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近年バイクを取り巻く環境は、趣味的要素がより洗練され、多様性も⼀層進み、メディア・リテラシー
の重要性も取り沙汰されています。

特に若年層へのアプローチは、メディア運営において最重要要素の⼀つです。

バイクに乗る⼈が年々減少している昨今、敢えてバイクに注⼒したサイトを⽴ち上げることは、⾮常に
チャレンジングですが、様々なコンテンツを提案し創造する絶好のチャンスだとも考えています。

また、弊社が運営するWEBサイト「乗りものニュース」や「くるまのニュース」の「⽇常的に触れてい
る乗りものに関するニュースをわかりやすくお届けする」という基本コンセプトを踏襲し、以前バイクに
乗っていた⽅や若年層、バイクビギナーをターゲットとしたコンテンツを制作。カルチャーやライフスタ
イル、エンタテインメント、グルメ等をバイクとリンクさせ、コンテンツを展開します。

「バイクのニュース」は、⽼若男⼥へ新たなダイバーシティへの創出を提案し発信いたします。

バイクのニュース 編集⻑ 千葉 ⼤

サイト設⽴の想い



バイクをもっと⾝近にするWEBメディア
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知的好奇⼼を満たすバイクの気になる情報を分
かりやすく紹介。新⾞情報・バイク選び・ツー
リング情報・メンテナス⽅法・レンタルバイ
ク・交通ルールやマナーまで魅⼒的で幅の広い
コンテンツを発信します。

バイクについて、知らなかったことを知る

喜びをメディアを通じて体験してほしい。

新型モデルを中⼼にバイクの様々な魅⼒を

多⽅⾯から紹介し、若年層を中⼼に⽀持さ

れるサイト運営を⽬指します。

サイト概要

⽉間ページビュー 1280万 PV

⽉間利⽤者数 185万 ⼈
（本体サイトのみ）



多くの外部連携メディアに記事を配信。より幅広いユーザーにリーチします。
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「バイクのニュース」の編集記事は外部メディア・SNSなどを
通じて広く拡散され、より多くの⽅とコミュニケーションの
接点を創出していきます。

コンテンツ配信スキーム

バイクのコアファンに加えて、
関⼼層が多く流⼊することで、⼤きなユーザーボリュームとなっています。

ニュース

ニュース



Entertainment
Hardware and more !Lifestyle

ニュース
新⾞情報からイベント情報までストレート
ニュースを初⼼者にもわかりやすく、⾞の魅⼒
を届けます。

試乗記
著名ジャーナリストのみならず、若⼿や⼥性ラ
イター、主婦⽬線でのインプレッションを届け
ます。

コラム
交通ルールやマナー、バイクの歴史やレンタル
バイクの現状など、⾖知識や時事的な情報を取
り上げ、バイクライフを応援します。

カスタム
外観に変化を与えるカスタムだけではなく、安
全性を向上させるものや、あおり運転抑制に役
⽴つカスタムなどを取り上げていきます。

エンタメ
バイクを使⽤したストレッチや、バイクが登場
する漫画や映画、ファッションに関する情報な
ど、独⾃性の⾼い切り⼝で取り上げます。

モータースポーツ
「モトGP」やオフロードレースなどはもちろ
ん、近年注⽬を集める「eスポーツ」の情報発
信も検討中です。幅広い内容でお届けします。
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コンテンツ概要

Culture

ヒストリー
バイクや⾞両開発、モータースポーツなど過去
から現在に⾄るまでを紐解き、記録されたこと
や起こった事実を振り返ることで、バイクの変
遷をより知る為の記事で構成。
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ユーザー属性
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広告商品ガイド

広告商品ガイド
2022年4⽉〜6⽉



タイアップ広告

ディスプレイ広告
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広告商品⼀覧

※上記⾦額は取材費、制作費、掲載料を含む料⾦になります。取材場所や内容により変動致しますので、ご要望に応じて別途お⾒積りさせていただきます。
バイクのニュースや、その他当社運営サイトの閲覧データを活⽤したブーストメニューも⽤意しております。お気軽にご相談ください。

