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1987年に創刊して以来30年以上、東海エリアの女性から
絶大な支持を集めるローカルマガジン『月刊KELLy』が発行する、
ナゴヤのヒト・モノ・コトをつなぐ、新しいWebメディアです。

ナゴヤを楽しむ、すべての女性の豊かなライフスタイルを叶えるため、
“いま知りたい！” “スグ使える！”鮮度の良いコンテンツを毎日配信。

ナゴヤが大好きなKELLy編集部ならではのオリジナリティあふれる
編集（テキストや画像、動画）でお届けする記事は、
日々アップデートされる最旬の話題や、街の楽しみ方を完全フォロー。

いつもワクワクするような情報で、私たちが愛すべきナゴヤを面白くご紹介していきます。
チェックするたびに発見があって、
今日も、明日も、もっとナゴヤの街を楽しめる情報が満載です。

実際にアクションを起こし、誰かにシェアしたくなるそんなWebメディアが誕生します。

※画像は全てイメージです

とは
Have a fun & enjoy Nagoya in 365days



ポイント

情報があふれる昨今、ユーザーが求めているのは、“本当に信頼できる”情報です。
ナゴヤを知り尽くす、地域情報のエキスパートであるKELLy編集部が、
ユーザー目線で情報をピックアップ。さらにKELLy編集スタッフが自ら登場し、
ユーザー目線で取材・体験したコトを生の声でお伝えすることも。

東海エリア最旬の話題や新店速報、街の楽しみ方まで完全フォローし、
“タイムリーに発信”する、Webメディアの特性を活用。
朝刊の気分でチェックするのが習慣です。

オリジナリティあふれる編集視点や画像はもちろん、ライブ感あふれる動画も加えた
多面的な記事で、ユーザーの興味や好奇心をかき立てます。
また、通勤・通学、お昼休みなどの休憩中、寝る前などのすきま時間にも、
ストレスなく見られる、シンプルなわかりやすいサイト構成も魅力のひとつです。

東海トップクラスの2社が強力タッグ！
共同事業でお届けしていきます

毎朝6時配信。“いま知りたい！” “スグ使える！”鮮度の良さ

KELLy編集部が選りすぐった“顔の見える”情報

ひと目でワクワクする、“映える” コンテンツ

Instagram、Twitter、Facebook、LINE@、
YouTubeなど、それぞれのメディア特性を生かして、
多面的に情報発信&拡散。ナゴヤに関わる様々な人と
つながり、ナゴヤの魅力を丸ごと体感できる仕組みに。
あらゆる入り口からの訪問を促進し、
ユーザーファーストで情報をお届けします。

SNSも連動活用。Webを通じて、まちと人、人と人をつなぐ

長年培った編集力と地元情報
コンテンツはピカイチ！

Webや先端メディアを
幅広く制作し全国で活躍！

ユーザー ナゴヤ



【プロフィール】
・30歳、既婚。
・名古屋市名東区暮らし（マンション）。
・愛知の私立大学に進学後、
  名駅の人材派遣会社に就職。
・世帯年収700万（夫が500万）。
・よく遊ぶエリアは名駅、藤が丘。

【インサイト】
・自分の好きなものを買うため、
  夫婦共働き主義で、程良く働く。
・「上質」「本物」が好き。
・年に1度は夫婦で海外旅行へ。

自分のライフスタイルも大切な
楽しみ優先・上質志向のDINKS

【プロフィール】
・32歳、独身。
・東京都港区在住（単身）。
・東京の私立大学に進学後、大手メーカーに就職。
・個人年収500万。
・よく遊ぶエリアは表参道、銀座。

【インサイト】
・職業柄、出張する機会が多い。
  気に入った街はプライベートでも再訪。
・基本はお一人様で行動するのが基本。
・トレンドには敏感で、
  気になったことはすぐに検索。

出張・観光で名古屋へ。
知らない街でも楽しむノマド女子

『月刊KELLy』の
読者を中心にした
すべての女性へ

ライフスタイルは多様化しています。
ナゴヤを楽しみたい、すべての女性にアプローチ！

ユ
ー
ザ
ー
イ
メ
ー
ジ

『
日
刊
K
E
L
L
y
』

ターゲット

【プロフィール】
・26歳、独身。
・名古屋市北区暮らし（単身）。
・京都の私立大学に進学後、伏見のメーカーに勤務。
・個人年収300万。
・よく遊ぶエリアは栄、大須。

