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光文社が発行する “NO.1国民的週刊誌” 女性自身のWEBサイトです。
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ＷＥＢ女性自身は2019年５月に月間１億PVを達成。
今、勢いのあるウェブメディアです。

光文社が発行する“NO.1国民的週刊誌”女性自身のWEBサイト。芸能スクープ記事をはじめ、料理や美容、ねこの記事など、

女性の「見たい・知りたい」に幅広く応えます。WEB限定特集や連載コンテンツも展開し、ＰＶ数も2019年に入り１億PVを

超えました。出稿媒体としてみても、効率よく多くのユーザーにアプローチ可能なウエブメディアです。

１億2300万ＰＶ 2460万ＵＵ
・毎週約100本、

月間約440本の記事配信

●SNSでのアピール力

Facebook
いいね数 24,321
Twitter
フォロワー数 70,023

Instagram
フォロワー数 183,000

ラインアカウントメディア
友だち数 2,000,085

※最新の数字はお問い合わせください。

● 多彩な記事配信先からの流入

Yahoo!、livedoor、楽天Infoseek、

mixi、excite、goo、ｄニュース、

LINEニュース、ニュースパス、

BIGLOBE、エンタメウイーク、グノ

シー、

LINEアカウンメディア、nor.、

スマーニュース、LUCRA、

Amebaニュース、auポータル、など

auサービスTPO(アプリ)

smartnews
チャンネルプラス
購読者数 174,703
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他のニュースサイトと比べて女性ユーザーから圧倒的な
支持を得ているのが特徴。しかも購買意識の高い35-44歳が中心

男女比

世帯年収

38.19％61.81%
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35-44歳

45-54歳

25-34歳

55-64歳

65歳～

18-24歳

年齢比 ● 未婚：既婚
３３．５１％ ： ６６．４９％

● ブランド志向：低価格志向
62.04％：37.96％

●直近３カ月のEC購入：
６回以上 ６６．８３％

現代日本の意思決定に大きな影
響力を持つ団塊ジュニアから、
その下の世代がユーザーの過半
数を占めています。消費欲も
行動力も旺盛なこの世代を含
め、幅広い世代へのアプローチ
を試みるなら、出稿媒体候補と
してご検討ください。

※データは、Googleアナリティクス、DAC
オーディエンスワンの計測データより



広告メニュー① ＰＣ・ディスプレイ広告

①ファーストレクタングル
i m p 単価： 0 . 8 円 掲載料金：￥ 4 0 0 , 0 0 0
想定imp数：500,000imps 掲載期間：2週間

②ミドルレクタングル
i m p 単価： 0 . 6 円 掲載料金：￥ 2 4 0 , 0 0 0
想定imp数：400,000imps 掲載期間：2週間

③ビルボード
i m p 単価： 1円 掲載料金：￥ 4 0 0 , 0 0 0
想定imp数：400,000imps 掲載期間：2週間

④インリードビデオ広告
i m p 単価： 1 . 7 円 掲載料金：￥ 4 2 5 , 0 0 0
想定imp数：250,000imps 掲載期間：2週間
※記事終わりと関連記事の間に動画枠が現れ動画が再生されます。

掲載面：TOP画面・中面ページ。ローテーション掲載

同時掲載本数：２本まで。原稿差し替えは、同時入稿に限り一回可能。
原稿サイズ：①②左右300×天地250ピクセル 容量50kb未満

③左右970×天地250ピクセル 容量100kb未満
④動画ファイル形式 MP4 最大容量 ４MB以内 コーデックH.264
再生時間15秒推奨 Bit Rate  映像 1000kbps程度、音声 64kbps程度推奨
一秒あたりのフレーム数 最大30fps 動画アスペクト比 16:9 解像度 640×360以上推奨
オーディオフォーマット MP3またはACCを推奨 リンク先URL  １カ所