商品名 掲載料⾦（税別） 想定PV 記事レイアウト 導線 詳細ページ

タイアップ記事 Lite 500,000円 〜 なし フォーマット（フッター他社ADあり） 記事ページレコメンド枠ほか P.9

タイアップ記事 Regular 1,000,000円 〜 10,000 PV 〜 フォーマット（フッター他社ADなし） TOPページNEWS PICKUPほか P.10

タイアップ記事 Special 1.500,000円 〜 10,000 PV 〜 オリジナルデザイン TOPページ特設枠ほか P.11

記事2次利⽤ 要問合せ - - - -

商品名 掲載料⾦ 掲載料⾦（ターゲティング） 保証imp サイズ（W×H） 詳細ページ

SPバナー広告 タイトル下 100,000円 @1.0 120,000円 @1.2 100,000imp 300×250 P.18

SPバナー広告 記事下 100,000円 @1.0 120,000円 @1.2 100,000imp 300×250 P.18

PCバナー広告 ビルボード 120,000円 @1.2 140,000円 @1.4 100,000imp 970×250 P.19

PCバナー広告 ハーフページ 100,000円 @1.0 120,000円 @1.2 100,000imp 300×600 P.19

PCバナー広告 レクタングル 80,000円 @0.8 100,000円 @1.0 100,000imp 300×250 P.19

※本資料に記載の料⾦はすべて消費税別となります。別途申し受けますのでご了承ください。
※記載の料⾦はグロス⾦額です。

ネイティブ広告
商品名 掲載料⾦（税別） クリック単価 配信デバイス 掲載場所 詳細ページ

ネイティブ広告（クリック課⾦） 100,000円 〜 50円 〜（⼊札により変動） SPとPC両⽅ 記事ページ下 P.20
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広告商品 | タイアップ記事 Lite

バイクのニュースの記事レイアウトでタイアップ
ページを制作致します。編集部ならではの視点で商
品の魅⼒をユーザーに伝えます。ヘッダーと記事中
の広告枠を無くすことで、読者に最後まで内容を伝
えやすくしています。パーツや⽤品、サービスの訴
求などに最適なメニューです。フッターには、おす
すめ記事や他社広告枠が⼊ります。

主な対象 アフターメーカー様、販売店様、スペ
シャルショップ様など

掲載料⾦ 500,000円（税別）〜

想定PV PV保証なし

記事分量 ページ数1〜2ページ
⽂字数1,000〜2,000字前後
写真点数2〜3点前後

記事への
誘導枠
(P.12参照)

新着ニュース（掲載順）
記事ページレコメンド（4週間）
SNS（facebook、Twitter）

掲載期間 継続掲載

レポート
内容

PV、UU、読了時間、SNSリーチ、
シェア数（4週間後に1回提出）

その他 記事の校正は1回のみとなります。
動画コンテンツやバナー広告の制作も
承ります。タイアップ記事の外部連携
メディアへの掲載はありません。記事
タイトルには【PR】の表記が⼊ります。

外部リンク テキストリンク（⽂末に設置）
クライアント情報欄（図:⽔⾊枠）

タイアップ記事 Lite ⼀般記事

(SP) (PC)(SP) (PC)

掲載イメージ

クライアント
情報欄

クライアント
情報欄

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD ADAD AD

AD

AD

1〜2ページでの構成となります。
⽂末のテキストリンクでクライア
ントサイトへ誘導。
フッターにおすすめ記事や広告枠
が⼊ります。

記事からの外部リンクなし。
フッターにおすすめ記事や他社
広告枠が⼊ります。



⼀般記事
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広告商品 | タイアップ記事 Regular

(SP) (PC)(SP) (PC)

