
動画タイアップ
ご案内
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動画とWEBで
貴社サービス・モノ・ヒトの魅力を訴求

① 動画 新規制作

② 動画 ＡＥＲＡムックより制作

③ お持ちの動画を拡散



【１】タイアップ記事 & 動画新規制作 ➡ 『AERA dot.』配信 ➡ 動画は貴社ご納品
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貴社商品、サービスの魅力を伝える２分以内のＰＲ動画を新規制作。『AERA dot.』でタイアップ記事とともに配信します。
この動画は貴社のHP等でご使用いただけるよう、提供させていただきます。

2分以内の動画を新規制作

動画の長さは2分以内であればご相談可
能です。撮影は１日を想定しておりますで
す

保証PV数 10,000 PV

誘導枠
PC版は右カラムの専用枠にローテーション表示

スマホ版は常時表示

掲載期間 1カ月

レポート PV数・滞在時間・遷移率
遷移率はタイアップページから提供リンクへの遷移

保存期間 掲載終了から3カ月間

point
①ご希望をお伺いしながら
一から動画を制作

②世帯年収600万円以上
がユーザーの34%で、余暇
の充実にも積極的な
『ＡＥＲＡ ｄｏｔ.』で、タイアッ
プ記事とともに配信

③貴社のＨＰなどへ提供

動画の内容例

・商品使用イメージ
・トップインタビュー
・商品開発者インタビュー
・社員インタビュー
・イベント採録

など

タイアップ記事に動画を埋め込み配信 貴社公式HP等で配信

動画
貴社のYoutube
アカウント／リンク

してタイアップページ
に埋め込みます

←誘導枠はこちら

TOP

『AERA dot.』と貴社HP双方で
動画を配信することで、
より多くの方へ、
貴社の魅力を伝えます



【２】タイアップ記事 & 『ＡＥＲＡムック』の写真より動画制作 ➡ 『AERA dot.』配信 ➡ 貴社ご納品
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貴社商品、サービスの魅力を伝える２分以内のＰＲ動画を『ＡＥＲＡムック』の写真を使い制作。
『AERA dot.』でタイアップ記事とともに配信します。動画は貴社HP等で１年間ご使用いただけるよう、納品させていただきます。

『AERA dot.』と貴社HP双方で
動画を配信することで、
より多くの方へ、
貴社の魅力を伝えます

2分以内の動画を『AERAムック』より制作
動画の長さは2分以内であればご相談可能です

保証PV数 10,000 PV

誘導枠
PC版は右カラムの専用枠にローテーション表示

スマホ版は常時表示

掲載期間 1カ月

レポート PV数・滞在時間・遷移率
遷移率はタイアップページから提供リンクへの遷移

保存期間 掲載終了から3カ月間

point ①『ＡＥＲＡムック』から
写真と記事を抜粋するので、
スピード制作が可能

②世帯年収600万円以上
がユーザーの34%で、余暇
の充実にも積極的な
『ＡＥＲＡ ｄｏｔ.』で、タイアッ
プ記事とともに配信

③貴社ＨＰなどで１年間
２次使用可能

『ＡＥＲＡムック』より
写真を抜粋し動画制作

タイアップ記事に動画を埋め込み配信 貴社公式HP等で配信

動画

←誘導枠はこちら

TOP

弊社のYoutube
アカウント／リンク
してタイアップページ
に埋め込みます



【３】すでにお持ちの動画をタイアップ記事とともに『AERA dot.』に配信
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貴社がすでにお持ちの動画を、より多くのターゲットにリーチさせるため、『AERA dot.』でタイアップ記事とともに配信。
１ヵ月１万PVを保証し、貴社サービスや商品の魅力をさらに認知、ご理解いただきます。

