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サイト概要
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多くの⽅々の毎⽇に、密接な関わりがある「乗りもの」。その⾯⽩さ

や魅⼒、最新情報を分かりやすくお伝えすることで、⽇常の通勤通学、
そして旅⾏など⾮⽇常の時間がもっと楽しく便利になれば、多くの⽅

に「乗りもの」をもっと好きになってもらえたら……というところよ
り始まったのが、「乗りものニュース」です。

こうした想いから、特に乗りもの好きというわけではない広く⼤勢
の⽅々にもその楽しさを伝えられるよう、記事の切り⼝や体裁などを

⼯夫しています。皆様の「乗りもの」や、それに関する商材が持って
いる魅⼒、これを多くの⽅々へ届けるお⼿伝いを、ぜひさせていただ

けますと幸甚です。

「乗りものニュース」とは︖

6423万PV
⽉間ページビュー

万⼈8.7

Facebook
フォロワー数

LINE
友だち数

Twitter
フォロワー数

5.0 48.8万⼈ 万⼈

⽉間利⽤者数

892 万⼈

＊2022年3⽉実績
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コンテンツ配信スキーム

「乗りものニュース」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。

⽉間記事総PV:1億2000万PV〜 ＊2022年3⽉実績

拡散

本体+外部配信先PV数
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ユーザー属性①

69.5%

30.5%

性別 年齢 居住地域

男性

⼥性

北海道

3%
東北

5%

関東

39%
近畿

21%

中部

18%

中国

5%

四国

2%

九州

7%

職業

1        会 社 員 59.3%

10 会社経営・役員 1.3%

5 公 務 員 5.8%

3 パート・アルバイト 6.4%

2 専 業 主 婦 8.1%

8 専 ⾨ 職 1.8%

7 ⾃ 営 業 4.5%

4 学 ⽣ 6.3%

6 無 職 4.9%

9 そ の 他 1.6%

0% 10% 20% 30%

1000万円以上

800~1000万円未満

600〜800万円未満

400〜600万円未満

200〜400万円未満

200万円未満

未回答・不明

既婚・⼦供あり 51.3%

未婚・⼦供なし 35.8%

未婚・⼦供あり 2.0%

既婚・⼦供なし 10.9%

年収 既婚／未婚
ファミリー層が過半数

関東を中⼼に全国各地域
働き盛りのミドルエイジを中⼼に
幅広く読まれている

400〜600万円が最多会社員が最多で、ついで
主婦やアルバイトが多い

男性が7割。同系他サイトと
⽐較し⼥性読者も多め
参考）弊社「くるまのニュース」男性84％、
⼥性16％

11%

21%

27%

19%

13%

9%

18-24歳

25-34歳

35-44歳

45-54歳

55-64歳

65歳以上

0% 10% 20% 30%
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Q.ご⾃⾝の趣味を教えてください。Q.「乗りものニュース」を
ご覧になる頻度は︖

Q.「乗りものニュース」の
記事の詳しさは︖

ちょうどよい 90.4%

詳しすぎる 6.0%

簡単すぎる 3.6%

ほぼ毎⽇

36%

1週間に2〜3回

24%
1週間に1回

9%

⽉に2〜3回

9%

それ以下

4%

初めて

18%
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ユーザー属性②

ユーザーアンケートより

旅⾏が好きで、週に何度も
「乗りものニュース」を
チェックするユーザーが多い

23%4%

mobile PCTablet

73
%

デバイス

スマートフォンでアクセスする
ユーザーが7割強



■タイアップ記事をおすすめする理由
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サイトの特性

■「乗りものニュース」が⽀持される理由
読者⽬線
「乗りもの」にまつわる情報を、分かりやすく、楽しく伝えます。

「⾯⽩い」「なるほど」と思える話題を、読者⽬線で選択・紹介しています。

⾼い取材⼒
趣味サイトではなく、確かな取材と編集をした記事のみ掲載する、信頼性の⾼い「ニュースサイト」です。

ファンへのリーチ⼒
「乗りもの」に興味・関⼼のあるユーザーへ、確実にアプローチできます。

「乗りもの」を知り尽くした制作陣
鉄道やクルマ、バス、⾶⾏機など、業界への深い知⾒を持つ「乗りものニュース編集部」スタッフが、商材の魅⼒を深堀り
することにより、情報の価値を⾼めて発信します。