掲載イメージ

1〜2ページでの構成となります。
⽂末のテキストリンクでクライアント
サイトへ誘導。
フッターのおすすめ記事や広告枠なし。

バイクのニュースの記事レイアウトでタイアップ
ページを制作致します。ただし、⼀般記事にある他
社広告枠はありませんので、スムーズに記事を読み
始めることができ、読み終わるまでの余計な離脱も
ありません。SP・PCともにTOPページのファースト
ビューにあるNEWS PICKUPの掲載もありますので、
新型⾞の訴求などに最適です。

主な対象 ⾞両メーカー様、ナショナルブランド
様など

掲載料⾦ 1,000,000円（税別）〜

想定PV 10,000PV〜

記事分量 ページ数1〜2ページ
⽂字数1,500〜2,500字前後
写真点数4〜5点前後

記事への
誘導枠

(P.12参照)

新着ニュース（掲載順）
NEWS PICKUP（7⽇間）
記事ページレコメンド（4週間）
SNS（facebook、Twitter）

掲載期間 継続掲載

レポート
内容

PV、UU、読了時間、SNSリーチ、
シェア数（4週間後に1回提出）

その他 記事の校正は2回までとなります。動
画コンテンツやバナー広告の制作も承
ります。タイアップ記事の外部連携メ
ディアへの掲載はありません。記事タ
イトルには【PR】の表記が⼊ります。

外部リンク テキストリンク（⽂末に設置）
クライアント情報欄（図:⽔⾊枠）
バナー広告（図:ピンク枠）
※バナー広告はご準備ください。

タイアップ記事 Regular

クライアント
記事⼀覧

バナー広告
外部リンク

クライアント
情報欄

バナー広告
外部リンク

クライアント
情報欄

クライアント
記事⼀覧

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

記事からの外部リンクなし。
フッターにおすすめ記事や他社
広告枠が⼊ります。
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広告商品 | タイアップ記事 Special

タイアップ記事 Special
(PC)オリジナルデザインのタイアップページを制作致し

ます。ブランドイメージに沿ったレイアウトで、世
界観を⼀番表現できるメニューです。TOPページ等
に特別誘導枠を設置して、ユーザーへ積極的にアプ
ローチします。ジャーナリストの起⽤や動画コンテ
ンツ制作、資料請求フォームへの誘導等にも対応致
します。

掲載イメージ

主な対象 ⾞両メーカー様、ナショナルブランド
様など

掲載料⾦ 1,500,000円（税別）〜

想定PV 10,000PV〜

記事分量 お打ち合わせ後に決定

記事への
誘導枠

(P.12参照)

Special特設誘導枠
新着ニュース（掲載順）
NEWS PICKUP（5⽇間）
記事ページレコメンド（4週間）
編集部おすすめPR（4週間）
SNS（facebook、Twitter）

掲載期間 4週間（期間後は応相談）

レポート
内容

PV、UU、読了時間、SNSリーチ、
シェア数（4週間後に１回提出）

その他 動画加える（FB⽤の動画）、バナー制
作、タイアップ記事の外部連携メディ
アへの掲載はありません。記事タイト
ルに【PR】の表記が⼊ります。

外部リンク テキストリンク、バナー広告によって
クライアントサイトへ送客できます。

(SP)
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広告商品 | 誘導枠⼀覧

Supecial
特設枠

Supecial
Regular
専⽤枠

B

B

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

タイアップ記事

クライアント
サイト

アンケート
フォーム

動画コンテンツ
.etc

Supecial
Regular
Lite 共通

新着
ニュース

新着
ニュース

特設枠

特設枠

レコメンド枠

新着
ニュース

レコメ
ンド枠

(SP) (PC)
TOPページ (SP) (PC)記事ページ

NEWS
PICKUP

特設枠

特設枠

B

C

A
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バナーリンクバナー

記事下テキストリンク

《 指定LP 》

※PC・SP共に、掲載は
いずれか⼀箇所です

Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツ配信とは、バイクのニュース
に掲載したタイアップ記事の内容を、Yahoo!ニュース スポンサードコ
ンテンツとして掲載することにより、Yahoo!ニュースの幅広い読者層
に対し、制作した記事広告を配信することが可能なプランです。