※入稿規定については別ページをご覧ください。imp数は想定となり、保証するものでは
ありません。基本的には雑誌発売日の火曜日AM０時掲載開始、同日12時までを掲載確
認期間とします。掲載開始日は雑誌発売日によって、または平日任意開始日に調整する
ことがあります。また、impボリュームや掲載期間の調整は可能です。ご相談ください。
Flashにて入稿希望の場合は、ご相談ください。

①

④

③

②



広告メニュー② スマートフォン・ディスプレイ広告

①記事下レクタングル
i m p 単価 ： 1 . 1 円 掲載料金 ：￥ 5 5 0 , 0 0 0
想定imp数：500,000imps 掲載期間：1週間

② １stレクタングル
i m p 単 価 ： 0 . 8 円 掲 載 料 金 ： ￥ 4 0 0 , 0 0 0
想定imp数：500,000imps 掲載期間：1週間

③インフィード広告
掲載料金 ：￥ 3 0 0 , 0 0 0

想定imp数：4,000,000imps  掲載期間：1週間
※レコメンドエンジン内に掲載する記事風見出しとバナーを入稿いただき、
ご指定の記事風ページへ誘導します。

掲載面：記事ページ面。ローテーション掲載。
同時掲載本数：2本まで。原稿差し替えは、同時入稿に限り一回可能。
原稿サイズ：①②左右300×天地250ピクセル 容量50kb未満

③天地360×左右360ピクセル 容量50ｋｂ未満 タイトルテキスト25文字以内

※入稿規定については別ページをご覧ください。Imp数は想定となり、保証

するものではありません。基本的には雑誌発売日の火曜日０時掲載開始、
同日１２時までを掲載確認期間とします。掲載開始日は雑誌発売日によっ
て、または平日任意開始日に調整することがあります。また、impボリュー
ムや掲載期間の調整は可能です。ご相談ください。



ＷＥＢ女性自身の他の取材記事のように、弊社で取材、撮影などを行い、記事を

作成します。いわゆるネイティブアドと比べても、よりＷＥＢ女性自身のテイスト

に近い仕上がりが期待できるので、ユーザーへのアプローチがしやすくなります。

リーズナブルに効果を試す、

ベーシックプランも登場！

● 30,000ＰＶ保証プラン

2,500,000円

取材・撮影有り

● スタンダードプラン

1,500,000円

取材・撮影有り

誘導枠設定2週間

想定ＰＶ：15,000

● ベーシックプラン

800,000円

取材・撮影無し

誘導枠設定2週間

想定ＰＶ：8,000

誘導枠を設置・運用：

PCでは、バナーエリアに、スマートフォンは、レコメンド枠部分
にて誘導バナーを適時運用。また、Twitterにて記事告知をい
たします。

掲載レポート提出：

「３万PV保証プラン」「スタンダードプラン」は２週間の合計と
日別のＰＶ数、ＵＵ数、ＬＰへの数、2週間のＬＰへのクリック率
を終了後、５営業日以内に納品します。
「ベーシックプラン」は総PV数、総UU数、LPへの総クリック数
のみとなります。

別途150,000円でデモグラフィック分析
レポートの提供も可能です。
（AudienceOneによる分析）

クレジット：
記事およびバナーにはPRに関する表記が入ります。
※記事は、特に要請のない場合は、アーカイブされます。
ページ内容やコンテンツのボリュームによっては、別途制作
費が必要な場合があります。基本はスチール＋テキストです
が、動画など、リッチコンテンツにも対応しますので、お気軽
にご相談ください(内容により別途費用がかかります)。

