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サイト概要１

2

まだゴルフを知らない人でも楽しめる

月間ページview数（本体のみ）

１，３50万
月間利用者数（本体のみ）

1６５万UUPV

（イーゴルフ）とは

ゴルフ情報We bメディア

“お金がかかりそう”とか“マナーが厳しそう”とかネガティブなイメージもあるけれど、

本当は老若男女、年齢や性別に関係なく生涯楽しめるのがゴルフの醍醐味。

しかも、プロトーナメントやギア、レッスンなどスポーツとしての一面だけじゃなく

、

ビジネスやファッション、グルメ、旅など私たちのライフスタイルと密接に

結びついているのもゴルフの大きな特徴なんです。

ゴルフきっかけの情報を様々な切り口で提供し、自然な形でゴルフの魅力に

気づいて欲しい。

e!Golfは、すでにゴルフが好きな人にもこれから好きになる人にも、

楽しくて役に立つゴルフ情報を発信します！

https://egolf.jp

202２年1月のデータになります。
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サイト概要２

まだゴルフを知らない人でも楽しめるゴルフ情報We bメディア

男子・女子プロゴルフの国内・海外ツア
ーの速報やプロゴルファーの最新情報を
ニュースとして配信

著名なライターやプロゴルファーのゴルフ
に役立つ雑学、ノウハウ、ベストスコア術
などにまつわるコラムを展開します。

ビジネス、ファッション、車、グルメな
どライフスタイル×ゴルフの情報をユーザ
ー目線で紹介します！

ツアーニュース ライフ コラム

メイン
コンテンツ

本メディアの



© 2021 Media Vague 4

コンテンツ配信スキーム

多くの外部連携メディアに記事を配信。

幅広い層のユーザーにリーチします。

e!Golf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ます。

本体+外部配信先PV数（コンテンツビュー）

月間記事総PV: ３,０00万PV～
※1月3１日現在

公式SNS
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専門性高専門性低

ライトユーザー

コアユーザー
若年層やあまりゴルフに詳しくない層に向けて、
“分かりやすい”ニュースを発信しています。

ポジショニングマップ

（競技以外のコンテンツ中心） （競技に関するコンテンツ中心）

（顕在層）

（潜在層）

プレイよりウォッチ派
ビジネスでの付き合いや
女子プロファンなどの層

ゴルフ歴が長いコアなゴルフファ
ン

自分自身で情報を取りに行く層

これからゴルフに興味を
持つ可能性があるユーザ

ゴルフに興味はあるが
浅く広く知識を得ている層

スポーツ全般が好き

ターゲット層
本メディアの



© 2021 Media Vague 

8.60%

12.40%

22.00%

27.60%

21.10%

8.30%

0% 7% 14% 21% 28% 35%

65歳以上

55-64歳

45-54歳

35-44歳

25-34歳

18-24歳

6

男性

⼥性

84%

16%

56%

36%

8%

mobile

PC

Tablet

北海道

7%
東北

4%

関東

38%

近畿

18%

中部

22%

中国

3%

四国

2%

九州

6%

78.80%

10.30%

4.50%

4.50%

1.80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分所有のクルマがある(免許あり)

家族所有のクルマがある(免許あり)

家族所有のクルマがある(免許なし)

クルマは所有していない(免許あり)

クルマは所有していない(免許なし)

ユーザー属性①

性別

デバイス

??????

年齢構成比 居住地区
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200万円未満

9%

200~400万円

28%

400~600万円

24%

600~800万円

14%

800~1000万

円
6%

1000万円以上

6%

不明

12%

未回答

1%

200~400万円

28%

400~600万円

24%
600~800万円

14%

不明

12%

200万円未満

9%

800~1000万

円
6%

1000万円以上

6%

未回答

1%

e!Golfにはアクティビティ系の趣味を楽しむユーザー

が多く集まっています。

対して、屋内で楽しむ趣味については低い傾向です。

ユーザー属性②

趣味

年収400万円以上の層が全体の約半分を占めており、

実際の自動車購入層の方達が多く集まっていることが

分かります。

また、600万円以上の高所得の層だけでも約30%が閲

覧しています。

年収
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広告商品ガイド

8

広告商品ガイド
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事前に内容を打ち合わせし、取材をすることで、商品の性格に合った
記事を展開します。
通常の記事ページとは違い、デザインを自由に変更する事が可能です。
安心の60,000PV保証タイプです。

