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サイト概要

ビジネスパーソンと社会をつなぐニュースメディア

月間総ページビュー数（PV数） 3500万PV

月間総訪問閲覧者数（UU数） 750万UU

Twitterフォロワー 13万件

Facebook 13万いいね

2020年04月現在

■以下のような読者層にリーチできます

・職場での意思決定権を持ち、投資にも関心の高い

ビジネスパーソン

・情報を取捨選択し、自ら発信することにも積極的な

高感度ユーザー

・良質なものにこだわり、購買意欲も高い人々

BLOGOSは、政治・経済・社会問題からIT・テクノロジーまで、日本が直面している数多くの問題について、分析･提言を掲載しています。

編集部は主要な読者である30代、40代のビジネスパーソンに向け、社会についてより深く知るための記事を発信。

また、AIやFinTechなどの最新動向についても、身近な問題とからめることで、新たなトレンドをわかりやすく伝えます。

編集部による独自取材やオリジナル連載も積極的に開始し、読者を巻き込んだ、さらなる情報発信のきっかけが見つかるニュースメディアを目指します。

https://blogos.com/
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注力コンテンツ

注力コンテンツ／特集

特集

編集部が選んだテーマでビジネスパーソンに向けた特集を展開。さまざまな角度から社会課題についての論考を発信しています。

■新家族論

主な記事

新型コロナを発端とした在宅生活で多くの時間を過ごした「家

族」をテーマにした特集。特集の中では、さまざまな家族のあ

り方を提示した。

- 家族だから「いびつ」になる 紗倉まなが考えるこ
れからの家族の風景

- 自粛生活を支えた「オンライン家族」との2ヶ月間

- 幼少期に出ていった父が数十年後にくれた「ごめん
なさい」の一言 LiLiCoが本当の親子になった日

- 血縁だけが身内ですか？ 2拠点75人で共同生活す
るCiftに聞いた新しい家族のカタチ

■Re:学び

もはや当たり前になりつつある企業のAI導入を軸に、これか

ら「AIと一緒に働ける」人材像はなんなのか、専門家の話を

元に明らかにしていった。

主な記事

- 「AIが仕事を奪う」は本当なのか 専門家に聞く人
工知能の弱点

- 無人コンビニにデジタルサイネージ AIをフル活用
した高輪ゲートウェイ駅

- 公務員の仕事は「やり方」を変えれば一気にAIで代
替可能 導入が進まない背景は

- AI時代に必要とされる「倫理」とはなにか 株式会
社ABEJA・岡田陽介CEOに聞く
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ユーザー属性①

主要読者はビジネスと家庭、双方で活躍する男性たち。

• 性別：男性

• 年齢：30〜40代

• 職業：会社員

• 年収：600〜800万円

• 居住地：東京23区内

• 家族：家族：既婚、子持ち
（未就学児、小学生）

• 目的意識の高い投資傾向
（教育、家、クルマなど）
がある。

• 価格が高くても品質のよい
ものを選ぶ。

• 管理職･経営者･自営業など、
ビジネスにおける意思決定
層も多い。

BLOGOSユーザーイメージ

若くして意思決定に関わる
ビジネスパーソンが多い

個人年収でも600万円以上の
ユーザーが3割以上存在
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良質なものにこだわり、情報収集に余念がない。

※自社調べ（2019年2月時点）

ユーザー属性②
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目的意識の高い投資経験者が多数。

※自社調べ（2019年2月時点）

ユーザー属性③

家/クルマ/家電/子ども のための投資が多く、
それぞれの商材への関心の高さがうかがえる



ADmenu

タイアップ企画
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タイアップ企画

でニュース記事として商材をご紹介します
タイアップ企画とは、BLOGOS編集部による取材などを通して、キャンペーン・サービスの紹介を行う広告メニューです。
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制作事例のご紹介

生放送番組を企画・運営・配信

します。ニコニコ動画、

YouTube Liveを記事と組み合わ

せて配信します。

インタビュー トークイベント

生放送 ブロガー企画

特集ページ

複数の企画や記事を集約した特設のページを設置します。

タイアップ企画

多様な専門家をアサインし、商

材に関連したテーマで、インタ

ビューを行い記事を作成します。

専門家による、商材に関連した

対談を行い記事を作成します。

参加ブロガーをアサイン、対談

やインタビューを記事化します。
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誘導イメージ

100,000+
フォロワー

タイアップ企画



11

https://blogos.com/

タイアップ企画

プレミアムタイアップ
動画付きのタイアップ記事を専用テンプレートで展開。他のコンテンツに邪魔されない見やすいワンカラムのデザインと、
ブランド訴求につながるハイクオリティな動画で商材をアピールします。