【インサイト】
・私生活では楽が一番。
・休日は引きこもって、マンガかDVD鑑賞
  ＋若干ヒマ。
・意識高い系女子のSNSを見ながら、
  リア充の生活にこっそり憧れている。

家に帰れば、グータラ三昧。
のほほん気ままなお独り様女子

1ヶ月の外食代

21,520円
1ヶ月の洋服代

29,452円
1ヶ月の美容院代

29,532円

『
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平均年齢

28.2歳
独身者の割合

87.3%

平均貯蓄額

305万円

【プロフィール】
・28歳、独身。
・名古屋市千種区暮らし（実家）。
・東京の私立大学に進学後、
  名駅のIT企業勤務にUターン就職。
・個人年収350万。
・よく遊ぶエリアは名駅。

【インサイト】
・女友達と一緒に情報交換&刺激し合いながら、 
  トレンドに敏感な「私」をアップデート。
・洋服・美容・スキルアップに出費。
・休日は島旅やヨガなど充実。

仕事もプライベートも!
自分磨きが日課のキラキラ女子

【プロフィール】
・32歳、独身。
・名古屋市中区暮らし（単身）。
・東京の私立大学に進学後、
  栄のWeb制作会社で働くディレクター。
・個人年収400万。
・よく遊ぶエリアは名駅、栄、今池。

【インサイト】
・今はプライベートの充実よりも、
  仕事を優先。休日もカフェで仕事。
・時間がないから、感度の高い情報を駆使して
充実したい。好きな言葉は、タイム・イズ・マネー。

仕事が恋人！時短・効率主義の
バリバリキャリアウーマン

【プロフィール】
・31歳、独身。
・愛知県稲沢市暮らし（実家）。
・愛知の国公立大学に進学後、
  地元で医療事務として働く。
・個人年収320万。
・よく遊ぶエリアは名駅、栄。

【インサイト】
・家族と仲が良くて、休日はペットと一緒にのんびり。
・1年で100万円貯めるのが目標。
・トレンド情報は、SNSやテレビ、雑誌で収集。

家族や友人、世間と歩調を合わせ、
日々の幸せを満喫する堅実ガール

読者データ

読者イメージ

月刊KELLyとは

女性はヤングからアダルトに変わっていく時期、今よりちょっといいモノや
コトに触れることで女が磨かれ、輝きはじめます。『月刊KELLy』は、グルメ、
ファッション、ビューティの大人の女性的な上質情報を届け、20~30代
女性の消費志向をナビゲート。脱ナゴヤ嬢⇒「ナゴヤ美女」化をはかります。

500 （税込） 販売エリア：
東海地区全域
（愛知・岐阜・三重）



今日のおたのしみ／
ENJOY TODAY

　EAT

　BEAUTY

　FASHION

　LIFE

　TRIP
　CULTURE
　EVENT

いまスグ知りたい! やってみたい! 
その日に合ったナゴヤの
最旬情報を毎日配信。

連載コラム／SPECIAL

個性あふれる編集部員＋インフルエンサーが、
独自の目線でナゴヤの楽しみ方を深堀り提案。

編集部オススメ／PICKUP

ナゴヤライフがもっと充実する、
編集部オススメ情報をピックアップ！

イベント／EVENT

開催中or近日開催予定の
出かけたくなるイベント情報。

街のトレンドが丸わかり！
サイト内で人気の高い注目記事をチェック

人気の記事／RANKING

商品やインタビューなど、
おさえておきたい話題のあれこれを紹介。

注目トピックス／CHECK IT

『月刊KELLy』最新号＋バックナンバーのご案内。

今月の『月刊KELLy』／MAGAZINE

YouTubeの動画サイト『KELLy Channel』をチラ見せ。
ライブ感あふれるナゴヤの“いま”を体感できる。

『日刊KELLy』の動画／MOVIE

バナー広告

コンテンツ



ADVERTISEMENT
MENU

広告メニュー

2019年3月までのお試し価格でPRいただけます！！



編集コンテンツ“今日のおたのしみ／ENJOY TODAY”内で編集記事同デザインでPRが可能。

編集コンテンツと並列掲載されるため、より自然な形でユーザーに訴求ができます。

さらに、タグ検索設定もできるため、より多くのユーザーに閲覧頂ける注目度の高いページに。

通常記事プランが5本セットになったお得なプラン。
5回記事連載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、読者への強いPRが可能になります。