実施料金 3,000,000円～

掲載

保証PV
（30日間） 30,000PV保証

想定PV
（実績ベース）

30,000~40,000PV

LPへの誘導枠 バナー・テキストリンク など

掲載開始日 要相談

記事への
誘導枠

NEWS PICK UP（3日間）
記事ページレコメンド内

SNS(facebook、Twitter)ほか

誘導枠
設定期間

要相談
（10日間・2週間・1ヶ月など）

レポート
日別PV、ユーザー年齢層・性別、
閲覧デバイス・地域、公式SNS数値

※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、掲載記事タイトルに【PR】と表記いたします。
※タイアップ記事の外部連携メディアへの配信はありません。
※表示価格はグロスになっております。

タイアップ記事 Special

例

タイトル

テキスト

スライドバナー・
画像リンクの設置
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タイアップ記事 Regular
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※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、
掲載記事タイトルに【PR】と表記いたします。

※必要に応じて写真素材及び文字素材のご用意をお願いします。記事の校正は2回のみとなります。
※タイアップ記事の外部連携メディアへの配信はありません。

※表示価格はグロスになっております。

実施料金 1,000,000円～

掲載

保証PV
（30日間） 10,000PV保証

想定PV
（実績ベース）

10,000~20,000PV

LPへの誘導枠 バナー・テキストリンク など

掲載開始日 要相談

記事への
誘導枠

NEWS PICK UP（3日間）
記事ページレコメンド内

SNS(facebook、Twitter)ほか

誘導枠
設定期間

要相談
（10日間・2週間・1ヶ月など）

レポート
日別PV、ユーザー年齢層・性別、
閲覧デバイス・地域、公式SNS数値

PV保証なしプラン 800,000円～

NEW

事前に内容を打ち合わせし、取材をすることで、商品の性格に合った
記事を展開します。

ヘッダー画像やスライドバナーの挿入が可能で、画像の枚数やサイズ変
更、動画の挿入も可能です。安心の40,000PV保証タイプです。

スライドバナー
300✖250

or
300✖600

記事タイトル

画像や動画リンク

テキストリンク

例
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※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、
掲載記事タイトルに【PR】と表記いたします。

※写真素材及び文字素材のご用意をお願いします。記事の校正は１回のみとなります。取材等が必要な場
合は、通常メニューとなります。
※タイアップ記事の外部連携メディアへの配信はありません。

※表示価格はグロスになっております。

実施料金 500,000円～

掲載

保証PV
（30日間） 5,000PV保証

想定PV
（実績ベース）

5,000~10,000PV

LPへの誘導枠 バナー・テキストリンク など

掲載開始日 要相談

記事への
誘導枠

NEWS PICK UP（3日間）
記事ページレコメンド内

SNS(facebook、Twitter)ほか

誘導枠
設定期間

要相談
（10日間・2週間・1ヶ月など）

レポート
日別PV、ユーザー年齢層・性別、
閲覧デバイス・地域、公式SNS数値

PV保証なしプラン 300,000円～

タイアップ記事 Lite

画像などの各種素材をご提供していただくことで、制作コストを低減。
最少のご予算で、確実に掲載できるメニューです。
安心の20,000PV保証タイプです。

スライドバナー
300✖250

or
300✖600

記事タイトル

画像

リンク
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PR記事はもちろん、以前に掲載された一般記事までもまとめたブランドトップページを制作します。
新しい記事が掲載されるたびに更新されますので、他ブランドとの差別化など、高い効果が期待できます。

新たなオプションプランとして、ブランド特集(まとめ）
ページを設定しました。

PR記事はもちろん、同一ブランド(商品ごとも可)の一般記
事も時系列順に掲載することで、読者がそのブランド(商
品)に対してより深く理解することができ、PRの持久効果
も期待できます。

