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CHARM POINT

数ある名古屋のメディアの中で、ハイクラスなミドル世代女性に向けた情報を発信する
メディアは「メナージュケリー」だけ。多くの影響力のあるブロガーを抱える唯一無二の存在です。

★名古屋のオンリー・ワン

見て楽しむ全国メディアに対し、使える情報だけをぎゅっと詰め込んでいるのが「メナージュケリー」。
“気になったらすぐに行動”ができるところも、情報通にマッチ。
また、ユーザーモデルたちの得意分野を活かしたブログや企画をパワーアップさせ、
「リアルな声」にあふれる情報を発信します。

★ここにあるのは「リアルな情報」だけ

女性のライフスタイルや趣味趣向に合う地元を中心にした情報を、編集部が厳選してお届け。
読む人のツボを押さえたラインアップが魅力です。

★選ばれたハイクラスニュース

CONCEPT

メナージュケリーは2002年からずっと、
名古屋の女性たちと繋がり、リアルな声に耳を傾けながら、
皆様とともに歩んでいます。
情報ツールが紙からWebへとシフトした今も、
ファッションや美容など幾多のムーブメントを巻き起こし続けています。
またユーザーモデルたちも、妻として、母として、
そして一人の女性として、華やかなライフスタイルを彩り続け、
SNSやレビューサイトなどがもてはやされるこの時代の中でなお、
“自分らしさ”を発信し続けています！

メナージュケリーWebは、名古屋の美しき女性たちの動く先、
見つめる先にある、名古屋の上質な情報を選りすぐり、
好奇心を満たす地域情報をリアルタイムでお届けします。

メナージュケリーとは
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Mさん（40代）
伝統芸能に精通する、若き師範。
名古屋での文化的活動を
広めるために、新しい解釈の
和文化を広める活動に奔走中。

Yさん（40代）
専業主婦。ご主人とともに、
月に幾度となく国内外を飛び回る
グローバルセレブリティで、各国で
一流シェフとの交流を深めている。

Kさん（30代）
クリニックのドクターで、
美容に関するコラムなどの
執筆活動も行っている。
おしゃれなライフスタイルが好評。

Hさん（50代）
コスメやエステマシンの開発、海外の要人とも
交流を深める、名古屋きっての美の伝道師。
世界中を飛び回り、常に新しい情報をアップデート。

Rさん（40代）
経営者のご主人を支える専業主婦。
家事全般は完璧、内助の功を全うしながら、
自身の美しさへの追求もぬかりない。

ターゲット

USER

PERSONA

〈 平均年齢 〉

39.5歳
〈 既婚者の割合 〉

64％

〈 職業 〉 〈 ご主人の職業 〉

専業主婦
52％

会社員
16％

会社役員 12％

会社経営 9％

公務員 6％
専門職 3％ 自由業 2％

会社経営
52％専門職

16％
会社員

［役員・管理職］
16％

公務員 13％

その他 3％会社員 5％
［一般・総合］

※写真はイメージです

※雑誌「メナージュケリー」アンケートデータより

モデルケース1

モデルケース4 モデルケース5

モデルケース2 モデルケース3

and more…

東海エリア（愛知・岐阜・三重）で厳選された
上質な情報を求めているミドル世代の女性にアプローチ
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CONTENTS

PROFILE

名古屋の美しき女性たちが登場する、ユーザー参加型のコンテンツが豊富。
彼女たちのリアルな声と、編集部が厳選したニュースを紹介します。

ユーザーに届けたい「ファッション」
「ビューティー＆ヘルス」「グルメ」
「ニューオープン」「ライフスタイル」
「カルチャー」の最新ニュースや、
「メナケリオンラインサロン」情報
などを、タイムリーに更新！

News
ニュース

新製品アイテムや飲食店の
レセプションなどを、ユーザーモデルと
編集部が体験＆レポート。
リアルなコメントと写真で
紹介します。

Try&Go
トライ＆ゴー

総勢30名以上の
名古屋女性によるブログ。
ファッションやグルメ、
美容などをテーマに、
「情報通ぶり」を発揮します。

Menage Ｂlogger
メナージュブロガー

リアルタイムなイベント情報を掲載。
パーティーやイベント、セミナー、
映画公開情報などを紹介します。

Event Information
イベントインフォメーション

イベントに訪れたあの人、
プライベートで会ったこの人……。
いつ何時もおしゃれな、
女性たちをパパラッチ！ 

Snap
スナップ

※2020年10月1日～10月31日までの平均1ヶ月データ

＜PV＞

約75,000
＜UU＞

約25,000
＜セッション＞

約32,000
＜平均セッション時間＞

00:01:16

※写真は全てイメージです

SNS
メナージュケリー
オフィシャルSNSをスタート。
最新の情報や、メナケリ
ユーザーモデルたちが登場
するオンラインサロンなども
随時配信！

menagekelly

@menage_kelly

@menagekelly

メナケリオンラインサロン
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広告プラン

Advertising
Plan
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※撮影取材（1日）、原稿、デザイン、コーディング費用を含みます。
※モデルを使用の場合は別途費用が発生します。

“NEWS”タイアップ記事が3本・5本セットになったお得なプラン。
連載をすることにより露出が拡大するのはもちろん、伝えられる情
報量も増え、ユーザーへの強いPRが継続的に可能となります。

※掲載記事1点につき1ヶ月
※本数の変更がある場合は、別途お見積り致します。
※記事の紹介期間は、初回掲載開始日より、3本セットの場合3ヶ月、
5本セットの場合は6ヶ月と致します。

