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文春オンラインとは

世の中の「ほんとう」がわかる。月間最大6億3000万PV 国内雑誌系No.1サイト

3つの特長

1.高PV、高UU。圧倒的な読者数
月間ページビューは平均3億（※）「文春オンライン」でしか読めない
充実のコンテンツが満載で、老若男女幅広く、圧倒的な読者数を抱えた
ウェブメディアです。
（※自サイト内。Google Analytics2022年9月～2023年2月実績）

2.「ビジネスからエンタメまで」バラエティ豊かな記事
政界・経済界を揺るがす大スクープ。芸能人・インフルエンサーへの深
堀りインタビュー。意外と知らない洗濯のコツ…きっと読みたい記事が
見つかります。

3.SNSでトレンドを席巻
「#文春オンライン」はトレンドタイムラインの常連ハッシュタグ。ネ
ット上にうねりを起こす、ニュース性、話題性にあふれています。



文春オンライン編集長

竹田 直弘 （Naohiro Takeda）

1973年生まれ。

営業部で書店営業を担当した後『週刊文春』

『Sports Graphic Number』『CREA』の編

集部で、社会・事件からスポーツ、カルチャ

ーまで様々なタイプの記事作りを経験。

2016年夏、『文春オンライン』初代編集長

に就任。2017年1月『文春オンライン』開設

3

【文春オンライン】編集長挨拶

文春オンラインは2017年のローンチ以来「世の中の『ほん
とう』がわかります」をコンセプトに掲げています。フェ
イクニュースや、どちらかに偏った情報が溢れる時代に
「丁寧に取材した事実」や「他では読めない本音」を読者
に届けたいと考えています。

それは報道分野に限りません。日々の生活や余暇の過ごし
方、新しい商品にまつわる情報など、あらゆるジャンルの
ヒト、モノ、コトについて「文春オンラインに載ってたよ
ね」と思わず人に話したくなる記事作りを目指しています。

世の中を騒がせるスクープから洗濯機の選び方まで――ど
んなテーマもおもしろく、あなたの役に立つ「ほんとう」
が載っている、それが「文春オンライン」です。

「文春オンラインに載ってた」

思わず人に話したくなる記事を。



SmartNews Awards 2019、2021グランプリを受賞しています
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【文春オンライン】受賞歴

スマートニュースが良質なコンテンツとその担い手となるメディアを表彰するSmartNews Awardsにて2019年、
2021年の2度、グランプリを獲得しています。

2019授賞理由
雑誌の持つブランドイメージを活かしつつも、巧みなデジ
タル戦略により「文春オンライン」としての新たなブラン
ドを確立した。SmartNews上でも圧倒的な成長を見せ、チ
ャンネルプラスを通じて多数のファンを新たに獲得。スク
ープにとどまらず、幅広い話題でユーザーのニーズに応え
る記事を発信し、伝統的印刷メディアのデジタル展開にお
ける新たな可能性を示す象徴的存在となった。

2021授賞理由
スクープを連発する取材力と独自性の高さは、2021年も健
在。加えて、東京オリンピック・パラリンピックをはじめ
とした特定トピックの継続報道にも注力し、ユーザーの関
心に応え続けた。読み物や、釣り・将棋などの趣味系コン
テンツも強化。3月には、雑誌発売日の1日前に読める有料
サービス「週刊文春 電子版」をリリースし、ビジネス面で
も積極的な姿勢を見せている。



2億7327万0854 PV/月

3464万5874 UU/月
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出典：GoogleAnalytics 2022年12月-2023月2月（GA4）【文春オンライン】ＰＶ・ＵＵサマリー

自社ＵＵ

自社ＰＶ

5億4363万2958 PV/月
外部含むＰＶ



【文春オンライン】コンテンツ

世の中を騒がせるスクープから賢い洗濯術まで――文春オンラインが取り扱うテーマは他のニュースサイトと比べて
も幅広くクオリティもばっちり。いわゆる「こたつ記事」のような記事はひとつもありません。すべてのコンテンツ
丹念な取材を重ねたものであり、文春ならではの個性と才能にあふれる書き手によるものです。
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【文春オンライン】主な読者はこんな人

