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beautyまとめとは
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カ
テ
ゴ
リ

今日よりちょっとキレイになれる、ちょっとハッピーになれる、
そんなちょっとだけアップデートできる情報を365 日おとどけ。

明日着る服、流行の口紅がわからなくても大丈夫。
毎日ちょっとプラスなわたしを見つけましょう！

beauty まとめは、
今日よりハッピーキレイな女性を作るアップデート系ニュースメディアです。



アラサ―女性を中心に幅広い女性に利用されています

beautyまとめのコアユーザー層
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※Google Analyticsより（2017年2月）

27% 41% 22% 7%

2%1%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

12%

88%

アラサ―18～24歳 35～44歳

9割が女性



beautyまとめのペルソナ
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ちょっとアップデートできる情報を
求めている全女性がターゲット

10代～40代
の女性

明日何着よう？

流行りの口紅って？

明日ちょっとキレイに
なれたらな♡



beautyまとめのアクセス数

①検索エンジンの自然流入

②各SNSからの流入

③外部ニュースサイト・アプリと提携

月間PV数

1000万
月間UU数

200万
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※外部流入を含みます。



提携メディア・コンテンツ提供

LUCRA

今後もさらに増える予定です。
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・スマートニュース
・おしゃれ天気
・michill

グノシー ニュースパス

女性向けサイト・ニュースアプリなど幅広いメディアと提携しており、
beautyまとめ以外にも多数拡散しています。

トリル auサービスToday



beautyまとめのカテゴリー

月300本の新規記事を配信中！
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ダイエット
最新のトレーニングやダイエット

中のご飯など簡単にできることを。

ヘアスタイル
人気スタイリング剤、ヘアケアの

裏ワザ、ヘアアレンジ術をチェック！

ボディケア
最新のボディケアグッズやお家で

出来る簡単ケアをご紹介。

メイク
人気コスメや新発売情報、コスメ
レビューなどトレンドをキャッチ♡

ライフスタイル
毎日の献立に役立つ簡単レシピ

や最新グッズをご紹介。

恋愛
モテ仕草やデートテクなど、

男性目線の記事も多数掲載！

生き方
暮らしの知識や役立つマインドが

見つかるはず♡

プレゼント
毎週月曜日プレゼント企画

を実施。

スキンケア
おすすめスキンケアコスメやケアの

裏ワザ等キレイの秘訣がいっぱい。

付録
毎月発売の雑誌付録やムック本

付録を実際にレビュー！

大人美旅
大人のためのお出かけ情報、旅
館・お土産・グルメ等をご紹介！

ファッション
プチプラを中心に、おしゃれさんに

人気のアイテムをご紹介！



beautyまとめのコンテンツ

ユーザーがちょっとアップデートできるニュースがいっぱい
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■レビュー記事

■本当にいいものを調査

■編集部によるトレンド調査

■編集部による取材記事



beautyまとめのコンテンツ

編集チームによるこだわりの記事作り
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収集力 書く 編集 画像編集

① ②ライティング ③



beautyまとめが信頼される理由

■常にアンテナを立てた編集チームが自信を持って情報収集しています。

■まだユーザーが見つけてないもの・ことを見つける

■流行っているものをスピーディーに見つけ、伝える

■beautyまとめ目線で分かりやすく伝える

①ユーザーが知りたいことを見つける
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beautyまとめが信頼される理由

■厳選された優良ライター・編集部でライティングしています。
信頼のおける情報をお届けするため、ライターを厳選して契約しております。
（情報、スピード、流行、記事スキル等の基準をクリアした優良ライターのみ採用）

■全記事を社内編集部が厳正に確認・編集した上で公開しております。

■ユーザーの検索ワード・狙った検索ワードでの上位表示を目指し記事を作
成しております。（SEO対策）

②beautyまとめの文章へのこだわり
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beautyまとめが信頼される理由
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■編集部による撮影

③beautyまとめの画像へのこだわり

■メーカー様の公式画像

⇀事前に使用許可を得た上で掲載

■個人SNS画像

⇀本人に使用の承諾を得た上で引用

■提携ECサイト上の画像を引用

※必ず引用元を明記しております。
※無許可の使用が無いよう、編集部で厳格にチェックしております。



SNS展開

Facebook

@beautymatome3
Twitter

@BeautyMatome_
Instagram

@beautymatome

いいね！数

約15万
フォロワー数

約4.1万
フォロワー数

約1.4万

Facebookのユーザーに
合わせた、ファッション・コス
メ記事を中心にご紹介し
ています。

全記事twitter配信。コ
スメまとめやファッション記
事のエンゲージメント率が
高いです。

新作コスメ・期間限定カ
フェなどの最新情報を随
時更新中！
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SNS実施 プレゼント企画