専⾨性や知名度が⾼いライター、カメラマンの起⽤が可能
「乗りものニュース」が信頼を寄せる専⾨ライターやカメラマンが、質の⾼い記事を制作します。業界トップレベルの知名
度を誇るスタッフを起⽤することで、記事の注⽬度や拡散⼒を⾼めることも期待できます。

SNSの活⽤
計およそ60万⼈のファンを誇る「乗りものニュース」公式SNSを通じ、ユーザーを記事や指定サイトへ誘導できます。



貴社の商材について、乗りものニュース編集部
ならではの企画が実施可能なプランです。

事前に細かいヒアリングや下調べをさせていただき、
それにもとづいた企画を複数案ご提案します。

決定した企画に沿い、「乗りものニュース」の記者、
専⾨性の⾼いライターが⼊念な取材を実施。

独⾃性や拡散性の⾼い記事を制作・掲載します。
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タイアップ記事Special

想定PV

2,500,000円

30,000〜60,000 View

掲載料⾦

※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。

(税別)〜

掲載⾯ 「乗りものニュース」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

掲載期間 継続掲載

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

バナー

画像

タイトル

テキストリンク

■貴社×乗りものニュースのオリジナル企画
■〇〇をやってみた、〇〇に⾏ってみた
・商材に関連して、「乗りものニュース」の記者や専⾨ライ
ターが、実際に使ったり、現地取材を⾏ったりして、商材の
新たな魅⼒を具体的に引き出します。
・ネットユーザーの⼼に刺さる遊び⼼のある企画も可能です。

展開案

（実績ベース）

保証PV 30,000 View／（2〜4週間など）
期間は柔軟に設定させていただきます

連載プランを新設しました。詳細はP.15をご覧ください

申込⽇ 掲載開始の40⽇前



乗りものニュース編集部らしい視点で
貴社の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。
商材への理解が深まり、信頼性を与える記事を

企画・制作・掲載いたします。
商材紹介に限らず、会社の活動紹介など、

貴社のブランディングにもご活⽤いただけます。
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タイアップ記事Regular

想定PV

1,800,000円

20,000〜40,000 View

掲載料⾦

※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。

(税別)〜

掲載⾯ 「乗りものニュース」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

掲載期間 継続掲載

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

バナー

画像

タイトル

テキストリンク

■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「乗りものニュース」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もでき、
幅広い層にアピールできます。

展開案

（実績ベース）

保証PV 20,000 View／（2〜4週間など）
期間は柔軟に設定させていただきます。

連載プランを新設しました。詳細はP.15をご覧ください

申込⽇ 開催開始⽇の40⽇前



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。

「乗りものニュース」の記事形式で、
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

乗りものニュース編集部が分かりやすく伝えます。
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タイアップ記事Lite

バナー

画像

タイトル

テキストリンク

■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

※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(2点)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。

想定PV

800,000円

15,000〜30,000 View

掲載料⾦ (税別)〜

掲載⾯
マルチデバイス対応

構成内容

掲載期間 継続掲載

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

（実績ベース）

保証PV

「乗りものニュース」記事ページ

タイトル、写真（2点）、本⽂（800⽂
字程度）、誘導URL枠

連載プランを新設しました。詳細はP.15をご覧ください

申込⽇ 掲載開始⽇の30⽇前

15,000 View／（2〜4週間など）
期間は柔軟に設定させていただきます。



タイアップ記事 誘導枠とオプションプラン（1）

10

各最低出稿⾦額
500,000円~

指定LP
NEWS PICK UP（3⽇間）

新着記事（掲載順）

バナー

⽂末テキストリンク
レコメンド

タイアップ記事 誘導イメージ

【掲載可能なレコメンドウイジェット】

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。

ほか多数対応可能

タイアップ記事を”より多くの⽅へ届けたい“というご要望にお応えするオプションプラン
「乗りものニュース」公式SNSブースト 「おすすめ記事欄」への掲載

レコメンドウィジェットを活⽤し、多数媒体のおすすめ記事欄に掲載。

出稿期間︓任意
ターゲティング︓設定可
クリック単価は、掲載時期により異なります。

最低出稿額
500,000円~



タイアップ記事 誘導枠とオプションプラン（2）
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バナーバナー

記事下テキストリンク

Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツ

《 指定LP 》

記事下 キャンペーン枠

バナー

バナー

掲載箇所は⼀例です

Yahoo!ニュース スポンサードコンテンツとは、乗りものニュー
スに掲載したタイアップ記事を、テキスト・画像をそのまま※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!ニュースの幅広い読者層に、各
種PRが可能となります。
乗りものニュースの記事がそのまま転載可能ですので、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になり
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、1⽇間掲載※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異なります
※2掲載にあたりYahoo!へ事前確認が必要です
※3掲載のタイミング、場所、内容は Yahoo! JAPAN に⼀任になります