※画像はイメージで、実際のデザインとは異なります
※デザインは基本フォーマットをご案内いたします
※特集ページの制作期間が必要です
※バナーの設置も可能です
※表示価格はグロスになっております

ブランド特集まとめページプラン

特集ページ制作協力費（初回のみ）： 400,000円

月次更新費用： 200,000円

最低更新期間： 6ヶ月

PR記事枠

一般記事枠
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タイアップ記事の「Special」「Regular」「Lite」には
公開から31日間のレポートが付属します。

PV・UU数だけではなく、さまざまなユーザー属性がわかるので
、商品に興味があるユーザー層を的確に知ることができます。

記事公開から31日間の詳細なレポートをお届けします

タイアップ記事レポートについて

タイアップ記事レポート内容

✓日別ページビュー（PV）数
✓日別ユーザー（UU）数
✓ LPへの遷移数
✓ SNS数値
✓ユーザー年齢層
✓ユーザー性別
✓閲覧デバイス
✓閲覧地域（上位7地域）
✓ PV・UU数の1ヶ月間のグラフ

※レポートは、公開日から31日経過後の3営業日以内にメールにて提出致します。
※公開から31日間以内の数値レポートをご希望の場合は、別途ご相談ください。
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B
記事下

掲載面 サイズ（w×ｈ） 掲載料金

SP用バナー広告

A

400,000円

※バナーサイズはお問い合わせください
※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
※表示価格はグロスになっております

B

300x250 400,000円

300x250

バナー広告／SP用（TOPページ／コンテンツページ）

掲載タイプ インプレッション保証

保証imp 各500,000imp

掲載場所 TOPページ／記事ページ

掲載期間 応相談（1ヶ月間など）

掲載開始日 応相談

入稿本数 2本まで

入稿形式 jpg/gif (150kb程度)

A
タイトル下
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PＣ用バナー広告

B
レクタングル

A
ビルボード

バナー広告／PC用（TOPページ／コンテンツページ）

掲載面 サイズ（w×ｈ） 掲載料金

A

400,000円

※バナーサイズはお問い合わせください
※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
※表示価格はグロスになっております

B

970x250 500,000円

300x600
300x250

掲載タイプ インプレッション保証

保証imp 各500,000imp

掲載場所 TOPページ／記事ページ

掲載期間 応相談（1ヶ月間など）

掲載開始日 応相談

入稿本数 2本まで

入稿形式 jpg/gif (150kb程度)
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広告オプションガイド

広告オプションガイド
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バナーリンク

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、e!Golfに掲載したタイア
ップ記事のテキスト・画像を流用し※1「Yahoo!ニュース」内「スポンサード
コンテンツページ」に掲載※2することにより、 Yahoo!ドメインに訪れる幅広
いユーザー層に対し、製作した記事広告を配信することが可能なプランです

。

基本的にはe!Golfの記事を流用しますので、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。

「スポンサードコンテンツページ」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、24時間掲載※3のほか、「YDN」からの導線※3が設
定されます。

※1掲載フォーマットはYahoo!のフォーマットになります
※2掲載にあたり、Yahoo!へ掲載の事前承認が必要です
※3掲載のタイミング、内容等は 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。

画像

記事下キャンペーン枠

e!Golf タイアップページ

Yahoo! ドメインタイアップページYahoo! からタイアップページへの導線が発生します

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

タイアップ記事 外部ブースト / Yahoo!ニューススポンサードコンテンツ配信

バナー
画像
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タイアッププラン注意事項

タイアップ記事の制作はe!Golf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、著名タレント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外部配信先には掲載されません。

動画の制作や掲載をご希望の場合は、別途お見積も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発注書を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 69名（2021年8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、現在は様々なWEBメディアが存在して
います。その中で当社は、“コンテンツ制作⼒” × “ユーザーへのリーチ⼒”をモット
ーにメディア運営をしております。
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。


