支出の大きいアクティブなユーザーが集まっています。

26% 68% 6%

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25デスクトップ モバイル タブレット UU:630,000/月

TRiP EDiTOR GoogleAnalytics
アクセスデータ（2019年4月実績）より
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オフィシャルメールマガジン



HTMLメルマガ「TRiP EDiTOR」インフィード広告枠
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今すぐ旅に出たくなるような様々な分野の旅の
プロたちが情報を発信していきます。

「旅をすること、生きること」の新たな魅力を発掘。
TRiP EDiTOR公式メルマガへインフィード型で掲載。

件名：□□記事タイトル□□

見出し・サイト名

媒体名 TRiP EDiTOR インフィード広告枠

配信形式 HTML

配信曜日

原稿仕様

バナー 350×188px 150KB以内

ヘッドライン 全角14文字以内

見出し 全角32文字以内

サイト名 全角15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

・クリックカウント必須。
URLは弊社カウント用に置き換わります。

・バナー内には文字を入れない（推奨）
・ヘッドラインは純広の場合のみ使用可となります。
・サイト名、ヘッドライン横にPR表記が入ります。

火月 木水 金 日土

純広の場合、
ヘッドラインの使用が可能

インフィード
広告枠



HTMLメルマガ「今週の編集部厳選旅行☆プレミアムチョイス」
TRiP EDiTOR編集部プレミアム☆チョイス枠
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TRiPEDiTORから配信する、お得な旅行情報を紹介するメールマガジンへ掲載。

媒体名
今週の編集部厳選旅行☆プレミアムチョイス
TRiP EDiTOR 編集部プレミアム☆チョイス枠

配信形式 HTML

プラン
掲載本数

5本

配信曜日

入稿物

ツアー1本に対し、下記のご入稿をお願いいたします。
写真素材各3点
サイズ：1200×700pix以上必須
リンク先URL：１本
※別途お渡しする今週の編集部厳選旅行入稿シートと一緒に
ご入稿ください。
※いただいた素材は弊社で加工させていただきます。
※プランの魅力がわかる綺麗な写真素材でお願いします。

注意事項

※広告主様が著作権を有していない写真を流用される際は、
必ず著作権者から了解を得た上でご入稿下さい。TRiP
EDiTORでは、お客様から提供された写真について一切の責
任を負いかねます。
※メールの件名、見出し、本文等のクリエイティブはすべて
編集部にて決定します。事実誤認等のケースを除き、修正は
お受けできませんので、あらかじめご了承ください。

火月 木水 金 日土

ツアー②

ツアー① 広告主様ランディングページ
（予約ページ）

ヘッダー部分に1本、
TRiP EDiTOR編集部プレミアム☆チョイス枠
に４本、
計5本のツアーを掲載いただけます。

件名：□□記事タイトル□□/プレミアム☆チョイス枠広告主件名

ツアー② ツアー②

ツアー②



HTMLメルマガ「今週の編集部厳選旅行☆プレミアムチョイス」
インフィード広告枠

8

TRiPEDiTORから配信する、お得な旅行情報を紹介するメールマガジンへ掲載。

件名：□□記事タイトル□□/プレミアム☆チョイス枠広告主件名

インフィード
広告枠

見出し・サイト名

純広の場合、
ヘッドラインの使用が可能

媒体名
今週の編集部厳選旅行☆プレミアムチョイス
インフィード広告枠

配信形式 HTML

配信曜日

原稿仕様

バナー 350×188px 150KB以内

ヘッドライン 全角14文字以内

見出し 全角32文字以内

サイト名 全角15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

・クリックカウント必須。
URLは弊社カウント用に置き換わります。

・バナー内には文字を入れない（推奨）
・ヘッドラインは純広の場合のみ使用可となります。
・サイト名、ヘッドライン横にPR表記が入ります。

※デザインは変更になる可能性があります。



HTMLメルマガ「今週の編集部厳選旅行☆プレミアムチョイス」
TRiP EDiTOR編集部プレミアム☆チョイス枠 掲載までの流れ
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■広告審査、申込・入稿の手引きについて
「まぐまぐ！広告掲載ガイドライン」に従い実施いたします。
https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-koukokukeisaiguideline.pdf 
※情報に不備がある場合は受領できません。
また、受領後のキャンセル・お申込内容のご変更等は原則としてお受けできません。