※制作費（取材・撮影費1日・原稿費）を含みます。　
※タイトルにPRの表記が入ります。　
※記事は、弊社の掲載基準及びエディトリアルフォーマットに
　基づいて制作させて頂きます。
※モデル起用料は含まれておりません。　
※遠方取材につきましては、別途費用が掛かります。
※文字数・画像点数が規定より多くなる場合は、別途料金が発生致します。　
※掲載枠に限りがあるため、事前にお問い合わせください。

※本数の変更がある場合は、別途お見積り致します。　※初回記事掲載開始日より半年間で掲載記事の消化をするのが条件となります。

通常記事プラン1

料 金 掲載期間1,250,000円（1回：250,000円） 掲載記事1点につき1ヶ月

連載記事プラン
2019年3月まで！

料 金
掲載期間

350,000円

1000文字

サイズ
解像度
ファイル形式
画像点数

1ヶ月

1400pix

JPEG

4点～7点

72dpi
画 像

文字数

2019年3月まで！



『月刊KELLy』にて掲載したタイアップ記事を流用して、通常記事プランを制作。

制作コストを抑え、雑誌とWeb両方の掲載が可能となり、

多くのターゲットにリーチできます。

※本プランは『月刊KELLy』にタイアップ記事を出稿頂く事が条件となります。　
※『月刊KELLy』誌面を『日刊KELLy』で利用する二次利用料を含みます。　※タイトルにPRの表記が入ります。　
※記事は、弊社の掲載基準及びエディトリアルフォーマットに基づいて制作させて頂きます。
※文字数・画像点数が規定より多くなる場合は、別途料金が発生致します。　※Web記事制作は、『月刊KELLy』誌面校了後、作業開始となります。
※アップ日は、原則雑誌発売日と連動します。　※本誌内でモデルを起用している場合は、二次利用料が発生致します。
※起用したモデルによっては、当プランがご利用できない場合がございます。
※『月刊KELLy』の記事掲載費・制作費は含まれておりません。　※『月刊KELLy』の記事掲載費・制作費については、別紙媒体資料をご確認ください。
※掲載枠に限りがあるため、事前にお問い合わせください。

料 金
掲載期間

200,000円

1000文字

サイズ
解像度
ファイル形式
画像点数

1ヶ月
1400pix

JPEG

4点～7点

72dpi
画 像

文字数

誌面転載プラン2

2019年3月まで！

月刊KELLy

日刊KELLy



インフォメーションプラン3
編集コンテンツ“イベント／EVENT”もしくは、“注目トピックス／CHECK IT”

どちらかのフォーマットに基づき、記事としてユーザーへお届けができます。

※素材（画像・原稿）は、ご支給ください。
※記事に関しては、支給データを基に掲載基準およびエディトリアルフォーマットに基づいて制作させて頂きます。
※取材撮影が必要な場合は、別途費用が発生致します。　※「EVENT」記事内にPRの表記が入ります。
※遠方取材につきましては、別途費用がかかります。　※モデル起用料は含まれておりません。
※記事フォーマット以外の、デザイン・レイアウト・素材点数の変更は対応できません。

サイズ
解像度
ファイル形式
画像点数

1400pix

JPEG

1点

72dpi
画 像

料 金
掲載期間

75,000円

200文字

1ヶ月

文字数

2019年3月まで！

料 金
掲載期間

100,000円

400文字

サイズ
解像度
ファイル形式
画像点数

1ヶ月

1400pix

JPEG

1点

72dpi
画 像

文字数

2019年3月まで！

EVENT

CHECK IT



※バナー記事下は、原則、サイト記事下全てに入ります。
※掲載枠に限りがあるため、事前にお問い合わせください。　
※バナーは、完全データにてご支給ください。
※バナーは事前に『日刊KELLy』によるクリエイティブ確認が必要となります。　
※バナーの制作は、別途お見積もり申し上げます。