申し込み
スケジュールに関しては、別項参照。

広告メニュー③ オリジナルタイアップ記事
(ネイティブコンテンツ)プラン

記事タイトル

記事メイン
スペース

記事誘導
バナー設置



広告メニュー④ 本誌掲載タイアッププラン

信頼性の高い本誌のタイアップ記事をWEBでも配信することで、さらに情報の拡散を加速させます！

1週間毎に記事配信

☆本誌タイアップ＋WEB転載プラン

本誌タイアップをお申し込みの場合、＋80万円でWEBに転載す
るプランもご用意しております。

(レポート、誘導運用としては、ベーシックプラン同等。想定
PV数 10,000～15,000PV）

・４色２ページタイアップ 本誌掲載料金 ＋800,000

・活版２ページタイアップ 本誌掲載料金 ＋800,000

※本誌２ページ分までの場合。

本誌３ページ以上の場合は複数回シリーズ化なども含めご提案いた
します。

WEB女性自身

本誌

本誌に関連した広告企画も数多くご用意してますので、
下記サイトもご確認ください！

https://www3.kobunsha.com/ad/lo/kikaku/index.htm



WEB女性自身は、多くのキュレーションサイトやニュースメディアに記事を配信することで、他サイトからも多

くの流入があります。これと同様に、女性自身で制作したタイアップページをパートナーメディアにて告知、

誘導することで、大幅な露出拡大が見込めます。

※ブーストオプションの詳細についてはお問い合わせください。

広告枠の買い付けは弊社でおこないます。

SmartNews +￥300,000～(グロス) 14,000～
23,000clic想定

Gunosy +￥450,000～(ネット) 300,000imp想定

ポップイン +￥500,000～(ネット) 8,000click想定

LINE      +500,000～(グロス) 60,000～80,000PV想定

広告メニュー⑤ タイアップページ・ブーストオプション

国内最大級のニュースキュレーションアプリ。
SmartNews内ニュースフィード面と記事面に掲
載。 ※想定クリック数、金額はクリエイティブ、LP等
の審査によって変動します。

幅広いユーザーを持つ情報キュレーションアプ
リ。配信カテゴリーは５つから選択。クラスター
分析などのレポートも充実している。
※想定CTR ： 1.5～10％

レコメントエンジンを介しての配信。オーディ
エンス属性を分析して、マッチングを図りな
がらの自然な誘導を狙う。メディアカテゴリー
の選択機能や配信後の読者属性レポートな
ど、機能面も優秀。※クリック課金です。

詳細は次ページを
ご確認ください。



「 LINE DIGEST Spot」を活用したメディアブーストご紹介

「ＬＩＮＥアカウントメディア」である『女性自身』では、毎週3回
（火・木・土曜日）「友だち」に配信するＮＥＷＳの広告枠を活用し
て、『ＷＥＢ女性自身』に掲載するタイアップ記事広告へ誘導するメ
ディアブーストに活用が可能です。

【メニュー名】

ＬＩＮＥ公式アカウント
ＤＩＧＥＳＴ ＳＰＯＴ for アカウントメディア

友だち登録者数：約1,980,000人
想定ＰＶ数：60,000～80,000ＰＶ
※２０２１年３月末時点

画像付きで掲載できる②枠、テキストだけ
の⑧枠いずれかの広告枠を選択可能です

※１日１枠限定の枠につき、決定優先になります。また「ＬＩＮＥ」
の規定に則った掲載審査があるため、掲載の業種、内容によっ
ては掲載できない場合があります。
予めご了承ください。

②枠

⑧枠



広告メニュー⑥ タイアップページ・デモグラフィック分析

タイアップページに訪れたユーザーのデモグラフィックや記事接触前後の態度変容の分析が

可能です。今後の広告施策に生かせる詳細データをレポーティングします。

ユーザー分析レポート
料金：￥150,000

レポート項目: 性別、年齢、未既婚、子供有無、世帯年収、
職業、興味関心

※別途タイアップ実施のお申込みが必要です。
※掲載終了後、レポート納品までに10日間ほどかかります。
※上記以外のレポート項目については、別途お見積りになります。
※DACのAudience One を使用する分析レポートです。*