掲載料⾦︓
各タイアップ掲載料⾦に加え、

800,000円〜



タイアップ記事 誘導枠とオプションプラン

圧倒的なDAUを誇るソーシャル・ネットワーク・サービス「LINE」を利⽤して、タイアップ記事をより
多くの⽅へ届けることが可能です。LINE上の広告枠に掲載される「LINE広告」と、乗りものニュースの
友だちに対して配信する「LINEダイジェスト配信」への掲載枠をご⽤意しております。
LINE広告へ掲載（全LINEユーザーに配信）

LINEダイジェスト配信へ掲載（乗りものニュースの友だちに配信）

タイアップ記事へ

LPへ

合計アクティブユーザー8200万⼈のプラットフォームに対し、広告が掲載さ
れます。広告をクリックすると、LP（タイアップ記事）へ遷移します。

LINE Smart Channel／LINE NEWS／タイムライン／LINEマンガ／LINEポイン
ト／LINE BLOG／LINEショッピング／LINE広告ネットワーク、以上の8種類
のプラットフォームに対して、ランダムに広告が掲載されます。

合計アクティブユーザー数：8200万⼈（24H）：想定CTR 0.3〜0.6％

「乗りものニュース」の友だちに向けたダイ
ジェスト配信の8枠のうち、1枠へ広告を掲載し
ます。クリックすると、LINEで展開されたタイ
アップ記事に遷移し、その後訴求ページへ遷移
します。

友だち登録数48万⼈以上の「乗りものニュー
ス」公式チャンネルで広告を配信します

友だち数48万⼈（2022年3⽉）：想定CTR 2〜4%

実施料⾦（1回配信）：500,000円
・価格は掲載時期によって変動するのでお問い合わせください。

LINE上のタイ
アップ記事ページ

LINE配信ページへ

タイアップ記事

タイアップ記事

実施料⾦（1ヶ⽉間）：500,000円〜
・想定imp数：100〜125万（実施料⾦50万円の場合）
・広告審査には約10営業⽇が必要です。
・ターゲティング・期間指定も可能です。
・価格は掲載時期によって変動するのでお問い合わせください。
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バナー広告／PC⽤

掲載タイプ imp保証

申込期限 掲載開始⽇の20営業⽇前

掲載期間 2週間(応相談)

掲載開始⽇ 応相談

※バナーサイズはお問い合わせください ※事前に在庫確認をお願いします

（記事横）

⼊稿⽇ 掲載開始⽇の5営業⽇前

A

B

C

D

掲載⾯ バナーサイズ 保証imp 掲載料⾦

A 記事ページヘッダー 970×250・728×90 300,000imp ¥140,000
B 記事ページ右カラム 336×280・300×600 300,000imp ¥180,000
C 記事ページ記事中 336×280・300×250 300,000imp ¥120,000
D 記事ページ記事下左 336×280・300×250 500,000imp ¥130,000
E 記事ページ記事下右 336×280・300×250 500,000imp ¥140,000
F 記事ページオーバーレイ 728x90 500,000imp ¥120,000
G ギャラリーページヘッダー 970×250・728×90 500,000imp ¥160,000
H ギャラリーページ右カラム 336×280・300×600 300,000imp ¥130,000
I ギャラリーページ画像下左 336×280・300×250 300,000imp ¥140,000
J ギャラリーページ画像下右 336×280・300×250 300,000imp ¥160,000
K ギャラリーページオーバーレイ 728x90 500,000imp ¥140,000

A

B

C

D E

F

H

I

G

J

K

▲記事ページ

◀ギャラリーページ
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バナー広告／SP⽤

掲載タイプ imp保証

掲載期間 2週間(応相談)