バイクのニュースの記事内容をそのまま転載致しますので、校正のや
り取りなどは従来通りとなり、⼯数の増加は最⼩限となります。

掲載ページへの導線は、 Yahoo!ニュース主要カテゴリトップに掲載期
間中、1⽇間掲載のほか、YDNからの導線が設定されます。

※掲載にあたりYahoo!へ事前確認が必要です
※掲載のタイミングなどはYahoo! JAPAN に⼀任となります

実施料⾦
※掲載期間やプランに
よって異なりますので、
別途お⾒積もり致しま
す。

タイアップ記事オプション Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツ配信

バイクのニュース タイアップページ

Yahoo! スポンサードコンテンツ

バナー枠

インフィード枠

インフィード枠

バナー枠

インフィード枠

Yahoo!ニュースからタイアップページへ誘導します

画像

画像

記事下 キャンペーン枠
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タイアップ記事掲載事例①

レンタルで気軽にバイクを楽しめる「HondaGO バイ
クレンタル」サービスを、バイクの潜在層（免許保
有）や低関⼼層（⼥性や若年層）に向けてアピールす
る企画。YouTubeやSNSで活躍する⼥性モデル2⼈が
スーパーカブをレンタルしてお散歩ツーリングに出か
けました。低関⼼層向けの企画ということで、当社運
営の複数メディア（オトナンサーやマグミクス、他）
からの集客プランを併⽤して、⼥性や若年層の閲覧に
つなげています（⼥性⽐率20％以上）。

訴求内容 HondaGO バイクレンタル

掲載時期 2020年8⽉6⽇〜9⽉5⽇

全ページ合計PV

49,361 PV/⽉

広告主 株式会社ホンダモーターサイクルジャパン 様

ユニークユーザー

46,222 UU/⽉

広告商品 タイアップ記事 Special
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タイアップ記事掲載事例②

250ccクロスオーバータイプのバイクを関⼼層に向
けて訴求する企画。東京オリンピックを⽬指す⼥性
アスリートの⽬を通して、バイクという乗りものの
魅⼒を表現しています。記事では、Vストロームシ
リーズを紹介するとともに、同シリーズのオーナー
ミーティング特設ページへ誘導してイベント開催の
告知につなげました。また、バナーを設置して「く
るまのニュース」のスズキ⾞掲載記事と相互連携も
⾏っています。

訴求商品 Vストローム250ABS

掲載時期 2019年8⽉30⽇〜9⽉29⽇

全ページ合計PV

146,348 PV/⽉

広告主 株式会社スズキ⼆輪 様

ユニークユーザー

29,441 UU/⽉

広告商品 タイアップ記事 Regular
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タイアップ記事掲載事例③

インディアンFTR1200のチーフデザイナー来⽇に
合わせて⾏われたオーナーミーティングの模様を交
えて、同モデルの⽣い⽴ちや、⾞体デザインについ
て紹介しています。訴求商品が、インディアンのこ
れまでのラインナップとは異なるスポーティなモデ
ルということで、同社が市販⾞を発売する前から参
戦しているレース活動での活躍に触れて、スポーツ
できるブランドのアピールにつなげています。試乗
インプレッション記事への導線も設置しています。

訴求商品 Indian FTR1200

掲載時期 2019年12⽉19⽇〜2020年1⽉18⽇

全ページ合計PV

45,152 PV/⽉

広告主 ポラリスジャパン株式会社 様

ユニークユーザー

17,165 UU/⽉

広告商品 タイアップ記事 Lite



バナー広告／ターゲティング配信
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DMP

︓バイクのニュースの記事閲覧履歴をもとに
常時連携セグメントを作成

︓広告主の商材・ブランド・ターゲット等に合わせて、
関連する 記事閲覧履歴からカスタマイズしたターゲットを
抽出しセグメントを作成

※実施可否の確認が必要になるため、事前にお問い合わせください

バイクのニュースサイト内広告配信

バイクのニュース閲覧ユーザーに向けて
外部サイトでターゲティング広告配信

NEW

バイクのニュース閲覧データ

バイクのニュースオリジナルセグメント

広告主カスタムセグメント
外部サイト広告配信

バイクのニュースユーザー

各種バナー商品は、バイクのニュースのコンテンツ閲覧に紐づく嗜好性を軸に
オリジナルセグメントを作成し、ターゲティング広告の配信が可能です。



広告商品 | SPバナー広告
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掲載⾯ サイズ（W×H） 掲載料⾦（税別）