SNSでは、プレゼント企画を実施。

毎回たくさんの方にご応募いただいております。

当選者の方が、SNS上で当選報告・レビューを投稿してくださるケースも多いです。

Twitter応募

①beautyまとめ公式twitterをフォロー

②募集ツイートをリツイート

応募数1,091 応募数1,301

instagram応募

①beautyまとめ公式instagramをフォロー

②募集投稿をいいね

応募数1,117 応募数959
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beautyまとめポジショニングマップ
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女性系コンテンツ全般

トレンド
カジュアル
プチプラ

トレンド
ハイブランド

各beautyカテゴリー特化型

beauty
matome

MERY

4MEEE

CanCan.jp

by.s

closet

HAIR

ふぉーちゅん

エル
オンライン

VOGUE
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広告メニュー



beautyまとめ広告メニュー一覧
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※金額は税込、グロス価格です。

①タイアップ広告 ②インフィード広告 ③バナー広告

概要説明
広告感を出さずに記事を作成

するタイアップメニュー

TOPページor記事直下から、
ダイレクトに希望ページへ遷移

するメニュー

TOPページor記事直下から、
ダイレクトに希望ページへ遷移

するメニュー

消化期間
無期限

（固定枠オプションは1週
間）

TOPページ：2週間
記事直下：1週間

TOPページ：2週間
記事直下：1週間

金額
132,000円~

オプション追加はプラス
44,000円～

TOPページ：55,000円
記事直下：143,000円

TOPページ：44,000円
～55,000円

記事直下：143,000円



記事タイアップ 作成オプション

無料～
330,000円
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目的ごとにオリジナルでプランニングいたします。ご要望をお申し
付けください。案件によっては無料からご対応可能です。

※記事内容によって変動致します。
お気軽にご相談ください。

座談会
座談会人数：4-5人
時間：2時間以内

330,000円

モニター体験
モニター人数：２‐３人

※配送費別途

（例）55,000円

アンケート
集計人数：10人

※単純集計のみとなります。

（例）55,000円

サンプリング
サンプリング人数：3‐5人

※配送費別途

（例）55,000円

インスタグラム
記事公開に合わせてインスタ
グラムでもご紹介していきます。

要相談

取材
座談会人数：4-5人
時間：2時間以内

要相談



記事タイアップ 固定枠掲載オプション①

TOPページの大型誘導枠にタイアップ記事を固定設置します。 55,000円

価格 50,000円（税込）

枠数
上・中・下段の大型誘導枠：全3枠の中から1
枠固定。
掲載枠は選択できません。

掲載面 TOPページ上・中・下段大型誘導枠の内1枠

掲載開始日 記事掲載開始日同日

掲載期間 1週間

その他

・1週間独占で同じ位置に掲載され続けます。
・タイトル内に「PR」表記あり。
・画像とタイトルは記事と同じものになります。
※誘導枠（上・中・下段）の指定はできません。
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誘導枠下

誘導枠中

誘導枠上

大型誘導枠は9
割の方が導入。
悩んだらマスト！



記事タイアップ 固定枠掲載オプション②

TOPページの小型誘導枠にタイアップ記事を固定設置します。 44,000円

価格 44,000円（税込）

枠数 掲載枠は選択できません。

掲載面 TOPページ「新規投稿」

掲載開始日 記事掲載開始日同日

掲載期間 1週間

その他

・1週間独占で同じ位置に掲載され続けます。
・タイトル内に「PR」表記あり。
・画像とタイトルは記事と同じものになりま
す。
※誘導枠（上・下段）の指定はできません。
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誘導枠下



記事タイアップ 固定枠掲載オプション③

一番流入が見込まれる記事直下にタイアップ記事を固定設置
します。

143,000円

価格 143,000（税込）

枠数 1枠

掲載面 記事直下「ライタープロフィールバナー」下

掲載開始日 記事掲載開始日同日

掲載期間 1週間

その他

・1週間独占で同じ位置に掲載され続けます。
・タイトル内に「PR」表記あり。
・画像とタイトルは記事と同じものになりま
す。
※誘導枠（上・下段）の指定はできません。
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誘導枠