保証PV数 10,000 PV

誘導枠
PC版は右カラムの専用枠にローテーション表示

スマホ版は常時表示

掲載期間 1カ月

レポート PV数・滞在時間・遷移率
遷移率はタイアップページから提供リンクへの遷移

保存期間 掲載終了から3カ月間

point ①お持ちの動画をより多くの方
に閲覧いただき、貴社サービス
や商品の魅力理解を深めます

②世帯年収600万円以上がユー
ザーの34%で、余暇の充実にも
積極的な『ＡＥＲＡ ｄｏｔ.』で、タイ
アップ記事とともに配信

③最短で配信が可能です

タイアップ記事に動画を埋め込み配信

動画
貴社のYoutube
アカウントとリンク
して埋め込みます

←誘導枠はこちら

お持ちの動画を、
より多くの方に見ていただけるように、

動画に関連した
タイアップ記事を執筆！

動画を拡散させていただきます

1位：教育/学校

2位：旅行/国内

3位：旅行/列車・バス

4位：金融/投資

5位：ファッション/女性

※2018年7月～9月Google Analytics調べ

購買意欲の強い
セグメントランキング



【資料】媒体概要
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時代の読み方やニュースの見方を提供するニュースサイト時代を先取りするビジネスパーソンのためのニュース週刊誌

【発行部数】

73,683部

※印刷証明付き発行部数（2019年10月～12月の平均印刷部数）

【回読人数】

14.4人

※MAGASCENE 2019年4月～6月調査

【宅配部数】

11,210部

※ABC部数 2019年1月～6月調査

【判型】 A4判変型（中綴じ）【創刊】1988年5月

約77,300,000
約12,900,000

月間PV:
UU:

※2020年1月～3月 Google Analytics調べ

高い女性比率POINT 1.

教育への関心POINT 2.

ヘルスケア記事の充実POINT 3.

教育関連雑誌を多数出版しており、教育に関心のある
ユーザーが集まる傾向にあります。
保護者や予備校関係者のほか、受験生本人も閲覧して
います。

『AERA』編集長 片桐 圭子

1995年朝日新聞社入社。『ASAhIパソコン』
編集部、『AERA』編集部を経て、宇都宮総局
へ。県警キャップなどを務める。その後朝日新
聞出版の『AERA』編集部へ。表紙担当として
国家元首から国内外のスポーツ選手、俳優、
ミュージシャンなどの人選とブッキングに取り
組むほか、女性、子育て、働き方、企業から事
件まで、幅広く担当。宣伝プロモーション部長
を経て、2018年9月1日に『AERA』編集長に
就任。

かたぎり けいこ

性別

男性 49% 女性 51%

ビジネス系サイトと比べ
極めて高い女性比率！

スマートフォン
72%

PC
23%

タブレット
5%

デバイス



ご提案料金
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メニュー 特別企画料金（Ｇ、税別）

【1】 タイアップ記事 & 動画新規制作 ➡
『AERA dot.』配信 ➡ 動画は貴社ご納品
（1ヵ月 1万PV保証）

3,500,000円

【2】タイアップ記事 & ＡＥＲＡムックの写真より動画制作 ➡
『AERA dot.』配信 ➡ 貴社ご納品
（１ヵ月 １万PV保証） （2次使用料）

3,000,000円

【3】すでにお持ちの動画をタイアップ記事とともに
『AERA dot.』に配信 （１ヵ月 １万PV保証）

1,500,000円

お得なセット価格

【1】 ＋ 『AERA』 4色2頁でタイアップ記事転載 4,500,000円

【2】 ＋ 『AERA』 4色2頁でタイアップ記事転載 4,000,000円

【3】 ＋ 『AERA』 4色2頁でタイアップ記事転載 2,500,000円

オプション

ターゲットでセグメントできるプランもございますので、ご相談ください

◼ 申込締切 2020年6月末
お問い合わせ・お申し込み先
朝日新聞出版 営業本部 広告部

電話：03-5540-7806
MAIL:webAD@asahi.com

■配信スケジュールの目安
【１】申込から約3ヵ月で配信 【２】申込から約２ヵ月で配信
【３】申込から約１ヵ月で配信
上記は目安です。配信のご希望スケジュールは、ご相談ください