女性が約半数 高い購買力 充実したオフタイム

SNSとも好相性 ファミリー層も多数 投資への強い関心

男女の偏りがなく、年齢は30-
40代が中心

東証一部上場企業勤務の従業
員が多く、世帯年収も高い

お酒を飲む読者は63％と非常
に高く、ビール/酎ハイを好む

SNS閲覧者97%、投稿者86%
と拡散力の高いユーザー多数

家族、育児、住宅の売買など
ファミリー・教育関連テーマ
にに関心が高い

貯金だけではなく、株式や投
資信託に関心が向いている



女性

45%

男性

55%

18-24

10%

25-34

23%

35-44

28%

45-54

19%

55-64

11%

65+

9%
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性別・年齢ともにバランスのとれた構成となっております。特に、持ち家のある既婚者やファミリー層世代
より、大きな支持を集めています。月間UUは3700万を超えており、多くの人にリーチできるメディアです。

【文春オンライン】ユーザープロフィール

未既婚

3.30%

62.60%
34.50%

既婚 未婚

家族構成

18.3%

34.5%22.8%

13.3%

一人暮らし

配偶者と子ども

配偶者と二人暮らし

親と同居（1世帯）

親と同居（2世帯）

パートナーと同棲

兄弟・姉妹と同居

ルームシェア

その他

居住形態

51.8%

19.5%

3%

22.8%

3%

持ち家（一戸建て）

持ち家（マンション）

賃貸（一戸建て）

賃貸（マンション・ア

パート）
社宅・寮

出典：GoogleAnalytics2022年9月～2022年11月

出典：AudienceOne®で取得した3rd Party Cookie Data 2021年8月1日～8月31日

男女比 年齢層
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【文春オンライン】ユーザープロフィール

車の保有

74%

26%

車を持ってる

車を持っていない

お酒を飲む頻度

32%

18%16%

34% 毎日

週4～5回程度

週2～3回程度

週1回程度

とくに関心があるテーマ

9%

13.3%

18.8%

21.3%

21.8%

22.5%

25%

28.3%

35.3%

恋愛

芸事・習い事

スポーツ

スポーツ観戦

芸術鑑賞

美食

ファッション

読書

健康

関心がある投資

15%

22.4%

8%

8.5%

11.3%

12.8%

23.3%

24.5%

25.5%

0 10 20 30

なし

その他

国債

iDeCo

外貨預金

金

株式投資

投資信託

つみたてNISA

自動車保有者やお酒を飲む方が多く、生活習慣や食生活など健康を気にされる世代が多いです。
NISAや投資信託、株式投資などに興味があります。

関心がある医療・ヘルスのテーマ

2.5%

8.3%

8.5%

14.3%

14.8%

16%

20.3%

20.3%

34%

39.5%

48.8%

その他

介護

脱毛

メンタルヘルス

サプリメント

メタボ対策

アンチエイジング

白髪対策

ダイエット

食生活

生活習慣

出典：AudienceOne®で取得した3rd Party Cookie Data 2021年8月1日～8月31日
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【文春オンライン】ユーザープロフィール

10%以上

1%以上

0.5%以上

0.5%以下

4%

3%

10%

4%

46%

21%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

5億円未満

5億円以上～10億円未満

10億円以上～50億円未満

50億円以上～100億円未満

100億円以上～1,000億円未満

1,000億円以上～5,000億円未満

5,000億円以上

23%

14%

21%

6%

17%

0% 10% 20% 30%

50人未満

50人以上～100人未満

100人以上～1,000人未満

1,000人以上～5,000人未満

5千人以上～1万人未満

1万人以上

本社所在地従業員規模

売上高規模

上場区分

0.4%

0.2%

35.2%

0.3%

71.3%

0% 20% 40% 60% 80%

JASDAQ

マザーズ

地方上場

東証一部

東証二部

非上場

会社の売上高規模1,000億円以上、従業員1,000人以上の企業に勤める方もそれぞれ約半数おり、大手企業
や東証一部上場企業が多い点が特徴です。

出典：AudienceOne®で取得した3rd Party Cookie Data 2021年8月1日～8月31日



文春オンラインは、最も多くの記事が集まる社のプラットフォームであり、かつ世の中から注目をあつめ
る記事を多数配信するコンテンツプロバイダーです。話題の記事の第一報は文春オンラインから。
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【文春オンライン】コンテンツの流れ（外部配信など）