*月間4.8憶UBの高精度な3rd party dataを活用し、
広告接触者の分析/可視化を行うサービス。

※レポートイメージ



WEB女性自身 記事タイアップ
進行スケジュール例

•大まかな掲載内容、ＮＧ要素などをお伺いします。外部リンク先もこの段階で審査。電話、メールでの対応可。

20営業日以前 オリエン実施

•掲載日程を確定後、申し込みメールをいただきます。

15営業日前まで 申し込み

•必要に合わせて打ち合わせをいたします。この段階で、使用可能な素材、資料等もいただきます。

12営業日前まで 打ち合わせ、素材入稿

•打ち合わせ、いただいた資料等から考えた構成案を提出します。

12営業日前まで ラフ構成案の提出

•いただいた素材以外に撮影やイラストの発注、追加インタビューなど、編集部で要素を新たに加える場合の作業
期間です。

８～10営業日前まで 取材・撮影など

•実際に掲載されるレイアウトに構成した原稿をお出しします。

６営業日前まで 初校提出

•提出した初校原稿に対して、変更リクエストがあればお戻しください。

４営業日前まで 初校戻し

•初校原稿に対するリクエストを反映したものをお送ります。基本的に確認用で、ここからの再変更はできませ
ん。

３営業日前まで 確認原稿提出、責了

•タイアップ記事の掲載期間終了後、５営業日以内に記事ページPV数をレポートいたします。

掲載開始

※ベーシックタイアッププランを想定したスケジュールです。取材や追加撮影のない、ベーシックプラン
の場合は、３～４営業日ほどスケジュールが短縮可能です。



WEB女性自身 広告掲載に関する各種規定①

入稿規定

■入稿方法

広告原稿(テキスト／バナー・リンク先URL)

をe-mailにてご送付ください。

■キャンセル規定

正式申し込み(仮押さえは含みません)後のキャンセルに

ついては、下記のとおりキャンセル料金を申し受けます。

・掲載開始日より３営業日(開始日を含まない)より前

………料金の50％

・掲載開始日より３営業日(開始日を含まない)以降

………料金の100％

■入稿期限

入稿期限は、掲載開始希望日を含まない５営業日前の17時まで。

ただし、PCスキン広告、インリードビデオ広告、スマホのイン

フィード広告に関しては、10営業日前が入稿締切期限となりま

すので、ご注意ください。掲載開始は、火曜日、または任意の

平日(土日祝 日を除く)希望日の０時より掲載開始となります

が、掲載確認期間は通常、掲載開始日の午前10時から同日昼12

時までとなります。リンク先等のページについても、動作確認

の関係上、入稿期限前日までにご用意ください。ただし、一部

メニューで掲載開始時間が異なる場合がありますので、詳細は

お問い合わせください。

※ご入稿が締切期限を過ぎてしまった場合は、お申込みいただい

た掲載日に開始できないことがございます。

■特記事項

各広告枠の料金、枠数、仕様は予告なく変更される可能性が

ありますので、必ず担当までご確認ください。また、リンク

先のランディングページ及びリンクＵＲＬの仕様(パラメー

ター含む)も広告掲載基準やサイトポリシーに則った審査対

象となります。必ず申し込み時に実施内容詳細をお知らせ

ください。

停電、火災、天災地変等の不可抗力や通信回線網の事故が起

きた場合、またシステムの定期的及び緊急なメインテナンス

のため、広告配信されない時間があります。

■競合調整

弊社では、競合調整はおこなっておりません。



WEB女性自身 広告掲載に関する各種規定②

各種規定
株式会社光文社が運営する『WEB女性自身』の広告をお申込みになる方は、以下の基準、保証、および注意をよくお読みいただき、同意
の上で広告をお申込みください。お申込みされた方は、自動的に下記の基準、保証、および注意について同意されたものとみなします。