プレミアムタイアップ

制作内容
タイアップ記事1本

動画1本（2〜3分想定）

掲載面
livedoorニューストピックス（PC or SP）

BLOGOSトップページ

保証
タイアップ記事：20,000PV

※動画の再生回数は保証いたしません。

配信日
平日任意

※トップページでの掲載期間は保証しておりません。

オプション

■動画の2次利用：50万円～（税別・ネット）

※出演者や内容により対応できかねることもございます。2次利用の可能性がある場合

は必ず、お申し込み時までにお申し出ください。

■SNS（Twitter・Facebook）ブースト：10万円～（税別・ネット）

※BLOGOSのSNSアカウントでの投稿のみ保証。

NEW

MENU

350万円〜（税別）



12

https://blogos.com/

タイアップ企画

タイアップ記事

タイアップ記事

掲載面

livedoorニューストピックス（PC or SP）

BLOGOSトップページ

（BLOGOS LINEアカウントメディア ※オプション）

保証 20,000PV/1記事

配信日
平日任意/1日

※トップページでの掲載期間は保証しておりません。

枠数 平日各１枠

取材・記事制作を編集部で行い、livedoorニュースとBLOGOSトップページから誘導を実施するメニューです。

アレンジプラン

■プレミアムプラン：150万円～

・livedoorニュース掲載（5万PV保証）

・BLOGOSトップページ掲載

・記事制作

■ライトプラン：80万円～

・BLOGOSトップページ掲載（PV保証なし）

・記事制作

■SNS（Twitter・Facebook）オプション：＋10万円（ネット）～

・BLOGOSのSNSアカウントより誘導

※詳細については、営業担当までお問い合わせください。

2万PV保証 100万円〜（税別）
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タイアップ記事

特集ページ＋タイアップ記事

＜特集ページ＞

＜タイアップ記事＞

特集ページ＋タイアップ記事

制作内容
タイアップ記事3本

特集ページ1本

掲載面
livedoorニューストピックス（PC or SP）

BLOGOSトップページ

保証

各記事：20,000PV

特集ページ：10,000PV

※特集ページ誘導は1ヶ月間

配信日
平日任意

※トップページでの掲載期間は保証しておりません。

※複数本のタイアップ記事とセットになります。
※開発工数等によって価格は変動します。
※掲載開始日の30営業日前までに弊社指定のヒアリングシートの提出をお願い

しております。詳細スケジュールは別途弊社営業担当までお問い合わせください。
※ページに広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

■特集ページ単体…原則200万円（税別）

400万円〜（税別）
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タイアップ企画

イベント＋タイアップ記事
新作映画のPRや投資商品の理解促進などにご利用ください。

イベント＋タイアップ記事

■生放送＋書き起こし…300万円〜（税別）

※PV保証をご希望の場合は別途お見積させていただきます。

※タイアップ記事（告知記事、レポート記事）とセットになります。

※会場、参加者の規模等によって価格は変動します。

※掲載開始日の30営業日前までに弊社指定のヒアリングシートの提出をお願い

しております。詳細スケジュールは別途弊社営業担当までお問い合わせください。

※ページに広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

オリジナルイベントセミナーの企画、登壇者のアサインを編集部で行い、

告知記事、レポート記事の制作・掲載を実施するメニューです。

250万円〜（税別）
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バナー・通常枠
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バナー・通常枠

PCサイト

レクタングル

掲載面
BLOGOSトップページ

BLOGOS各コンテンツ

原稿サイズ 左右300×天地250（px）

容量・形式 JPEG、 GIF、 Flash（60KB以内）

アニメーション 可

配信日
月曜午前11時掲載開始〜

翌週もしくは翌々週月曜午前11時掲載終了

同時掲載本数 5本以内

原稿差替 可（週1回平日のみ）

入稿締切 5営業日前

A
250万 imp想定

1週間 貼付け
B

500万 imp想定

2週間 貼付け

150万円（税別） 250万円（税別）
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バナー・通常枠

PCサイト

カンバス

掲載面
BLOGOSトップページ

BLOGOS各コンテンツ

原稿サイズ 左右300×天地500〜600（px）

容量・形式 JPEG、 GIF、 Flash（2MB以内）

アニメーション 可

配信日
月曜午前11時掲載開始〜

翌週もしくは翌々週月曜午前11時掲載終了

同時掲載本数 5本以内

原稿差替 可（週1回平日のみ）

入稿締切 5営業日前

A
250万 imp想定

1週間 貼付け
B

500万 imp想定

2週間 貼付け

300万円（税別） 500万円（税別）
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注意事項・備考

注意事項・備考

※livedoorニュース、BLOGOSピックアップ掲載時の文言、位置の指定は出来かねま

すのでご了承ください。

※広告主様、商材によっては掲載をご遠慮させていただく場合がございます。

※iPhone/iPod touchのブラウザではFlashを再生することが出来ませんので、広告

のリンク先にはFlashを使用しないページを推奨しています。

※記事内のテキストリンクは記事内1本、記事末2本の最大3本までといたします。

※デザイン変更等により、実際の掲載イメージとは異なる場合がございます。

※記事面に広告主様と広告企画を明示する文言を掲載させていただきます。

※トピックス掲載文言に、他の広告クリエイティブが重なる場合がございますが、保証

PVへは影響致しませんので、ご了承ください。

※レポーティング項目は掲載期間中のPV数、記事内リンクCL数となります。掲載キャ

プチャはlivedoorニューストピックス、BLOGOSピックアップ掲載のみとなります。

※掲載面ごとのレポートは行いませんのでご了承ください。

※同ページの広告枠において他のリッチ系広告が掲載される場合がございます。



広告出稿のご依頼、ご不明な点は
弊社営業担当までお問い合わせください。

是非BLOGOS企画広告をご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

[ お申し込みに際して ]

事前に以下の内容をご確認の上、お申し込みの程、宜しくお願い申し上げます。

LINE 法人向けサービス「BLOGOS」記事広告商品取引約款

https://lin.ee/iO66bA5/lnam

LINE株式会社 ポータルカンパニー セールス企画チーム

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 23F

お問い合わせ先 dl_ld_sales@linecorp.com

https://blogos.com/

https://lin.ee/iO66bA5/lnam