■ご連絡先
「広告審査」「お申込み」「ご入稿」等、本件に関わるお問合わせは下記までお願いいたします。
magad-sales@mag2.com
株式会社まぐまぐ 営業部

広告審査 お見積り ご発注
広告素材の

ご入稿
メルマガ配信

7営業日前正午

https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-koukokukeisaiguideline.pdf
mailto:magad-sales@mag2.com


記事広告・タイアップ広告



TRiP EDiTOR記事広告
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今すぐ旅に出たくなるような様々な分野の旅の
プロたちが情報を発信していきます。

・TRiP EDiTOR編集部が通常の記事と同じ目線で記事広告を作成します。
・通常記事と同じ体裁で掲載します。

掲載場所 TRiP EDiTOR内カテゴリ

ＰＶ数 想定5,000ＰＶ

掲載保証期間 3ヶ月

クレジット表記
タイトル周りに広告主様名及びＰＲ表記が入りま
す。

注意事項

・制作期間は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記事の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。



TRiP EDiTOR記事広告 連載型掲載

12

今すぐ旅に出たくなるような様々な分野の旅の
プロたちが情報を発信していきます。

・本数及び掲載内容を企画段階からご提案します。
・読者ターゲットや切り口を変えるなど、国内外の魅力的なスポットを様々なアプローチで紹介し、
幅広いリーチを狙います。

掲載場所 TRiP EDiTOR内カテゴリ

ＰＶ数
3本パック：想定15,000ＰＶ
5本パック：想定25,000ＰＶ

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項 ・制作期間は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記事の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。

・タイトル周りに広告主様名及びＰＲ表記が入
りま
す。



TRiP EDiTOR 特別タイアップ広告
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今すぐ旅に出たくなるような様々な分野の旅の
プロたちが情報を発信していきます。

・「連載・特集」といった体裁で、定期的にコンテンツを配信します。
・掲載期間中は広告主様専用のタイアップページを設置します。
・ページの構成、デザイン、コンテンツなど企画段階からTRiP EDiTOR編集部がご提案いたします。

タイアップページを作成 掲載内容 特集カテゴリ 1カ所

ＰＶ数 想定10,000ＰＶ

掲載保証期間 3ヶ月

注意事項 ・制作期間は20営業日以上かかります。
・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記事の2次利用を
ご希望の場合は別途お見積りとなります。

・PR記事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。

・特集カテゴリトップにＰＲ表記が入ります。



ご発注から掲載までの流れ
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広告審査 お見積り ご発注
広告企画

打合せ

構成案・

ラフデザ

イン決定

初稿提出 校了 公開

■広告審査、申込・入稿の手引きについて
「まぐまぐ！広告掲載ガイドライン」に従い実施いたします。
https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-koukokukeisaiguideline.pdf
※情報に不備がある場合は受領できません。
また、受領後のキャンセル・お申込内容のご変更等は原則としてお受けできません。

■ご連絡先
「広告審査」「お申込み」「ご入稿」等、本件に関わるお問合わせは下記までお願いいたします。
magad-sales@mag2.com
株式会社まぐまぐ 営業部

6～7週間前 4週間前 2週間前 2営業日前正午

コンテンツの内容に
ついて弊社の企画案
を基に打ち合わせい
たします。

構成案・ラフデザインをご確認頂き初稿制作に
移ります。初稿制作開始後、大きな方向転換と
なるとデザインや内容が崩れてしまう可能性が
ございますので、内容に関してはこの段階で
しっかりご確認ください。
※記事広告についてはラフデザインの提出は省
略いたします。

https://www.mag2.co.jp/service/data/mag2-koukokukeisaiguideline.pdf
mailto:magad-sales@mag2.com


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：東京都品川区西五反田3-12-14

西五反田プレイス8F

株式会社まぐまぐ 営業部
TEL  ：03-5719-5703
MAIL：post-ad＠mag2.com

広告掲載 お問い合わせ先