記事直下は
一番クリック率が高い



②インフィード広告（TOPページ）

TOPページ記事一覧の上段にインフィード広告を配信。弊社
サイトからユーザーを希望ページへ誘導します。

価格 55,000円（税込）

枠数 1枠

掲載面 TOPページ「新規投稿」上段

掲載開始日 任意

掲載期間 2週間

入稿日 掲載開始日の3営業日前

その他

・2週間独占で同じ位置に掲載され続けます。
・タイトル内に「PR」という表記をさせて頂き
ます。

55,000円
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誘導枠

新規記事に並んで
違和感なし‼



②インフィード広告（記事直下）

一番流入が見込まれる記事直下にインフィード広告を配信。
弊社サイトからユーザーを希望ページへ誘導します。

価格 143,000円（税込）

枠数 1枠

掲載面 記事直下「編集部イチオシ」上段

掲載開始日 任意

掲載期間 1週間

入稿日 掲載開始日の3営業日前

その他

・1週間独占で同じ位置に掲載され続けます。
・タイトル内に「PR」という表記をさせて頂
きます。

143,000円
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誘導枠

記事直下は
一番クリック率が高い



③バナー広告（TOPページ）

TOPページにバナー広告を配信。弊社サイトからユーザーを直
接貴社サイトへ誘導します。

価格
上部：55,000円（税込）
下部：44,000円（税込）

枠数
上部：1枠
下部：1枠

掲載面
・TOPページ「スライド箇所」
・TOPページ「もっと見る」直下誘導枠

掲載開始日 任意

掲載期間 2週間

入稿日 掲載開始日の3営業日前

その他

・2週間独占で同じ位置に掲載され続けま
す。
・バナーサイズ（横750×500以内指定）

上部：55,000円
下部：44,000円
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誘導枠上
誘導枠下

最安値プランです！



③バナー広告（記事直下）

一番流入が見込まれる記事直下にバナー広告を配信。弊社
サイトからユーザーを直接貴社サイトへ誘導します。

価格 143,000円（税込）

枠数 1枠

掲載面 記事直下「ライタープロフィールバナー」下

掲載開始日 任意

掲載期間 1週間

入稿日 掲載開始日の3営業日前

その他
・1週間独占で同じ位置に掲載され続けます。
・バナーサイズ（横750×500以内指定）

143,000円
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誘導枠

記事直下は
一番クリック率が高い



広告掲載フロー（タイアップ広告）

広告掲載までは下記のフローに沿って進めさせていただきます。
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発注メールご返信 記事制作

掲載レポート
提出

掲載（公開）

オリエンシート
ご記入

掲載可否

ご請求
（掲載月の翌月末）

初稿・最終稿
をお送りいたします。

掲載開始
20営業日前



広告掲載フロー（インフィード・バナー広告）

広告掲載までは下記のフローに沿って進めさせていただきます。
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発注メールご返信

掲載開始

素材のご送付掲載可否

ご請求
（掲載月の翌月末）

掲載開始
3営業日前



掲載可否基準
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●タイトル／サムネイル画像は、原則弊社で決定いたします。

●純広における規定に準じた上で下記特別可否を設けさせて頂きます。
・掲載メディアの属性をターゲットとしない広告主様、訴求内容の場合
・訴求内容に特徴がない。もしくは、媒体カラーに合わないと判断した場合、掲載NGになることがございます。
・同訴求内容で複数記事執筆を行う際、執筆可能な本数が状況により変動致します。ケースによってはお受けできない可能性もございます。
・beautyまとめのターゲット層（アラサー女性）に明らかに合わない商材は実施致しかねます。

●掲載不可一例
・出会い系商品・サービス
・ギャンブル関連の商品・サービス
・タバコ・電子タバコ
・アダルト関連・年齢制限のあるゲームや映画
・選挙運動関連
・賃金業
・FX・先物取引等の投機性の高い商品・サービス
・その他掲載基準に該当する項目

●以下の表現を含んだ広告の掲載はお断りいたします。なお、これ以外にも弊社が不適切と判断した場合は掲載をお断りすることや、広告表現の修正をお
願いする場合がございます。
-ユーザーに不快感を抱かせる広告表現

-法律で禁止されている行為を連想させる広告表現
-誇大広告のおそれがある表現 （「絶対におすすめ」、「No.１」、「世界初」、「弊社」だけなど）
※最大級・絶対的表現は、第三者機関による直近の調査資料などの客観的裏付けがある場合には可）
-他社/他社製品・サービスとの比較

●掲載規定は予告なく変更する場合がございます。

●beautyまとめ記事タイアップページの被リンクをご希望の場合は、事前にご相談下さい。

●おすすめまとめ枠内にPR表記がつきます。

●媒体のトーン・マナーに合わせた文章表現となります。（ユーザーに広告主様情報を最適化して届けるため、下記制限がございます。）
・広告主様は問題なくとも、訴求内容によってお受けできない可能性があることを予めご了承ください。
・記事の紹介箇所については、購入頂く広告枠を除き、全て媒体一任となります。予めご了承ください。



受注後のキャンセルについて
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正式発注後のキャンセルは基本受け付けておりませんが、やむを得ない場合はご相談くださ
い。

受注後のキャンセルの場合、以下の通り手数料が発生いたします。
・掲載予定日の5営業日前までの申告→キャンセル料 0円
・掲載予定日の4営業日前までの申告→キャンセル料 発注金額の20％
・掲載予定日の3営業日前までの申告→キャンセル料 発注金額の50％
・掲載予定日の3営業日前までの申告→キャンセル料 発注金額の70％
・掲載予定日の1営業日前までの申告→キャンセル料 発注金額の100％



beautyまとめの運営会社
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株式会社マックスレーベル

住所 ：〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-8-1中目黒VORTビル4階

事業内容：WEBメディア「beautyまとめ」の企画・運営

メール ：official@beauty-matome.net

TEL ：03-6303-3416 

FAX ：03-3711-0511