外部配信

記事販売

SNS配信

ほか多数配信

オリジナル記事

など毎月400本
程度を掲載
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タイアップ広告
（2023年4月～6月）
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【文春オンライン】タイアップ広告の特長

1

2

3

月間3億PVのサイトパワーで、すごく読まれます

企画提案の幅広さに自信あり！

「文春でしかできない！」
著名人・インフルエンサーのブッキング力

人気タレント・大御所俳優・漫画家・作家・知識人など、総合出版社な
らではのブッキング力・取材ノウハウで多くの起用実績があります。

金融機関のまじめなPRから、バズを狙ったクリエイティブな記事まで。
ご希望に応じて幅広い企画をご提案します。

月間ページビューは約3億。
外部誘導のご予算がなくても、安定した閲覧数が見込めます。
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【文春オンライン】タイアップ広告の切り口パターン

「徹底的に取材を行う」「世の中のほんとうを明らかにする」文春だからこそ効果を発揮する切り口パターン例。

企業のレア人間取材 突撃・潜入取材 スクープ・真相追及

商材・業界の愛好家／マニア起用・取材 体験レビュー 著名人・インフルエンサー起用



2万5千PV

15%

2万5千～5万PV

36%

5万～10万PV

22%

10万PV～

27%
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【文春オンライン】タイアップ広告の実績

下記は直近実施したスタンダードタイアップ45本の記事PV実績をまとめたグラフです。
期間保証4週間（最低保証2万5千PV）のメニューですが、4本に1本以上が10万PVを獲得しております。

4本に1本の割合で
10万PVを達成
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【文春オンライン】タイアップ広告①オリジナルタイアップ（スタンダード/プレミアム）

①

※公開日に1回ツイート

全ページ

TOPページ

全記事ページ

63万follower

誘導①

誘導③

誘導②

タイアップページ

③

②

※メルマガ内ローテーション4万人

メニュー名 スタンダードタイアップ プレミアムタイアップ

料金 2,000,000円（グロス） 3,000,000円（グロス）

PV
25,000～100,000PV
【想定】
※最低25,000PV保証

50,000～200,000PV
【想定】
※最低50,000PV保証

掲載期間 4週間【保証】 6週間【保証】

誘導枠

①「SPECIAL」枠（常時表示）
②トップページ コンテンツエリア内（2枠ローテーシ
ョン）
③関連記事欄（2~3枠ローテーション）
※その他、任意で誘導枠を設定する場合がございます。

アーカイ
ブ

半永久（※著名人出演の場合そちらの契約条件が優先し
ます）

レポート
PV／UU／ユーザー属性（年齢・性別・デバイス・地
域）

備考

※保証掲載期間内で保証PVに到達しない場合、期間を延
長、誘導枠追加、外部誘導により保証PVを達成する場合
があります。一方、短期間で保証PVに到達した場合でも
誘導枠の掲載期間は保証いたします。
※掲載基準に基づいた事前審査が必要となります。
※CMSテンプレートでの制作となります。
※平日（任意）11:00～掲載開始となります。
※モデル、著名人出演費、遠方取材費は上記料金に含ま
れておりません。別途かかります。
※著名人出演の場合、出演契約に準じたアーカイブ期間
が優先されます。

圧倒的なPV数／UU数を誇る文春オンラインの記事本文直下の関連記事枠か
ら強力誘導するプラン。過去に10万～40万PVの獲得実績複数あり。1回の
出稿でサービス認知～理解・興味喚起を促進させます。