第１条 女性自身 広告掲載倫理基準

1．女性自身の信頼・品位を損なう広告の掲載はしない。

2．真意を伝える広告の掲載でなくてはならない。

3．法令に違反する広告の掲載はしない。

4．公序良俗に反する広告の掲載はしない。

第２条 女性自身 広告掲載基準

WEB女性自身は純抗告、タイアップ広告とも、基本的に本誌 の掲載
基準に準拠いたします。広告をお受けできない内容、表現等は下記
の通りです。

1．責任の所在が不明確なもの。

2．社会秩序を乱す次のような表現或いはコンテンツ。

3. 暴力、賭博、麻薬、売春などの不法行為を肯定、美化するもの。

4. 醜悪、賭博、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。

5. 性に関する表現で、品位のないもの。

6. その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。

7. 投機、射幸心を著しくあおるもの。

8. 医療、医薬品、化粧品において、効能・効果等が厚生労働省の

承認する範囲を逸脱するもの。

9. 非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、

不安を与えるおそれがあるもの。

10. 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるお

それのあるもの。

11. 氏名、写真、談話および商標、著作物、意匠などを無断で利用し

たもの。

12. 内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの。

13. 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの、いわゆる不

当商法とみなされるもの。

14. 公正な第三者機関の立証データなしに「世界一」「№１」等の表

記をしているもの、または比較広告で公正取引委員会に定めるガ

イドラインに準じていないもの。

15. ユーザーに不快感を与えるおそれがあると認められるもの。

16. 高速振動や高速点滅のイメージが連続するもの。

17. 以上の他、女性自身が不適切だと判断したもの。



WEB女性自身 広告掲載に関する各種規定③

第３条 保証

1. 広告主及び広告代理店は、以下のことに同意するものとします。本広告の

内容、意匠等について、広告主及び広告代理店がその全ての責任を負って

います。本広告により生じた如何なる紛争についても、広告主と広告代理

店の負担と責任において、一切の処理をおこなってください。本件に関し

女性自身および株式会社光文社は一 切の責任を負わないこととします。

2. 女性自身は、(1)不可抗力、(2)政府または法令による決定、(3)火災また

は地震等の自然災害、(4)暴動、騒動、爆発、通商停止、ストライキまた

は通信の停止等の人災等の責に帰すべき事由によらない配信遅延または配

信不能については、一切の責任を負わないものとします。

3. 女性自身は、その責に帰すべき事由による配信の遅延、配信不能、表示不

能、内容の変更、内容の脱落については、女性自身の責任において、その

対応をします。ただし、これにより生じた如何なる損害賠償にも応じるこ

とはないことを、広告主及び広告代理店は同意するものとします。

4. 広告の内容はすべて、女性自身の承認を受けなければなりません。女性自

身は、広告、掲載の申し込み等本広告すべてに関していつでも拒否または

キャンセルできる権利を有するものとします。

5. 料金及び諸条件は何らかの予告なく改定することがあります。また公告し

ている料金および諸条件が異なっている場合があります。料 金及び諸条件

については、必ず女性自身担当者にお問い合わせください。公告掲載中の

料金及び諸条件については、基本的に変更することはありませんが、法令

の変更または著しい経済環境の変化がおきた場合、広告主の同意のもとに

料金及び諸条件の変更をおこなうことがあります。

広告出稿のお申込み、お問い合わせ

ＷＥＢ女性自身[jisin.jp]

純広、ネットワーク広告等のお申込み

株式会社光文社 コンテンツビジネス局

雑誌コンテンツ事業部

担当／佐久間、佐藤、渡邉

Mail／cbd.ad@kobunsha.com      

Tel／03-5395-8225

WEBタイアップおよび女性自身の

誌面広告掲載に関するお問い合わせ

株式会社光文社 メディアビジネス局

広告部

担当／平嶋

Mail／m-hirashima@kobunsha.com           

Tel／03-5395-8121

※女性自身誌面の媒体資料は、以下のURLからご参照くださ
い。

http://www3.kobunsha.com/ad/lo/baitai/


