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女子のためのニュースメディアです。名前の由来は、

「超ゴキゲン！」という意味の英語のスラング。

Peachyで配信中のガールズニュースをチェックすれば、

きっと“Peachy”な毎日が過ごせるはず！

Introduction

国 内 最 大 級 の

女 子 向 け ニ ュ ー ス メ デ ィ ア
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スマートフォン版 LINE公式アカウント

Data
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月間訪問者数が700万超のガールズメディア

PC・スマートフォンを中心に月間約3,500万PVを記録しています。

ページビュー数：

訪問者数

約300万／月

約150万／月

ページビュー数：

訪問者数

約1500万／月

約300万／月

PC版

ページビュー数：

友だち数

約2000万／月

約380万／月

（2022年8月現在）



Users
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ドラマのような恋に憧れる

“胸キュン♡ピュアガール”

恋愛

恋はちょっと奥手…

彼の本音が知りたい！

彼氏がいてもいなくても、いつでも恋をしていたい♡

でも、恋にはちょっと消極的かも…。彼の本心が

知りたいけど、自分からは言い出せない。

だから、男の子が好きな女の子にだけ見せる

仕草やサイン、言葉、LINEが知りたい！

占い・診断系も大好きで、

見かけるとついつい読んで

しまいます。

コスメ

コスメ大好き☆最新情報は

スマホでチェック！

普段使っているコスメはドラッグストア系が中心。

キャンメイク・ケイト・セザンヌ等を愛用♡

コスメが好きなので、デパコス系アイテムに

憧れている。良いものがあれば“清水買い”

することも。メイクのポイントは

ナチュラルに見えること！

ファッション

プチプラアイテムで

賢くオシャレ♪

ユニクロ・GU・ZARAなどの

ファストファッションを

取り入れることが多いです。

あまり背伸びはせず、コスパ重視で

等身大のオシャレを

楽しむのがモットー☆

ボディ

太ってはいないけど、

部分痩せは気になる…

スタイルアップは気になるところ。

すぐに小顔・脚痩せできる方法が

あったら試してみたいかも。

ジムやヨガなどの習い事も

やってみたいな。

好きな有名人

ドラマで人気の俳優さんに♡

石原さとみさん・竹内涼真さんが好き。

有村架純さんや高畑充希さんなど、

同世代の女優も人気みたい。

とは…？



Users
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10・20代女子が毎日愛読♡

※自社調べ（2019年2月時点）



Users
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おしゃれが好きで、事前リサーチもバッチリ☆

※自社調べ（2019年2月時点）



Users
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8割が独身女子！恋愛ネタが大好き♡

※自社調べ（2019年2月時点）



Lifestyle

ライフスタイル

ダイエット・健康情報で快適に

健康、ダイエットや心理テストなど、

女子ライフを楽しくする情報を紹介

Love

恋愛

恋愛ハウツー・男子の心理を読み解く

男子がキュンとする“モテ仕草”や“モテワード”

など、恋に悩む女子必見の情報を発信

Culture

カルチャー

芸能・ゴシップ情報が満載

書籍、映画、舞台情報から

セレブゴシップまで、話題が満載

Gourmet

グルメ

ご褒美スイーツからデートで使える情報

有名パティシエの豪華スイーツ、

デートで行きたいレストランなど

Fashion・Beauty

ファッション・ビューティ

最新のファッション・コスメで女磨き

コスメ・洋服・アクセサリーなど

人気ブランドの新商品をいち早く

Contents
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毎日約４００本のガールズニュースを配信！

ファッション、恋愛など、気になる5カテゴリの情報をピックアップ。



AD menu



記事ページダイジェストページ

LINEアカウントメディアDIGEST Spot

プッシュ配信で効果的に商材情報を紹介

納期目安

15営業日

AD menu
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料金 ￥1,500,000（税別）〜

PV数 想定 50,000PV以上

期間 6週間

掲載面
LINEアカウントメディア面

１日／1枠（午後10時頃配信）

原稿

規定

可否シート、制作素材をご記入いただきまして、弊社にて原稿を

作成させていただきます。

テキストリンクは記事内2点までとさせていただきます。

備考

・広告主様、商材によっては掲載をお断りさせていただく場合がございます。

・レポーティング項目は掲載期間中のPV数、クリック数となります。

・本記事はPCブラウザでの閲覧も可能です。

・記事面に広告主様と広告企画を明示する文章を掲載させていただきます。

・詳細な商材可否、入稿規定は別途資料がございますので、

配信をご希望される場合はお問い合わせください。

・詳細スケジュールは弊社営業担当までお問い合わせください。

・取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する

場合は、別途費用が発生いたします。



記事ページダイジェストページ

AD menu
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LINEアカウントメディアDIGEST Spot 動画プラン