圧倒的なPV数／UU数を誇る文春オンラインに低予算でスピーディーに出
稿可能なプラン。タイアップ記事は半永久的にアーカイブとして残ります。

17

【文春オンライン】タイアップ広告②ライトタイアップ

メニュー名 ライトタイアップ

料金 1,000,000円（グロス）

PV 10,000PV 【保証】

掲載期間 2週間【想定】

誘導枠
掲載期間

①「SPECIAL」枠（画像+テキスト）
②TOP画面コンテンツエリア内（2枠ローテーシ
ョン）
③関連記事 誘導枠B

アーカイブ
半永久（※著名人出演の場合そちらの契約条件
が優先します）

レポート
PV／UU／ユーザー属性（年齢・性別・デバイ
ス・地域）

備考

※保証掲載期間内で保証PVに到達しない場合、
期間を延長、誘導枠追加、外部誘導により保証
PVを達成する場合があります。
※クライアント様からの画像・素材提供必須／
撮影無し／イベント取材可、クライアント様側
の人物取材可（※拘束時間、場所等により別途
見積もり）
※掲載基準に基づいた事前審査が必要となりま
す。
※CMSテンプレートでの制作となります。
※平日（任意）11:00～掲載開始となります。
※モデル、著名人出演費、遠方取材費は上記料
金に含まれておりません。別途かかります。
※著名人出演の場合、出演契約に準じたアーカ
イブ期間が優先されます。

①

※公開日に1回ツイート

全ページ

TOPページ

全記事ページ

63万follower

誘導①

誘導②

タイアップページ

②

※メルマガ内ローテーション4万人

誘導③

③
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【文春オンライン】Twitterキャンペーン
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メニュー名 Twitter フォロー&RTプラン

料金
1,000,000円（グロス）
※タイアップ広告実施のオプションとして
利用する場合：300,000円（グロス）

想定RT数 3,000～8,000

キャンペーン期間 投稿から締め切りまで1週間

実施内容

・メイン投稿1回（写真4枚まで）
・応募要項など詳細ツリー投稿
・当選者抽選（発送上限10名様まで）
・レポート提出

スケジュール 投稿日の20営業日前までにお申し込み

備考

※ 別途発送実費を頂戴いたします。
※原則、プレゼントやインセンティブは広告主
様にご用意いただきます。
※ 投稿ご希望日に添えない場合がございます。
※ 商品やサービス、内容によってはお受けでき
ない場合がございます。
※ Twitter投稿内での競合排除はいたしません。
※ 所定の文字数の範囲内で、希望するハッシュ
タグを追加することができます。
※ レポートはインプレッション数/RT数/応募
者数を提出いたします。
※ Twitter社の仕様変更等によりプラン内容に
変更が発生する可能性があります。

フォロワー63.3万人の文春オンラインアカウントにてプレゼントキャンペーンを実施します。

@bunshun_online  633,000フォロワー

【#厳選スイーツプレゼント企画】第一弾
🍰🎂🍰🎂🍰🎂
＼とっても美味しい●●● ／を使用した限定スイ
ーツ「×××××」をはじめ、×××社のお菓子4種詰
め合わせを合計15名様にプレゼント🎁

▼応募方法
①このアカウントをフォロー
②この投稿をRT
締切 XX/XX(月)23:59 

❕注意事項&商品ラインナップはスレッドから
#PR

応募要項も
ツイート内で完結
らくらく応募♪

XX/XX 締め切り
今すぐRT！

※2023年3月15日時点

https://twitter.com/hashtag/PR?src=hashtag_click


いいねキャンペン分析
いいねで応募できるキャンペーン
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【文春オンライン】Twitterキャンペーン
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プレゼントキャンペーンにおきましては、User Insight社が提供するSocial Insightの
機能を使用し、様々な形態でのキャンペーンが運用可能です。

RTキャンペーン
リツイートだけで応募できる

キャンペーン

コラボRTキャンペーン
媒体アカウントに加えて広告主様

アカウントのフォローが
応募条件のRTキャンペーン

カンバーセーショナル広告
カンバーセーショナル広告に投稿した

インスタントウィンキャンペーン
応募したら結果がすぐわかるスピード

くじ型キャンペーン

ハッシュタグキャンペーン
特定のハッシュタグでツイート
したユーザーを抽選で選出する

キャンペーン

ハッシュタグウィジェット
ハッシュ宅の投稿を収集しUGCを
活用したキャンペーンサイト用の

投稿公開ページを作成

リプライキャンペーン
Twitterアカウントへのリプライを

応募条件にしたキャンペーン

いいねキャンペーン
いいねで応募できるキャンペーン

※キャンペーン形態によっては追加料金
が掛かります。
詳細は営業担当までお問合せください。
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情報の拡散性・リアルタイム性があり、情報収集意欲が高いユーザーが多く集まるTwitterは、文春オ
ンラインと親和性が高いSNSです。タイアップ効果を拡大させるために633,000人以上のフォロワーに
Twitter広告でもブースト配信を行い、訴求商品やサービスに対する認知を拡大させます。

