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127,000  
             フォロワー 

※すべて2020年3月時点のフォロワー数、いいね数となります 

公式インスタグラム広告企画 

2020年3月 

2020年3月～4月 
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平均いいね数 

 2,556 
                   いいね！ 

 

127,100 
フォロワー 

オススメの理由 

メディア業界の中でも 

エンゲージメントの高さ フォロワー数の多さ 
インスタグラムと 

相性の良い 
ヴィジュアル制作 
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平均エンゲージメント率 2.25％ 
※すべて2020年３月現在の投稿データとなります 

平均imp数 

  108,312 
                              imp 
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フォロワー様とのエンゲージメントが非常に高いことが自慢です！  

men’sFUDGE 公式Instagramの大きな影響力 

性別 

フォロワー属性 

4,157いいね！ 
画像保存1,184人    

3,629いいね！ 
画像保存759人    

3,075いいね！ 
画像保存469人    

エンゲージメント率：4.2％  エンゲージメント率：3.4％  エンゲージメント率：2.8％  

3,671いいね！ 
画像保存379人    
エンゲージメント率：3.2％  

年齢 
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1. インスタグラム 1投稿プラン（編集部撮影） 

men’sFUDGE編集部が制作！ 
アイテムカット（もしくはモデルカット）を撮影し、カルーセル投稿いたします。 
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内容 
 ・編集部で撮影した写真をもとに配信 
 （カルーセル投稿＋ストーリー投稿）×１回 

投稿日 ・応相談の上、決定 

投稿数 

・1回（100,000imp想定） 

・ストーリー1回（2,5000imp想定） 

・ストーリー投稿24時間後、1週間ハイライトにて 

   アーカイブ掲載させて頂きます 

・投稿はアーカイブとして残ります 

投稿枚数 
・1投稿あたり最大３枚まで 
 ※原稿は１種類 

PR 
レギュレーション 

・「＃PR」「ブランドアカウント名」付加必須となります 

G¥500,000～ 
（モデルカット使用の場合は別途G20万円） 

【men’sFUDGE 公式インスタグラム】 
 （カルーセル投稿＋ストーリー投稿）×１回 

【サービス】 ※編集部任意 

 ・公式SNS発信（  Facebook、 Twitter）＜各1回＞ 

Swipeすると 
ブランド様HPへ

リンク 

ブランド様 
HPへ誘導 

swipe 
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2. インスタグラム”３投稿”プラン（編集部撮影） 

men’sFUDGE編集部が制作！ 
アイテムカット（もしくはモデルカット）を撮影し、カルーセル投稿いたします。 
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通常価格 ¥1,500,000 のところ 

    特別価格 G¥1,250,000～ 

内容 
 ・編集部で撮影した写真をもとに配信 
 （カルーセル投稿＋ストーリー投稿）×３回  
 ※撮影は1回 

投稿日 ・応相談の上、決定 

投稿数 

・3回（100,000リーチ想定／回） 

・ストーリー3回（25,000imp想定／回） 

・ストーリー投稿24時間後、1週間ハイライトにて 

 アーカイブ掲載させて頂きます 

・投稿はアーカイブとして残ります 

投稿枚数 
・1投稿あたり最大３枚まで 
 ※原稿は１種類 

PR 
レギュレーション 

・「＃PR」「ブランドアカウント名」付加必須となります 

【サービス】 ※編集部任意 

 ・公式SNS発信（  Facebook、 Twitter）＜各1回＞ 

【men’sFUDGE 公式インスタグラム】 
（カルーセル投稿＋ストーリー投稿） ×3回 

（モデルカット使用の場合は、G¥1,850,000） 

Swipeすると 
ブランド様HPへ

リンク 

ブランド様 
HPへ誘導 

swipe 
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3. インスタグラム ストーリー投稿プラン（素材提供） 

クライアント様ご提供素材を使用して、 
men’SFUDGEオフィシャルアカウントにてストーリー投稿いたします 
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ブランド様 
HPへ誘導 