料金 ￥1,500,000（税別）〜

PV数 想定 50,000PV以上

期間 6週間

掲載面
LINEアカウントメディア面

1枠（午後10時頃配信）

原稿

規定

可否シート、制作素材をご記入いただきまして、弊社にて原稿を

作成させていただきます。

テキストリンクは記事内2点までとさせていただきます。

動画

規定

・形式:mp4のみ ・容量:470MBまで ・アスペクト⽐:16:9と1:1のみ

※30秒〜2分程度を推奨しています。

備考

・広告主様、商材によっては掲載をお断りさせていただく場合がございます。

・レポーティング項目は掲載期間中のPV数、クリック数となります。

・本記事はPCブラウザでの閲覧も可能です。

・記事面に広告主様と広告企画を明示する文章を掲載させていただきます。

・詳細な商材可否、入稿規定は別途資料がございますので、

配信をご希望される場合はお問い合わせください。

・詳細スケジュールは弊社営業担当までお問い合わせください。

・取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する

場合は、別途費用が発生いたします。

納期目安

15営業日

動画をプッシュ配信で紹介



ニュース記事

ざっくり言うとページ

AD menu
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PC・スマートフォン記事タイアップ
納期目安

15営業日

オリジナル記事で商材の魅力をわかりやすく紹介

料金 ￥1,000,000（税別）〜

メニュー

内容

ざっくり言うとページ：1本

ニュース記事：1本

保証 20,000 PV ※ざっくり言うとページ＋ニュース記事

掲載面 livedoorトピックス・Peachy

配信日 平日任意 ※トピックス面での掲載時間は保証しておりません

原稿

規定

ヒアリングシートをご記入いただいた上、弊社にて原稿作成となります。

記事スペックは1,500文字程度、テキストリンクは3点までとなります（応相談）。

トピックス掲載位置及び文言は弊社の編集権となります。

備考

・広告主様、商材によっては掲載をお断りさせていただく場合がございます。

・レポーティング項目は掲載期間中のPV数、クリック数となります。

・デザイン変更などにより、実際の掲載イメージと異なる場合がございます。

・Android/iOS、両OS掲載のみの対応（出し分け不可）となります。

・掲載時間、誘導枠については編集部判断のため、指定は出来ません。留意事項がある場

合は、ご発注時にお申し出ください。

・スマートフォントップ、オススメ枠からの誘導は平日1日程度になります。

・livedoorスマートフォン掲載トピックスの文言、掲載位置の指定は出来ません。

・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。

・詳細スケジュールは弊社営業担当までお問い合わせください。

・取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する

場合は、別途費用が発生いたします。



ブーストプラン

オリジナル記事で商材の魅力をわかりやすく紹介
料金 ￥2,000,000（税別）〜

メニュー

内容

LINEアカウントメディアDIGEST Spot：1本

PC・スマートフォン記事タイアップ：1本（ざっくり言うとページ：1本／ニュース記事1本）

保証

100,000 PV

※LINEアカウントメディア DIGEST Spot+PC・スマートフォン記事タイアップ

（ざっくり言うとページ＋ニュース記事）の合算値です。

※PV⽐率の指定はできません。

掲載期間
LINEアカウントメディア DIGEST Spot：6週間

PC・スマートフォン記事タイアップ：アーカイブ

掲載面 LINEアカウントメディア面 ※1日／1枠 ・ livedoorトピックス・Peachy

配信日

平日任意

※トピックス面での掲載日時は保証しておりません。

※枠の空き状況によっては、ご希望に沿いかねる可能性がございます。

原稿

規定

可否シート、制作素材をご記入いただきまして、弊社にて原稿を作成させていただきます。

テキストリンクは記事内2点までとさせていただきます。

トピックス掲載位置及び文言は弊社の編集権となります。

備考

・広告主様、商材によっては掲載をお断りさせていただく場合がございます。

・レポーティング項目は掲載期間中のPV数、クリック数となります。

・デザイン変更などにより、実際の掲載イメージと異なる場合がございます。

・Android/iOS、両OS掲載のみの対応（出し分け不可）となります。

・掲載時間、誘導枠については編集部判断のため、指定は出来ません。留意事項がある場

合は、ご発注時にお申し出ください。

・本記事はPCブラウザでの閲覧も可能です。

・スマートフォントップ、オススメ枠からの誘導は平日1日程度になります。

・livedoorスマートフォン掲載トピックスの文言、掲載位置の指定は出来ません。

・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。

・詳細スケジュールは弊社営業担当までお問い合わせください。

・LINEアカウントメディア DIGEST SpotとPC・スマートフォン記事タイアップの記事は

全く同じ内容となります。異なる内容を希望される場合、別途費用が発生いたしますの