SPバナー広告

掲載タイプ インプレッション保証

保証imp 各100,000imp 

掲載場所 記事ページ

掲載期間 応相談（2週間〜4週間）

掲載開始⽇ 応相談（任意の平⽇より掲載開始）

⼊稿本数 2本まで

⼊稿形式 jpg/gif (150KB程度) 

A

※掲載は10万imp以上、10万imp単位でお申し込みいただけます。
※ご予算に応じてimp数を調整することも可能です
※バナージャック等も可能です。お問い合わせください

B

タイトル下
300×250

100,000円
120,000円（ターゲティング配信）

記事下
300×250

A

B

地域、年齢、性別でのターゲティング配信も可能です。
ご希望のセグメントなどお気軽にお問合せください。
セグメントにより保証imp数が変わります。

100,000円
120,000円（ターゲティング配信）



掲載⾯ サイズ（W×H） 掲載料⾦（税別）

広告商品 | PCバナー広告
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PCバナー広告

掲載タイプ インプレッション保証

保証imp 各100,000imp

掲載場所 TOPページ/記事ページ

掲載期間 応相談（2週間〜4週間）

掲載開始⽇ 応相談（任意の平⽇より掲載開始）

⼊稿本数 2本まで

⼊稿形式 jpg/gif (150KB程度) 

A

ハーフページ
300×600

レクタングル
300×250

B

A

B

ビルボード
970×250

※掲載は10万imp以上、10万imp単位でお申し込みいただけます。
※ご予算に応じてimp数を調整することも可能です
※バナージャック等も可能です。お問い合わせください

地域、年齢、性別でのターゲティング配信も可能です。
ご希望のセグメントなどお気軽にお問合せください。
セグメントにより保証imp数が変わります。

120,000円
140,000円（ターゲティング配信）

100,000円
120,000円（ターゲティング配信）

80,000円
100,000円（ターゲティング配信）



広告商品 | ネイティブ広告
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(SP) (PC)

バイクのニュースの記事本⽂の下に続く、レコメンド（おすすめ
記事）枠内に掲載する広告メニューです。⽂脈の合った記事ペー
ジへ優先的に掲載されますので、相性の良い対象者へ配信するこ
とができます。バイクのニュース内の配信以外に、当社運営の他
媒体や外部メディアへの配信も可能です。広告は、画像1点と⾒
出しの組み合わせとなります。

掲載料⾦ 100,000円（税別）〜 ※2,000クリック分

掲載期間 応相談（2週間〜4週間）

その他 掲載する画像と⾒出しテキストは広告主様が
ご準備ください。
基本的にコンテンツ主体のページへのリンク
とさせていただきます。
リンク先ページの審査があります。
広告には PR の表記が⼊ります。

ネイティブ広告（クリック課⾦）

掲載タイプ クリック課⾦型

配信デバイス SPとPC両⽅

掲載場所 記事ページ下レコメンド枠

掲載開始⽇ 応相談（任意の平⽇より掲載開始）

クリック単価 50円（税別）〜 ※⼊札により変動します。

●掲載位置
「今、あなたにオススメ」
に続くレコメンド枠内



進⾏スケジュール

スケジュール
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企画
打ち合わせ

取材 原稿提出 公開 結果配信
レポート

次回の課題と
施策提案

お
客
様

弊
社

⽉ ⽇ ⽉ ⽇ ⽉ ⽇ ⽉ ⽇ ⽉ ⽇ ⽉ ⽇
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タイアッププラン注意事項

