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「Merkmal」（メルクマール）は、「交通・運輸・モビリティ
産業で働く⼈やこの業界へ進出したい⼈が、明⽇に役⽴つ気づき
を得られるニュースサイト」です。MaaS、CASE、環境対応、
⾃動運転技術などなど……変⾰著しい「交通・運輸・モビリティ
産業」にまつわる最新ビジネス情報を扱います。

新商品や新技術だけでなく、まちづくりや海外の動向、安全・
危機管理、IR・働き⽅、そして異業種やスタートアップの取り組
みまで、交通・運輸・モビリティ産業にまつわるビジネスパーソ
ンひとりひとりにマッチする情報を、独⾃の視点で切り取ります。

「Merkmal」はドイツ語で特性や指標などといった意味です。
公共交通機関を中⼼とした話題で⽉間5500万PVを獲得している
ウェブメディア「乗りものニュース」や、⽉間3億900万PVの⾃
動⾞総合ウェブメディア「くるまのニュース」を⺟体とし、乗り
もの業界の“⽬印”になることを⽬指します。

サイトURL：https://merkmal-biz.jp/

サイトコンセプト
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コンテンツ内容

AD
ｗ970×ｈ250

AD
ｗ300×
ｈ250

AD
ｗ300×
ｈ250

交通・運輸・モビリティ産業で働く⼈が、時代の変化を柔軟に捉
え、明⽇の⾏動に活かせるよう、Merkmalでは9つのジャンルで
ニュースをカテゴライズし発信していきます。

●商品開発：新型⾞両などのハードだけでなく、ITやサブスクリプション
モデルを活⽤した商品戦略、物流戦略も取り扱います。
●MaaS・まちづくり：交通分野を横断したMaaSの取り組みや、実装され
る⾃治体の将来ビジョンを伝え、交通の明⽇を占います。
●新技術・CASE：最新技術の開発動向やテクニカルな要素、⾃動運転を含
むCASEの取り組みを通じた⾃動⾞業界と公共交通分野の融合などを伝えま
す。
●海外動向：海外の最新動向を伝えます。
●環境・SDGs：環境負荷を低減し、共創社会の実現に向けた動向を取り扱
います。
●安全・危機管理：安全・安⼼の取り組みやBCP（事業継続計画）の策定
に役⽴つ情報を集めています。
●IR・働き⽅：企業のブランディングや広報戦略、採⽤や労務管理といっ
た働き⽅に気づきを与えるニュースを集めています。
●異業種・スタートアップ：交通分野と異業種との連携や、スタートアッ
プ企業の斬新な発想をキャッチアップします。
●業界動向：8つの枠に収まりきらない業界の動向、変化を捉えたコラムが
中⼼です。
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メインのターゲットユーザー層は
・運輸・交通ビジネスに関わりのある事業者
・運輸・交通分野を視野に⼊れたスタートアップ
・交通政策や企業活動に関⼼のある⾃治体や団体
これらの組織内の意思決定者・準意思決定者です。

さらに、乗りものニュースやくるまのニュースが得意としている「分かりやすく・簡潔にをモッ
トーとした記事作り」で、周辺業界まで広く情報をリーチさせていきます。

⽉間ページビュー 4,000,000PV
⽉間利⽤者数 3,200,000UU
平均ページ滞在時間 01:12

ターゲット層/サイトスペック

コア層 ライト層 ⼀般層

ビジネスパーソンへの発信

ファンや消費者への発信
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コンテンツ配信スキーム

本体+外部配信PV数

「Merkmal」の記事は外部ポータルサイト、SNSなどを通じ広
く拡散されており、多くの⽅々とコミュニケーションの接点が
創出されています（図の外部配信先は⼀部）。

多くの外部連携サイトに記事を配信。
より幅広いユーザーにリーチします。

拡散
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広告掲載のご案内

◆確かな広告効果をお届けします
「乗りものニュース」「くるまのニュース」などの⾃社メディアでは多くのナショナルクライア
ント様に広告をご掲載いただき、その効果に満⾜頂いております。
「Merkmal」でも、それらの知⾒を活かし、タイアップ記事にPV保証（Regularのみ）を設定す
るなど、よりリーチ⼒を⾼めたメニューといたしました。