掲載開始⽇ 応相談

申込期限 掲載開始⽇の20営業⽇前

⼊稿⽇ 掲載開始⽇の5営業⽇前

※バナーサイズはお問い合わせください ※事前に在庫確認をお願いします

A

B

C

D

E

掲載⾯ バナーサイズ 保証imp 掲載料⾦

A 記事ページタイトル下 336×280・300×250 500,000imp ￥200,000

B 記事ページリード下 336×280・300×250 500,000imp ￥200,000

C 記事ページ記事中 336×280・300×250 500,000imp ¥230,000

D 記事ページ記事下 336×280・300×250 300,000imp ¥200,000

E 記事ページオーバーレイ 320x100 300,000imp ¥160,000

F ギャラリーページ画像上 336×280・300×250 300,000imp ¥200,000

G ギャラリーページ画像下 336×280・300×250 300,000imp ¥240,000

H ギャラリーページオーバーレイ 336×280・300×250 300,000imp ¥280,000

G

H

F

▲ギャラリーページ

▲記事ページ▶
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広告商品⼀覧

タイアップ広告商品⼀覧
商品名 掲載料⾦ 想定PV 保証PV 詳細ページ

タイアップ記事 Special
1回 2,500,000円 〜 30,000 PV 〜 60,000 PV 30,000 PV 

P.7
連載 ●年間6回以上掲載の場合/＠2,000,000円〜 ●年間6回以上掲載の場合/＠2,200,000円〜

タイアップ記事 Regular
1回 1,800,000円 〜 20,000 PV 〜 40,000 PV 20,000 PV 

P.8
連載 ●年間6回以上掲載の場合/＠1,500,000円〜 ●半年間3回掲載の場合/＠1,600,000円〜

タイアップ記事 Lite
1回 800,000円 〜 15,000 PV 〜 30,000 PV 15,000 PV

P.9
連載 ●年間6回以上掲載の場合/＠600,000円〜 ●半年間3回掲載の場合/＠700,000円〜

Yahoo!ニューススポンサードコンテンツ 800,000円 〜 詳細は担当までお問い合わせください P.11

SNS誘導オプション 500,000円 〜 詳細は担当までお問い合わせください P.10

レコメンド誘導オプション 200,000円 〜 詳細は担当までお問い合わせください P.10

乗りものチャンネル動画 1,000,000円 〜 詳細は担当までお問い合わせください P.20

※上記⾦額は取材費、制作費、掲載料を含む料⾦になります（Liteを除く）。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。

「乗りものニュース」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。

※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。
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広告商品⼀覧

ディスプレイ広告商品⼀覧

商品名 バナーサイズ 保証imp 掲載料⾦ 掲載期間 詳細
ページ

PC

A 記事ページヘッダー 970×250・728×90 300,000imp ¥140,000 2週間 P.12

B 記事ページ右カラム 336×280・300×600 300,000imp ¥180,000 2週間 P.12

C 記事ページ記事中 336×280・300×250 300,000imp ¥120,000 2週間 P.12

D 記事ページ記事下左 336×280・300×250 500,000imp ¥130,000 2週間 P.12

E 記事ページ記事下右 336×280・300×250 500,000imp ¥140,000 2週間 P.12

F 記事ページオーバーレイ 728x90 500,000imp ¥120,000 2週間 P.12

G ギャラリーページヘッダー 970×250・728×90 500,000imp ¥160,000 2週間 P.12

H ギャラリーページ右カラム 336×280・300×600 300,000imp ¥130,000 2週間 P.12

I ギャラリーページ画像下左 336×280・300×250 300,000imp ¥140,000 2週間 P.12

J ギャラリーページ画像下右 336×280・300×250 300,000imp ¥160,000 2週間 P.12

K ギャラリーページオーバーレイ 728x90 500,000imp ¥140,000 2週間 P.12

SP

A 記事ページタイトル下 336×280・300×250 500,000imp ￥200,000 2週間 P.13

B 記事ページリード下 336×280・300×250 500,000imp ￥200,000 2週間 P.13

C 記事ページ記事中 336×280・300×250 500,000imp ¥230,000 2週間 P.13

D 記事ページ記事下 336×280・300×250 300,000imp ¥200,000 2週間 P.13

E 記事ページオーバーレイ 320x100 300,000imp ¥160,000 2週間 P.13

F ギャラリーページ画像上 336×280・300×250 300,000imp ¥200,000 2週間 P.13

G ギャラリーページ画像下 336×280・300×250 300,000imp ¥240,000 2週間 P.13

H ギャラリーページオーバーレイ 336×280・300×250 300,000imp ¥280,000 2週間 P.13

※掲載は30万imp以上、10万imp単位でお申し込みいただけます。

※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。



その他、⼤⼿鉄道事業者様、国内外旅⾏・観光関連事業者様、
⾦融事業者様、ネットサービス事業者様など、

2014年のリリース以降、多くの企業様にご活⽤いただいております。

東海汽船株式会社
⼩笠原海運株式会社

【ホビー・映像関連】
トミーテック株式会社
株式会社アートディンク
ビコム株式会社
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
ウォーゲーミングジャパン株式会社
ソニーマーケティング株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