【men’sFUDGE 公式インスタグラム】 
 ストーリー投稿（素材提供）×１回 

内容 
 ・ご提供素材にて、オフィシャルアカウント配信 
   ※ストーリーのみ 

投稿日 ・応相談の上、決定 

投稿数 

・ストーリー1回（25,000imp想定） 

・ストーリー投稿24時間後、1週間ハイライトにて 

 アーカイブ掲載させて頂きます 

投稿枚数 
・1投稿あたり最大３枚まで 
 ※原稿は１種類 

PR 
レギュレーション 

・「＃PR」「ブランドアカウント名」付加必須となります 

G¥300,000 

Click！ swipe 
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メニュー一覧 

プラン 
1.インスタグラム 1投稿プラン 

（編集部撮影） 
2.インスタグラム”３投稿”プラン 

（編集部撮影） 
3.インスタグラム ストーリー投稿プラン 

（素材提供） 

金額 
G ¥500,000～ 

※モデルカットの場合は別途料金 

G ¥1,250,000~ 
※モデルカットの場合は別途料金 

   ※撮影は1回 
G ¥300,000 

内容 ・編集部で撮影した写真をもとに配信 
・ご提供素材にて、オフィシャルアカウント配信 
 ※ストーリーのみ 

投稿日 ・応相談の上、決定 

投稿数 

・フィード1回（100,000リーチ想定） 

・ストーリー1回（25,000imp想定） 

・ストーリー投稿24時間後、1週間ハイライトにて 

 アーカイブ掲載させて頂きます 

・投稿はアーカイブとして残ります 

・フィード3回（100,000リーチ想定／回） 

・ストーリー3回（25,000imp想定／回） 

・ストーリー投稿24時間後、1週間ハイライトにて 

 アーカイブ掲載させて頂きます 

・投稿はアーカイブとして残ります 

・ストーリー1回（25,000imp想定） 

・ストーリー投稿24時間後、1週間ハイライトにて 

 アーカイブ掲載させて頂きます 

 

投稿枚数 ・1投稿あたり最大３枚まで ※原稿は１種類 

備考 

・撮影した写真は、二次使用可能 
 （１ヶ月間／使用範囲以前確認あり） 
 ※モデル起用の場合は、二次使用別途料金がかかります 
 ※モデルは外国人モデルとさせていただきます（１コーディネイト） 
 ※モデルの人選・撮影スケジュールは編集部に一任させていただきます 

・掲載1ヶ月後を目処にレポートを提出いたします 

・掲載２週間後を目処にレポートを提出いたします 

・事前に投稿用画像のビジュアル審査をさせていただきます 

・事前掲載可否の確認が必須となります。可否の結果、掲載ができない場合がございますので予めご了承下さい。 
・競合排除はいたしません。 
・文章もしくは画像いずれかに「#PR」「ブランドアカウント名」が入ります。 
・men’sFUDGEのトーン＆マナーに合わせ、テキストについて編集・調整をさせていただく可能性がございます。 
・雑誌発売日前後は、配信調整の可能性がございますので、事前に配信可能日を担当者までご確認ください。 
・内容や仕様に関する詳細は、別途お問い合わせください。 
・人体への効能効果に関わる、医薬部外品、医療機器、化粧品等についての「口コミ」「個人の感想」等の掲載はNGとなります。 

7 



Copyright © 2020 SAN-EI Co., Ltd. All Rights Reserved.  

プラットフォーム メニュー 掲載期間 想定数 料金 

  

インフィード クリック数 2週間～1ヵ月 

1,680クリック~ G¥300,000 

2,800クリック~ G¥500,000 

5,600クリック~ G¥1,000,000 

動画 動画再生回数 2週間～1ヵ月 

33,600再生~ G¥300,000 

56,000再生~ G¥500,000 

112,000再生~ G¥1,000,000 

ストーリーズ クリック数 2週間～1ヵ月 

2,240クリック~ G¥300,000 

3,733クリック~ G¥500,000 

7,467クリック~ G¥1,000,000 

性別や年齢、興味・関心、特定のキーワードを設定し、ターゲティング
が可能。フォロワーに限らず、アクティブなユーザーのタイムラインに
広告が配信でき、リーチが期待できます。 

※ ご要望に応じてカスタマイズが可能です。詳細は営業担当にお問い合わせください。 
※ Instagramストーリーズ広告は、別途、制作費がかかります。 

オプションメニュー 

SNS広告ブーストプラン 
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