料 金
掲載期間

40,000円

サイズ
容量
ファイル形式

1週間

336×140

JPEG、JPG、PNG、GIF

150KB画 像

TOPページ小バナー

料 金
掲載期間

62,500円

サイズ
容量
ファイル形式

1週間

336×280

JPEG、JPG、PNG、GIF

150KB画 像

TOPページ大バナー

料 金
掲載期間

200,000円

サイズ
容量
ファイル形式

1週間

336×280

JPEG、JPG、PNG、GIF

150KB画 像

記事下バナー

バナー3種4

2019年3月まで！

2019年3月まで！

2019年3月まで！

PC

モバイル

TOPページ大バナー

TOPページ小バナー

TOPページ
小バナー

TOPページ
大バナー



オプションメニュー5

『日刊KELLy』に掲載した記事をSNS、Webにて広告配信することができます。

外部配信メニュー

※モデルを起用している場合は、二次利用料が発生致します。　※起用したモデルによっては、当プランが利用できない場合があります。
※クリエイティブはタイアップ内の素材で実施致します。　※インフォメーションプランでの当プランは実施できません。
※最低料金には、レポート提出1回とバナー制作（5種セット）を含んでおります。
※外部配信におけるコンサルティングも可能です。詳しくは、お問い合わせください。

広告メニュー①②の記事内に動画を埋め込むことも可能です。
写真＋動画でのPRでより深い理解と印象を与えることができます。

※動画1本あたりの掲載費、うめこみ作業費を含みます。広告メニュー①②の記事掲載費は含まれておりません。
※事前に『日刊KELLy』によるクリエイティブ確認が必要となります。
※ユーザーの利用環境によっては、動画が再生されない場合がございます。
※動画については、貴社でお持ちのYouTubeアカウントにアップした状態のもの、
　もしくは『KELLy Channel』に限定公開でアップした状態のものに限ります。
※インフォメーションプランでの当プランは実施できません。
※動画制作は別途費用が発生します。

料 金
掲載期間

100,000円（動画1本掲載あたり）
掲載枠に準ずる

動画オプション

東海エリアに住むKELLyインフルエンサーを起用し、
SNSにて情報拡散が出来ます。
たくさんのターゲット層へコンテンツ配信が可能です。

※事前にプロモーション内容はご相談ください。　※プロモーション内容によっては、お受け出来かねる場合がございます。
※インスタグラムをはじめとするSNSで1投稿をする場合の料金です。　※SNSの投稿内容は、校正出来かねます。
※インフルエンサーのSNSを使用したプロモーションの可否は、インフルエンサー個々の判断となります。
※表現方法はインフルエンサーに一任ください。　※原則的に、競合排他は出来かねます。　※知的財産権はインフルエンサーに属します。
※クライアント様のご意向での修正、削除は対応できない場合もあります。　
※インフルエンサーの活動状況により、コンテンツが削除される可能性、アカウントが停止する場合もあります。

インフルエンサー
KELLy
インスタグラマー
（一例）

SNS広告（Instagram・Facebook）
Web広告（Yahoo!・Google）

450,000円～

2019年3月まで！

2019年3月まで！



校正ご提出
（3回程度想定）

取材撮影
（校正確認より5営業日までに）

※詳細なスケジュールは各営業担当までお問い合わせ下さい

本アップ

SCHEDULE

掲載についての注意事項
 お申し込みにあたって

・金額に消費税は含まれておりません。

・広告掲載基準は、別紙【『月刊KELLｙ』広告掲載基準】に準じます。

・展開内容によっては広告料金と異なる場合がございます。

・予告なくサイトデザインが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

・大きな変更、または広告メニューに関わる変更の場合は直ちにお伝えいたします。

・広告お申し込みの際、KELLｙ の規定による審査があります。（詳細は別途基準説明書をご用意しております。）

・サイズ･容量など広告の仕様は変更になる場合があります。

・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、行う場合があります。

・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あります。

・公開後の記事変更は基本的にはお請け致しません。

・広告に関しては記事内にPRの表記が入ります。

・この資料は、最新版の資料がリリースされるまで有効です。

・お申し込みからオリエンテーションまでにキャンセルを頂いた場合は、キャンセル料として掲載料金の50％を頂戴致します。

・オリエンテーション後、キャンセルを頂いた場合は、キャンセル料として掲載料金の全額を頂戴致します。

・記事や純広告の制作など、弊社で制作作業が発生している場合には、キャンセルの時期に関わらず、制作実費を頂戴致します。

・掲載枠のご予約は、1ヶ月前より可能です。

校了・
テストアップ

広告お申し込み
（本アップより営業日3週間前までに）

オリエン
テーション



株式会社ゲイン
出版事業本部　営業部

〒460-0011　名古屋市中区大須3-8-1

TEL　052・243・3510　
FAX　052・243・3515

    advertisement@gain.co.jp

株式会社ゲイン　東京オフィス
〒107-0061　東京都港区北青山2-7-26メゾン青山901
TEL　03・5775・3667

広告のお申し込み・お問い合わせ

https://kelly-net. jp/