で、事前に弊社営業担当までお問い合わせください。

・取材・撮影も可能です。LINE本社より半径50km以上、または宿泊が発生する場合は、

別途費用が発生いたします。

納期目安

15営業日

AD menu
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記事ページダイジェストページ

ニュース記事ざっくり言うとページ

LINEアカウントメディア DIGEST Spot

PC・スマートフォン記事タイアップ



商材公式サイトなど

AD menu
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誘導事例 PC版

トピックス ざっくり言うとページ

記事詳細



トピックス ざっくり言うとページ 記事詳細 商材公式サイトなど

AD menu
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誘導事例 SP版



AD menu
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オプションメニュー

備考 ※オプションをご希望される場合には、掲載可否時にその旨ご連絡ください。 ※上記費用はネット金額となります。

※オプションのみのご発注はできません。 ※納品期間については、お問い合わせください。

No. オプション名 費用 概要

タイアップメニュー名

LINE
アカウント
メディア
DIGEST

Spot

LINE アカウン
ト

メディア
DIGEST Spot
動画プラン

PC
スマート
フォン
記事

タイアップ

ブースト
プラン

1 イラスト制作
50,000円（税別）〜
／1枚

イラストを制作します。1枚でストーリーを伝えることができ
るため、商材への理解をより深めることが可能。

○ ○ ○ ○

2 マンガ制作
300,000円（税別）〜
／〜10コマ想定

スマホ向けの縦長マンガを制作します。ストーリーを付ける
ことで、商材のメリットをわかりやすく伝えることができます。

○ ○ ○ ○

3 ヘアメイクアサイン
150,000円（税別）〜
／1名

メイクアップアーティスト、美容家などのオーソリティを起用
し、商材の活用法などをレクチャーします。

○ ○ ○ ○

4 モデルキャスティング
150,000円（税別）〜
／1名

プロのモデルを起用し、Peachyの世界観に合ったオリジナル
の画像を撮影します。

○ ○ ○ ○

5 インスタグラマー Instagram投稿
50,000円（税別）〜
／1名（1投稿）

ユーザーに近い存在であるインスタグラマーに商品を使用して
もらい、自身のアカウントに投稿。記事で紹介することで話題
感を創出できます。

○ ○ ○ ○

6
Twitter RTキャンペーン（事務局込み）
※商品はご用意ください。

300,000円（税別）〜
Peachy公式アカウントでプレゼントキャンペーンを実施。
キャンペーン事務局から商品発送まで、対応いたします。

○ ○ ○ ○
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座談会アレンジ（企画・会場費込み）

※参加者の費用は含まれていません。

※会場の指定がある場合は、別途費用が発生します。

※PC・スマートフォン記事タイアップのみ実施可能

100,000円（税別）〜
／1時間

座談会の企画・会場準備・ファシリテートまで一気通貫で行い
ます。ユーザーの生の声を紹介するこで、リアリティのある記
事を制作することができます。

× × ○ ○

8
マーケティングタグのエンベット

※タグはこちらで用意することはできません。
100,000円（税別）〜

貴社指定のマーケティングタグを設置することが可能です。タ
グの種類によっては設置できないこともあるため、事前にご相
談ください。

× × ○ ○
※LINE版は×
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二次利用

※URLのみ、記事タイトルのみの場合は

無料でご利用いただけます。

50,000円（税別）〜
オウンドメディアや他プロモーションで、記事をご活用いただ
けます。

○ ○ ○ ○



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Peachy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。

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「Peachy」記事広告商品取引約款

https://lin.ee/iO66bA5/lnam

コンテンツポリシー・広告品質ポリシー

https://news.livedoor.com/pc-contents-policy

LINE株式会社 ポータルカンパニー セールス企画チーム

〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6-1 四谷タワー23F

お問い合わせ先 dl_ld_sales@linecorp.com

[ お申し込みに際して ]

https://lin.ee/iO66bA5/lnam
https://news.livedoor.com/pc-contents-policy