【掲載料】5本セット950,000円（1本：190,000円）　
　　　　3本セット 750,000円（1本：250,000円）

特集ページ［News］
タイアップ記事掲載

セットプラン

セットプランの場合

350,000円/1カ月掲載料

1

特集ページ［News］　
記事固定（TOPページ＋特集一覧内）

※1枠限定となります。空き状況はお問い合わせ下さい。
※固定バナー制作2種（TOP・一覧ページ用）も含まれます。

100,000円/1週間固定料

1＋α

1

1＋α

※ブロガー手配管理、ブロガー1日拘束、ブログ執筆料（1回）を含みます。
※ブログ使用の場合は、Webタイアップ記事
　出稿が条件となります。
※取材現地までの交通費は別途発生します。
※取材内容によっては起用をお受けできない場合もございます。

ブログ［Menage Blogｇer］2
30,000円～/1投稿掲載料2

5
大サイズ

TOPページ大サイズ
1週間×回数分付き！

（⑦大サイズ）

▲イメージ例

5
中サイズ
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※読者モデル3名起用費を含みます。
※プロモデル及びカメラマンによる撮影は別途費用が発生します。
※商品は、ご提供ください。

特集ページ［Snap］掲載3

ＰＲ案件限定でブランド名、商品の
料金クレジット、リンクURL掲載付き!

100,000円/3コーデ掲載掲載料

Web 広告掲載についての諸注意事項

○広告料金に消費税は含まれておりません。　○お申し込み後の広告掲載中止はキャンセル料をいただきます。　○広告企画によっては広告料金が異なる場合がございます。
○広告内容によっては掲載をお断りする場合がございます。　○弊社では、競合調整は行っておりません。
○メナージュケリーに掲載する広告はメナージュケリー広告掲載基準に基づきます。（詳細は別途基準説明書をご用意しております。）　
○予告なくサイトデザインが変更となる場合がございます。予めご了承ください。　○サイズ・容量などの広告仕様は、変更になる場合がございます。　
○広告メニューを活用して、利用者や広告主のサービス向上を目的とした調査などを行う場合がございます。　
○システムメンテナンス等で一時サービスを停止する場合がございます。　○公開後の記事変更は原則お受けできかねます。　
○広告に関しては、タイアップ記事内に「PR」の表記を入れさせて頂きます。　○本媒体資料は、最新版の資料が更新されるまで有効です。（有効期限：2021年3月まで）

3

4

※素材（画像2点・原稿）はご支給ください。

特集ページ
［Event Information］掲載

75,000円/1カ月掲載料

4

5
小サイズ

※料金は、全て1週間掲載の場合の費用です。　
※バナーは各サイズ3枠限定となります。
※リンク先は、メナージュケリーWebタイアップ記事または
　お客様のサイトとなります。　
※バナー位置の指定は不可となります。
※大サイズはバナー制作1種の制作費が含まれます。
※中サイズ・小サイズのバナーはご支給下さい。

バナー掲載5
大サイズ（1180×609px） 150,000円

中サイズ（300×250px） 62,500円
小サイズ（210×47px） 40,000円

掲載料
※広告メニュー①～②のタイアップ記事掲載限定

270,000円～広告プラン・運用・配信費

オプション

※お客様のYoutubeアカウント内で、動画アップされていることが条件となります。

※外部配信に使用するバナー1種制作は含まれます。
　2種以上のバナーが必要な外部配信の場合は別途バナー制作費が発生します。
※モデルを起用している場合は、二次利用料が発生いたします。
※起用したモデルによっては、当外部配信オプションがご利用できない場合がございます。
※実施後はレポートのご提出をいたします。
※クリエイティブは、タイアップ内の素材で実施いたします。
※広告メニュー③～⑥においては、当外部配信オプションはご利用いただけません。
※外部配信のコンサルティングも可能です。コンサルティング料は
　別途お見積り申し上げます。

動画

外部配信
Webで掲載するタイアップ記事をSNSやWebにて広告運用を行い、
さらなるWeb記事タイアップの露出アップをはかります。

広告メニュー①～②
のタイアップ記事内で動画埋め込みも可能です。

100,000円追加動画掲載･埋め込み作業費
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雑誌、Webメディア以外にも、
出版社で培った企画・編集・制作のノウハウを活かし、
様々なモノやコトをプランニングいたします。

Other Tie-up Menu

※ご相談は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

ツール制作

販促プランニング

モニター・体験

オリジナル商品コラボ・開発

サンプリング

アンケート コンテンツ提供

出版社の強みである編集力をフル活用した、クリエイティブ要素の高いツール
が叶います。

SNS

読者モデルが多く在籍するメナージュケリーだからこそ、最適なインフルエ
ンサーを起用した情報拡散が可能。

イベント・セミナー

各種施設やイベントを盛り上げるコンテンツ・施策を、プロデュースから当
日運営まで行っています。

オリジナルWebサイト・動画制作

Webサイトの構築だけではなく、動画制作や様々なサイトの記事コンテンツも
提供しています。
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広告のお申し込み・お問い合わせ

株式会社ゲイン メディア事業本部
info@menage.jp

営業部
〒460-0011　名古屋市中区大須3-8-1
TEL：052-243-3510／ FAX：052-243-3515

東京オフィス
〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2階245区
TEL：03-6206-3354／ FAX：03-6206-3364