◆「Merkmal」タイアップ事例

フェリーさんふらわあ様か
らコロナ禍での関⻄・九州
間のトラック物流に関する
タイアップをご掲載いただ
きました。
物流ご担当者へオンライン
でインタビューを⾏い、
カーフェリーがコロナ禍で
受けた影響や今後などを紹
介しております。

スマートドライブ様からEV
やFCV、MaaS、CASE、
5G、ドローンなどモビリ
ティやそれを取り巻く環境
の⼤きな変⾰がテーマのイ
ベント「Mobility 
Transformation 2021」に
関するタイアップをご掲載
いただきました。
記事内ではイベントの内容
などを紹介しています。

・フェリーさんふらわあ ・スマートドライブ
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展開案

広告掲載のご案内 【タイアップ記事Regular】

「Merkmal」の視点で
貴社のブランディングや商材の魅⼒を伝えます。
事前のお打ち合わせを複数回実施することで
より信頼性を与える読み応えのある記事を

企画・制作・掲載いたします。

想定PV

1,500,000円

5,000〜10,000 View／⽉

掲載料⾦ (税別・グロス)〜

掲載⾯ 「Merkmal」記事ページ
マルチデバイス対応

構成内容 タイトル、写真、本⽂（1500⽂字程
度）、誘導URL枠など

掲載開始⽇ 応相談

記事への
誘導枠

注⽬ニュース
NEWS PICK UP（3⽇間）
記事ページレコメンド内（4週間）
編集部おすすめPR
SNS（Facebook、Twitter）各1回

レポート内容 PV、UU、読了時間、
SNSリーチ・シェア数

外部誘導枠 バナー・テキストリンク など

■インタビューや対談
■専⾨ライターやカメラマンの起⽤
・商材を「Merkmal 」らしい視点で深堀りします。
・商材だけでなく、会社活動や⼈に焦点をあてることなどで、
幅広い層にアピールできます。

保証PV 5,000 View／2〜3週間
期間は柔軟に設定させていただきます。

申込⽇ 応相談

バナー

画像

テキストリンク
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想定PV

800,000円

5,000〜10,000 View／⽉

掲載料⾦

掲載⾯ 「Merkmal」記事ページ
マルチデバイス対応

構成内容 タイトル、写真、本⽂（1000⽂字程
度）、誘導URL枠など

掲載開始⽇ 応相談

記事への
誘導枠

注⽬ニュース
NEWS PICK UP（3⽇間）
記事ページレコメンド内（4週間）
編集部おすすめPR
SNS（Facebook、Twitter）各1回

レポート内容 PV、UU、読了時間、
SNSリーチ・シェア数

外部誘導枠 バナー・テキストリンク など

保証PV なし

申込⽇ 掲載開始の30⽇前

(税別・グロス)〜

画像をはじめ、各種素材をご⽤意
いただくことでコストを低減。

貴社や商材の魅⼒をストレートに訴求できます。
ご提供いただく情報をもとに、

ユーザーの興味をひくタイトルと切り⼝で
Merkmal編集部が分かりやすく伝えます。

■ニュース形式
■新商品PRやイベント案内
・通常のニュース記事に近い形で、情報を分かりやすく
紹介します。
・シンプルかつ直接的に訴求できます。

展開案

広告掲載のご案内 【タイアップ記事Lite】

バナー

画像

テキストリンク
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広告掲載のご案内【popIn】

NEWS 
PICKUP

popIn Discovery

実施料⾦：最低出稿額 150,000円~

CPC 38円~
配信期間：応相談

・掲載⾯：様々なジャンルのサイト
エンタメ / 恋愛結婚 / ビューティ・ファッション / 経済・マネー /旅⾏・グルメ / 

ヘルスケア / スポーツ / 住まい・ライフスタイル / 政治・社会 / ガジェット・⾞ / 
ビジネス。
・掲載には、原稿審査があります。
・クリック単価は、掲載時期によって変動します。
・価格はグロス表記となります。