＜Twitterで記事誘導をおこなうメリット＞

➀ターゲティングの柔軟性が高い

性別・年齢といったターゲティングだけではなく、特定アカウントの
フォロワーやツイートしたキーワードでのターゲティングなど、記事内
容に沿った柔軟なターゲティングが可能です。商品やサービス
に関心があり、態度変容してくれる可能性が高い方にアプローチ
が出来ます。

②クリエイティブに多様性がある

複数商品の紹介に適したカルーセルや1つのツイートに
複数の画像を添付するなど、レクタングルサイズの配信
だけに留まらない多様なクリエイティブ設定が可能です。
目的に応じて、適切なアプローチが実現出来ます。

・複数画像の添付 ・カルーセル

【文春オンライン】タイアップ広告オプション（Twitterブースト）
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メニュー 名称 アクティブユーザーなど ボリューム層 推定クリック単価 広告配信開始スケジュール
最低出稿金額

(グロス)

Twitter 4,500万人
20～40代

（平均年齢は35歳）
150円~200円 5営業日後 ¥1,100,000



商品・サービスと親和性の高い特集テーマを設定し、タイアップ記事を中心に特集を構成していきます。多様な切り口で客
観的な記事と、訴求ポイントを絞ったタイアップ記事を同時に展開することで、読者の理解促進をさらに深めます。
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【文春オンライン】タイアップ広告③タイアップ特集

メニュー名 タイアップ特集

料金 都度御見積 5,000,000円～（グロス）

構成内容
記事4本～、タイアップ記事1本～
※特集内容・ご予算により要相談

PV 25,000PV 【保証】*タイアップ記事

掲載期間 4週間想定 *タイアップ記事

アーカイブ
半永久（※著名人出演の場合そちらの契約条
件が優先します）

誘導枠

タイアップ記事への誘導
1. オリジナルタイアップと同様
2. タイアップ特集ページ内

特集トップページへの誘導
1. サイトトップページ内のバナー

レポート オリジナルタイアップと同様

備考

※ タイアップ以外の記事の内容については弊
社一任となります。

※ CMSテンプレートでの制作となります。
※ 平日(任意)11:00～掲載開始となります。
※ 著名人出演費、遠方取材費は上記料金に含

まれておりません。別途かかります。
※ 著名人出演の場合、出演契約に準じたアー

カイブ期間が優先されます。

タイアップページ

bunshun.jp/feature/sdgs
SDGS特集

タイアップ特集トップサイト内バナー

＊オリジナルタイアップと
同様の誘導もかかります。

https://bunshun.jp/feature/sdgs


【文春オンライン】タイアップ広告②雑誌からの転載
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【文春オンライン】タイアップ広告④誌面転載

メニュー名 誌面転載

料金 1,000,000円（グロス）

PV 10,000PV 【保証】

掲載期間 2週間想定

アーカイブ 6カ月 ※

誘導枠
オリジナルタイアップと同様
※タイアップ広告①参照

レポート オリジナルタイアップと同様

備考

※ 掲載基準に基づいた事前審査が必要となり
ます。
※ CMSテンプレートでの制作となります。
※ 平日(任意)11:00～掲載開始となります。
※ 誌面転載メニューは保証PV到達次第、誘導

枠から外します
※ 転載時は誌面と異なるWEB用のタイトルを

設定いたします
※ PV数の進捗によっては、誘導枠追加、外部

誘導により保証PVを達成する場合がありま
す

※ 著名人出演の場合、出演契約に準じたアー
カイブ期間が優先されます。

記事体裁の広告メニューです。雑誌に掲載された原稿を活用し、文春オンラインのタイアップ記事を制作・掲載をします。
50～70代が中心となる雑誌に加え、30代～50代が中心となる読者にも、文春オンラインで広く効率的にリーチできます。

雑誌誌面

誌面原稿を
リレイアウト

タイアップページ
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【文春オンライン】タイアップ広告オプション表