タイアップ記事は制作を編集部で承ります。

記事内容は編集部との打ち合わせ後、決定いたします。

掲載開始時期は、素材⼊稿（撮影）後、10営業⽇程度となります。

写真、ロゴ、リンク先URLなど記事に使⽤する⼀部素材は、広告主様
よりご⼿配をお願いいたします。

いただいた素材をトリミング、加⼯する場合がございます。

遠⽅への取材や撮影、モデルの⼿配などの制作業務が発⽣する場合は
別途お⾒積いたします。

タイアップ記事は各配信先には掲載されません。

コンテンツの⼆次利⽤をご希望の場合は、別途お⾒積りさせていただ
きます。必ず事前にご相談ください。

動画の掲載をご希望の場合は、別途お⾒積りさせていただきます。

JIAA（⽇本ネイティブアド研究会）の「ネイティブ広告に関する推奨
規定」を励⾏し、掲載記事のタイトルに【PR】と表記いたします。

お問い合わせ、お申込みはお早めにお願いいたします。直前のお申込
みはお受けできない場合がございます。

広告掲 載基準

・国内関連法規、国際条約などに反するもの
・虚偽、誇⼤や誤認のおそれがあるもの
・広告主の実態が明らかでなく、責任の所在が不明瞭なもの
・名誉棄損、プライバシーの損害、営業妨害、差別表現のあるもの
・詐欺⾏為など、社会秩序を乱すもの
・卑猥性の⾼いもの
・薬事法、医療法などに抵触するもの
・著作権法に抵触するもの
・ユーザーに不快感を与える表現
（強い点滅や機能しない検索マドなど）
・当社が不適切だと判断したもの

下記の場合、広告掲載をお受けできません

上記に該当する場合、掲載をお断りすることや、表⽰、表現の修正をお願
いする場合がございます。
掲載された広告について、責任はすべて広告主が負うものといたします。

【⼊稿締切⽇】
各広告の⼊稿および差し替えに関しては、担当営業スタッフまでおたずね
ください。

広告お申込み
当社担当営業スタッフと調整後、当社規定の広告掲載申込書を
FAXもしくはE-mailにてお送りください。当社からの返信メール
にて、正式申込みとなります。
正式申込み後のキャンセルは、掲載料⾦の100%が発⽣いたします。

注意事項
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会社名 株式会社メディア・ヴァーグ

所在地 〒154-0024

東京都世⽥⾕区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル

代表者 代表取締役 CEO 浦⼭利史

設⽴ 2011年4⽉18⽇

従業員数 75名（2022年1⽉）

事業内容 インターネットメディア事業

インターネット広告代理事業

インターネットに関する総合コンサルティング業務

会社概要

近年の著しいインターネットの成⻑により、様々なWEBメディアが存在
する中で当社は、“コンテンツ制作⼒” × “ユーザーへのリーチ⼒”をモッ
トーにメディア運営しております。

インターネットの持つ ”スピード感 ”と、従来のメディアが持つ ”質”の
両輪を揃え、強い取材⼒とその”正確性”をもって、”質”の⾼いコンテン
ツをユーザーへお届けします。



サイト開設後、約1年で1000万PV突破。約3
年で2500万PVを超え、直近では6400万PV
を超える規模になっています。

サイト開設後、半年で2000万PV、1年を
経たずして5000万PVを突破。2022年1
⽉に3億PVを達成しています。

※グラフは外部配信を含まない⾃社サイトのみの数値です。
当社の各メディアは、スタートして１年以内に⼤きな成⻑を遂げており、集客拡⼤を続けています。
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当社主要メディアPV推移

サイト開設後、1年半で1000万PV突破。
約3年で6400万PV、4年で8500万PVを超
える規模に成⻑しています。
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株式会社メディア・ヴァーグ

〒154-0024 東京都世⽥⾕区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル6F

TEL 03-5431-3771

E-mail mv_sales@mediavague.co.jp
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広 告 出 稿 の ご 依 頼 、 ご 不 明 な 点 が ご ざ い ま し た ら 弊 社 担 当 ま で お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い 。

memo