【旅⾏関連】
⽇新航空サービス株式会社

【ネットサービス関連】
株式会社マーケットエンタープライズ

【その他】
ＡＧＣ株式会社

17

出稿企業様

※敬称略、順不同、⼀部抜粋

【鉄道・バス関連】
東海旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
東京地下鉄株式会社
⽴⼭⿊部貫光株式会社

【⾃動⾞・道路関連】
本⽥技研⼯業株式会社
ホンダアクセス株式会社
株式会社オートバックスセブン
ヤマハ発動機株式会社
住友ゴム⼯業株式会社
トーヨータイヤ株式会社
阪神⾼速道路株式会社

【船舶・海運関連】
株式会社フェリーさんふわらあ
商船三井フェリー株式会社
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スケジュール

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

進⾏スケジュール
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レポーティング

※レポート内容は随時更新されることがあります。

報告書を作成し、実績のレポートをさせていただきます。
⽇にちごとのPV数とあわせて、タイアップ記事にアクセスしたユーザーの属性
（年齢や性別、地域など）もご報告いたします。
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YouTubeチャンネル「乗りものチャンネル」

登録数10万⼈突破︕
⽉間最⾼視聴回数 168万再⽣!

乗りものチャンネル https://www.youtube.com/c/norimonoch/

公開3⽇間で
約15万回再⽣

いいね︓約3,100

【初公開︕】WEST EXPRESS銀河の⾞内をご紹介

性別

男性

⼥性

91.3%
8.8%

チャンネル登録数

10.3 万⼈

＊数値は2021年9⽉のもの

年齢構成⽐

「乗りものニュース」と同様に、「乗りものの楽しさを分かりやすく
伝える」がコンセプトです。鉄道や⾶⾏機、バス、船といった「乗り
もの」の⾯⽩さや魅⼒、最新情報を、「動画」というスタイルを⽣か
して伝えます。
出演者として、鉄道系YouTuber「がみ」、クルマ系YouTuber

「欅まつや」などの若⼿YouTuberを起⽤。専⾨家とはまた違う視点
で、若年層が親しみやすい動画を配信します。
チャンネルの運営は2019年11⽉に本格スタートし、約1か⽉で登

録者数が1万⼈を突破。若年層の「乗りものファン」から注⽬を集め
ています。

3%

11%

12%

14%

22%

18%

20%

0% 10% 20% 30%

13〜17 歳

18〜24 歳

25〜34 歳

35〜44 歳

45〜54 歳

55〜64 歳

65 歳以上
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YouTubeチャンネル「乗りものチャンネル」

|タイアップ動画

「乗りものニュースタイアップ記事」と同様に、貴社の
商材の魅⼒を伝えます。

事前のお打ち合わせ（ロケハン）後、進⾏台本を作成、
内容をご確認後に撮影を⾏います。

出演者として、通常動画と同様、鉄道系YouTuber「が
み」、クルマ系YouTuber「欅まつや」の起⽤も可能です。
ご要望により、専⾨家の起⽤や貴社の関係者のご出演も
可能です。

アーカイブとして継続掲載されるのもYouTube動画の
利点。⻑期に渡り広告効果が期待できます。

【タイアップ掲載事例】

AGC株式会社 様 東京観光専⾨学校 様

想定視聴回数

1,000,000円

10,000〜20,000 View／⽉

掲載料⾦

料⾦内訳 動画企画・取材・撮影・編集・掲載 ⼀式
遠隔地の交通費・モデル費⽤等は別途

掲載開始⽇ 応相談

動画への
誘導枠

「乗りものニュース」記事
公式SNS（Facebook、Twitter）

レポート内容

申込⽇ 応相談

収録時間 15分間~20分間(応相談)

視聴回数・総再⽣時間・年齢・性別
SNSリーチ・シェア数

(税別)〜
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注意事項

タイアッププラン注意事項
タイアップ記事は、制作を乗りもの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、乗りものニュースの媒体資
料にて紹介させていただく場合がございます。

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。
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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 74名（2021年12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。

⾃社メディア

※2022年1⽉現在、外部配信を含まない⾃社サイトのみの数値です。

8580万PV〜 3.0億PV〜 1280万PV〜 8380万PV〜



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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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
乗りものニュース 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︓03-5431-3771

FAX︓03-5431-3779

E-mail︓mv_sales@mediavague.co.jp