メニュー 価格（ネット） 概要・備考

タイアップ広告
オプション

スタジオ撮影・レンタル代 100,000円～

専門家起用 50,000円～／1人

著名人・インフルエンサー起用 300,000円～／1人

イラスト・漫画制作 500,000円～／4P

動画制作 750,000円～ 1分～3分の尺を想定

特急料金 50,000～100,000円 営業日の短縮度合いによって変動。

タグ設定費 50,000円／3本
リターゲティングやその他計測タグ等。

タイアップ広告ページにタグを埋め込みます。

メルマガ会員アンケート 100,000円～/5問～

文春オンラインメルマガ会員約4万人（2023年2/23現
在）に対しアンケートリサーチを実施。

リサーチ結果を切り口にタイアップ広告の実施や
マーケティングとして活用可能。

タイアップ閲覧者アンケート 50,000円～／5問

基本情報以外に5問設問可能です。
タイアップ広告閲覧ユーザーにポップアップでアンケー

トを実施し、購入意向やブランド好意度等を調査。
自由記述は無しです。

タイアップ広告
2次利用

クライアント様サイトやSNSからのリンク 無料
リンク先URLとタイアップ広告のタイトルの掲載。

「掲載されました」等の文言は要相談。

外部メディアブーストのLP利用 無料
クライアント様側が運用するSNSやGoogle等の広告の

LPとして活用する場合
※著名人起用の場合は要相談

オンライン
1年：400,000円～/回

半永久：1,000,000円～/回

タイアップ広告の画像・原稿を、クライアントのオウ
ンドメディアやHPのコンテンツとして二次利用。
※著名人を起用した場合はその契約条件が優先

オフライン
1年：400,000円～/回

半永久：1,000,000円～/回
販促物・パンフレット等に二次利用。

※著名人を起用した場合はその契約条件が優先
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メニュー比較

※SmartNewsについては、タイアップ記事広告の場合、以下要件を満たしていることが出稿の条件となります。
①PR表記とエンドクライアントの名前がセットでわかりやすく1stviewにあること。②文藝春秋の会社概要とプライバシーポリシーへのリンクが

ページ内に配置があること。 ③SmartNews内のバナー下広告主表記名はエンドクライアントであること。

メニュー 名称 アクティブユーザーなど ボリューム層 推定クリック単価 広告配信開始スケジュール
最低出稿金額

(グロス)

GDN/YDA
Ｇoogleディスプレイネットワーク
Yahoo！広告 ディスプレイ広告

- 150～200円 5営業日後 ¥800,000

➀効率的に記事誘導し、PVを増やす

目的に応じて、適切な媒体で広告配信をおこない、記事に誘導いたします。

メニュー 名称 アクティブユーザーなど ボリューム層 推定クリック単価 広告配信開始スケジュール
最低出稿金額

(グロス)

SmartNews 2,000万人 40代以上 100円～150円 9営業日後 ¥1,300,000

dメニューTOP
1,000万人

※1週間ユニークリーチ数
40代以上 100円～150円 9営業日後 ¥800,000

②SNS露出により、オーガニック投稿のエンゲージメントを獲得する/ニッチなターゲットにアプローチする

メニュー 名称 アクティブユーザーなど ボリューム層 推定クリック単価 広告配信開始スケジュール
最低出稿金額

(グロス)

Twitter 4,500万人
20～40代

（平均年齢は35歳）
150円~200円 5営業日後 ¥1,100,000

Facebook

Instagram

Facebook：2,600万人
Instagram：3,300万アカウン

ト

20代後半～40代
(Facebookは

40代以上も多い)

150円~200円 5営業日後 ¥800,000

※他ご希望の媒体・サービスなどあればご相談ください。 ※料金はグロス金額です。
※Twitterにて文春オンラインアカウントを第三者配信で使用する場合、アカウント利用費としてグロス50万円申し受けます。
※弊社過去実績などをもとに記載しておりますので、実際の配信とは結果が異なることがございます。
※媒体ごとで審査基準は異なり、商材等によって審査落ちが発生し配信できない可能性もございます。