サイト内でユーザーへおすすめの記事でレコメンドする
国内最⼤規模のネイティブアドネットワークです。
popInを利⽤している多くのサイトへ広告配信可能なため、
広範囲に質の⾼いユーザーを集客することが可能です。

誘導イメージ

タイアップ
記事

バナー

ポップイン レコメンド

popIn導⼊サイト事例

他のプランもございます。担当までお尋ねください 9



広告掲載のご案内【はてなブックマーク】

国内最⼤のソーシャルブックマークサービス「はてなブックマーク」を利⽤して、より多くの⽅へ
タイアップ記事を届けることが可能です。4種類のメニューをご⽤意しております。

NEWS 
PICKUP

はてなブックマークアプリ ⼈気枠 １⽇間 はてなブックマークアプリ ネイティブ広告枠
なてなブックマーク内の⼈気エントリー⾯で掲載位置を指定し、
１⽇間配信されるインフィード型ネイティブ広告です。
トップページへ固定掲載されるため、より多くの⽅へリーチす
ることが可能です。

実施料⾦（1⽇間） ⼈気３段⽬：350,000円〜

⼈気７段⽬：290,000円〜

アプリ内チャンネル画⾯ アプリ内記事画⾯

・想定imp数：430,000imp
・掲載⾯：はてなブックマークアプリ、スマホWEB⾯、総合カテゴリ
・掲載時間：掲載開始⽇11時〜掲載終了⽇の翌⽇11時まで）
・配信後にimp/Click/CTR/BTRを載せたレポートを提出します。
・価格はグロス表記となります。

アプリ内チャンネル画⾯ アプリ内記事画⾯

なてなブックアプリとスマホWEB内の広告枠に掲載されるイ
ンフィード型ネイティブ広告です。
コンテンツに馴染んだ形でご紹介します。

実施料⾦（1⽇間）：180,000円〜

・想定imp数：300,000imp
・掲載⾯：はてなブックマークアプリ、スマホWEB⾯、総合・複数カテゴリ
・掲載時間：掲載開始⽇11時〜掲載終了⽇の翌⽇11時まで）
・配信後にimp/Click/CTR/BTRを載せたレポートを提出します。
・価格はグロス表記となります。
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広告掲載のご案内【 SNS 】

タイアップ記事を、”より多くの⽅へ届けたい“というご要望には、くるまのニュース公式SNSブーストや、
外部メディアのレコメンドウィジェットへの掲載プランもご⽤意しております。
クリック課⾦タイプなので、⾼い効果が期待できます。
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実施料⾦：各最低出稿額100,000円~
配信期間：応相談

・ターゲティングは設定可能です。
・クリック単価は、掲載時期によって変動します。
・価格はグロス表記となります。

Facebook・Twitter

誘導イメージ

タイアップ
記事

バナー



注意事項

タイアッププラン注意事項 広告掲載基準

広告お申込み

タイアップ記事は、制作をMerkmalニュース編集部で承ります。

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。

動画の掲載をご希望の場合は、別途実費を請求させていただきます。

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。

掲載後、タイアッププラン活⽤事例として、Merkmalの媒体資料にて
紹介させていただく場合がございます。

・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
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。

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。

下記の場合、広告掲載をお受けできません

12



会社概要/運営メディア

会社名 株式会社メディア・ヴァーグ
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

近年におけるインターネットの著しい成⻑により、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、メディアを運営しております。

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、クオリティの⾼いコンテンツをユーザーへお届けします。

※2022年3⽉現在、外部配信を含まない⾃社サイトのみの数値です。

8550万PV〜 3.09億PV〜 1280万PV〜 8200万PV〜5500万PV〜
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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 。

株式会社メディア・ヴァーグ
乗りもの事業部 Merkmal 広告担当
〒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：03-5431-3778

FAX：03-5431-3779

E-mail：mv_sales@mediavague.co.jp
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