③バナーで広く訴求をおこない、記事への興味関心を獲得する

【文春オンライン】タイアップ広告オプション（外部誘導メニュー）
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【文春オンライン】タイアップ広告事例① 森永乳業様「ピノ」

新商品をリリース前に
「スクープ！」話題を呼び
Twitterトレンド入りも

ロングセラーブランドの新商品を
「スクープする」という文春なら
ではの切り口で記事化。事件報道
風の文体ながらそのほほえましい
内容にSNSでも好意的なシェアが
拡がり、インフルエンサーの紹介
なども経てTwitterのトレンド入り
を果たしました。

URL：
https://bunshun.jp/articles/-/41292

ピノ公式アカウントのツイートが”バズ”を起こし、
Twitterトレンド入り
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【文春オンライン】タイアップ広告事例② 東海旅客鉄道(JR東海)様「奈良観光」

タイアップまんがで
わかりやすく観光地をPR

文春オンライン上での連載「今日
も厄日です」で人気の山本さほさ
んを起用し、奈良県の魅力をＰＲ
するマンガを制作しました。1泊2
日でじっくりと取材して完成した
作品は大きな反響を呼び、総計48
万PV、読了率60%を記録しました。

URL：
https://bunshun.jp/articles/-/47924
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【文春オンライン】タイアップ広告事例③ ブルックス ブラザーズ ジャパン様

メンズもレディースも商品へ
の問い合わせが殺到！

実は文春オンラインの読者男女比
は、約50:50。メンズ、レディース
ともに充実した商品群のブルック
ス ブラザーズ様。タイアップ公開
日より、メンズ・レディースとも
に掲載商品問い合わせが殺到し、
「男女ペアで店頭でお買い求めに
なる方が多かった」とご感想をい
ただきました。

URL：
https://bunshun.jp/articles/-/49088
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【文春オンライン】タイアップ広告事例④ アクア様「業務用洗濯機」

シンプルなタイトルが好反応。
公開初日に3万ＰＶを達成。

コインランドリーNo１ブランドAQUAの認知度

アップと土地所有者の資産活用促進が目的の
タイアップ。シンプルに問いかけるタイトル
でしたが、初日3万、二日目4万、トータル20
万超のPVを達成。文春オンラインタイアップ
ではこういう見せ方も有効なんです。

URL：
https://bunshun.jp/articles/-/47847

共感を呼ぶタイトルでビジネス
系記事でも20万PVに

コインランドリーNo１ブランドAQUA
の認知度アップと土地オーナーの資産
活用促進が目的のタイアップ。読者の
共感を喚起する切り口で、公開2日で
7万超、トータル20万超のPVを達成。
派手なコンテンツだけでなく、生活用
品や消費材、ライフスタイル提案等の
テーマでも「読まれる」コンテンツ作
りで認知獲得をサポートします。

URL：
https://bunshun.jp/articles/-/47847



①お申し込み締切

②オリエンテーション

③構成案ご提出

④取材／撮影

⑤初校ご提出

⑥再校ご提出

⑦校了

⑧掲載開始

※上記スケジュールは概算となります。企画内容や時期により多少の変動がございますので、
詳細スケジュールにつきましては別途ご相談ください。

※年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなど、長期祝祭日を挟む場合はスケジュールが
異なります。弊社営業までご確認ください。
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【文春オンライン】タイアップ進行スケジュール

掲載28営業日前

掲載20営業日前

掲載15営業日前まで

掲載10営業日前

掲載5営業日前

掲載2営業日前

オリジナルタイアップの制作進行スケジュールは以下のとおりとなります。

掲載23営業日前
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以下の広告は掲載をお断りさせていただきます。
またメニューによって、広告掲載基準が一部異なる以下の広告は掲載をお断りさせていただきます。
必ず事前の掲載確認をお願いいたします。

1. 人権を侵害する広告
2. 消費者金融広告
3. 宗教・政治・意見広告
4. マルチ商法・連鎖販売取引（ネズミ講）広告
5. 商品先物取り引きの広告
6. 環境問題につながる広告
7. 比較広告
8. 風紀を乱す広告
9. 異性紹介サービス、結婚情報サービス等の広告
10.ダイヤルＱ２番号案内広告
11.パチンコ／パチンコホールの広告（機器メーカーの広告は事前確認を必須とさせて頂きます）
12.加持・祈祷・易断・催眠・迷信に関する広告
13.その他弊社が不可と認めた広告

※ 個人情報保護法の施行に伴い、個人情報の収集を行う広告に対しましては、個人情報入力画面への「個人情報の利用目的」
の明示が必須となります。明示がない広告は、広告掲載をお断りさせていただきます。

※ 弊社ユーザーへの個人情報保護を徹底するため、個人情報入力画面のあるURLで広告掲載をご希望の場合には、SSLなどの
ご対応を必ずお願い致します。事前に掲載希望URLでのご確認をお願いいたします。

【注意事項】

● 受領確認後のキャンセルに関しましては、原則承っておりません。お客様都合による掲載取りやめ等が発生した場合でも、
発生料金に関しましてはご請求をさせていただきます。予めご了承ください。

● 広告枠の仕様・ならびに料金に関しては予告なく変更する場合がございます。
● 停電、天災などの不可抗力な事象が発生した場合、広告が正常に掲示されない可能性がございます。その場合、48時間／月

を超えない場合は免責とさせていただきますので予めご了承ください。

【文春オンライン】広告掲載基準
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【文春オンライン】Integral Ad Science (IAS)  アドフラウド対策

配信イメージ

媒体側であらかじめAdFraudやBrand Riskのインプレッションは

除外して配信をするため広告主側は有効なインプレッションのみを安心して買い付けることが可能です。

配信

アドフラウドなし

ブランドリスクなし

アドフラウドあり

ブランドリスクあり

広告配信を実施、
配信した分は課金

判定

広告配信は行わず、
課金も行わない
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【文春オンライン】JICDAQ対応 ブランドセーフティー

JICDAQ
Brand Safety
Requirements

JICDAQが提唱している

8つのカテゴリを

除外することが可能です。

犯罪を肯定したり、美化するなど

して犯罪を助長しているもの

売春や児童ポルノなどの猥褻行為や

違法な性表現に関するもの

生命の死や暴力表現などの醜悪、

残虐な表現で不快感を与えるもの

詐欺行為や悪徳商法などの

消費者などを騙すもの

ヘイトスピーチなどの差別や

人権侵害をしているもの

偽ブランド品の販売や海賊版サイト

などの商標権や著作権を侵害するもの

危険ドラッグなどの違法薬物の

販売やそれらを肯定するもの

その他違法、不当な内容または社会通念

上好ましくない内容が含まれているもの

1

2

3

4

5

6

7

8
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【文春オンライン】JICDAQ対応 無効トラフィックの排除

JICDAQ
Elimination of 
invalid traffic

JICDAQが提唱している

3つの無効なトラフィックを

排除します。

1
広告配信の品質の観点で広告の成果の測定値に含めるべきではないトラフィック。
検索エンジンのクローラーのようなプログラムによる悪意のないトラフィックと、
作為的にインプレッションやクリックを発生させる悪意のある不正なトラフィックがある。

無効なトラフィック / Invalid Traffic（IVT）

2
既知のデータセンタートラフィックや検索エンジンのクローラー等、リストの適用または、
その他の標準化されたパラメーターチェックにより実行される定型のフィルタリングで
識別可能なトラフィック。

⼀般的な無効なトラフィック / General Invalid Traffic（GIVT）

3
人によるトラフィックであるかのように偽装しているものなど、様々な種類の無効なト
ラフィック。不正に広告費を詐取することを目的としたアドフラウド（Ad Fraud）によ
って生じるトラフィックも含む。

悪意のある無効なトラフィック / Sophisticated Invalid Traffic（SIVT）



株式会社 文藝春秋

〒102-8008
東京都千代田区紀尾井町3-23
メディア事業局 オンライン広告部

担当 佐藤・山本

TEL 080-2574-9931

【文春オンライン】お問い合わせ先
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〒102-8008

東京都千代田区紀尾井町3-23

メディア事業局 Web広告チーム

株式会社文藝春秋

担当：田畑、近藤

純広告のお問い合わせ

ad.web-g@bunshun.co.jp

タイアップ広告のお問い合わせ

ad.bunshun-g@bunshun.co.jp
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