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商品の使用感・魅力を伝える動画を１分程度の動画にします。 
moovooの各SNSで配信し、拡散いたします。 

タイアップ動画制作・配信 

料金 

180万円 
内訳：制作費 50万円（N） 
   配信費 80万円（G） 

     ２次利用費 50万円（G） 

掲載 
moovooの公式 

Facebook, Twitterアカウント 

保証再生回数 10万回再生 

動画の仕様 
ファイル形式：MP4(H264) 

解像度：1080x1080(スクエア) 
フレームレート：30fps 

レポート 掲載日から14日〜21日後に提出 

注意事項 

※動画の仕様は２次利用用途に合わせて変更
可能 
※インフルエンサー・著名人が登場する場合の
２次利用費は別途見積もりとなります 

※SNS投稿の本文からのリンク誘導も可能です 
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貴社商品・サービスの記者会見 or 貴社が開催／出展するイベントの
模様を１分程度の動画にまとめ、取材の翌日より、moovooの各SNSで
配信し、拡散いたします。 

記者会見/イベント速報動画 
制作・配信 

料金 
110万円 

内訳：制作費 60万円（N） 
   配信費 50万円（G） 

掲載 
moovooの公式 

Facebook, Twitterアカウント 

保証再生回数 ※配信より最短 3日で  ５万回再生 

動画の仕様 
ファイル形式：MP4(H264) 

解像度：1080x1080(スクエア) 
フレームレート：30fps 

レポート 掲載日から14日〜21日後に提出 

注意事項 
※インフルエンサー・著名人が登場する場合の
２次利用費は別途見積もりとなります 

※SNS投稿の本文からのリンク誘導も可能です 
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タイアップ動画と記事のセット制作に、SNSブーストがついた 
お得なプランです。 

タイアップ動画・記事。 
制作・配信・SNSブースト 

料金 

パッケージ特別料金 250万円 
内訳：制作費 70万円（N） 

   配信・SNSブースト費 130万円（G） 
     ２次利用費 50万円（G） 

掲載 
動画：moovooの公式 

Facebook, Twitterアカウント。 
記事：moovooサイト。 

保証露出数 
動画：30万回再生保証 

記事：１万PV保証 

動画の仕様 
ファイル形式：MP4(H264) 

解像度：1080x1080(スクエア) 
フレームレート：30fps 

レポート 掲載日から１ヶ月後に提出 

注意事項 
※動画の仕様は２次利用用途に 
合わせて変更可能 

※SNS動画及び 
 サイト記事 
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タイアップ動画2本と記事のセット制作に、SNSブーストがついた 
お得なプランです。 

タイアップ動画・記事。 
制作・配信・SNSブースト 

料金 

パッケージ特別料金 400万円 
内訳：制作費 140万円（N） 

   配信・SNSブースト費：210万円（G） 
     ２次利用費 50万円（G） 

掲載 
動画：moovooの公式 

Facebook, Twitterアカウント。 
記事：moovooサイト。 

保証露出数 
動画：2本で計 50万回再生保証 

記事：１万PV保証 

動画の仕様 
ファイル形式：MP4(H264) 

解像度：1080x1080(スクエア) 
フレームレート：30fps 

レポート 掲載日から１ヶ月後に提出 

注意事項 
※動画の仕様は２次利用用途に 
合わせて変更可能 

※SNS動画及び 
 サイト記事 
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moovooサイトにて記事体広告を企画制作。 
トップページや記事ページからの誘導をかけます。 

タイアップ記事制作・配信 

料金 80万円 

掲載 moovooサイト 

想定PV 8,000〜10,000PV想定 

誘導枠 
moovooサイトトップ、記事レコメンド、

SNSからの誘導 

レポート 
掲載日から１ヶ月後に提出 

（Google Analytics） 

注意事項 
※２次利用費は別途20万円を 

頂きます 

※GIF動画を入れた商品の魅力が伝わりやすい記事が特徴です。 
 PC、スマホともトップページに誘導枠を掲載します。 
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moovooのSNSアカウントによるSNS広告掲載をかけて、 
ターゲットユーザーへ配信します。 

SNSブースト 

料金 50万円〜 

掲載 
facebook, twitter,  

instagram 

再生回数 都度お見積もり 

動画の仕様 タイアップ動画と同様 

レポート 掲載日から14日〜21日後に提出 

注意事項 
※タイアップ動画のみの 

限定プランです 
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配信前月 
１〜２週間前 

配信開始 
２〜３週間前 

配信後 
２〜４週間 

動 画 記 事 

① オリエンテーション 

②動画コンテ ②企画提出 

③取材・動画撮影 

④ 動画編集 

⑤ 動画修正 

③取材 

④ 記事編集 

⑤ 記事修正 

⑥配信 

⑦ ブーストオプション(任意) 

⑧ レポート提出 

          

・注意事項 
③取材/撮影の帯同も可能です。 
⑤の修正は、２回までとなります。（初
稿、再稿、最終稿の３回提出） 

重
要
シ–

ン
コ
ン
テ
例  
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配信 

２～3週間前 

当日 
取材＆編集 

配信後 
２〜４週間 

① オリエンテーション 

②動画コンテ 

③取材・動画撮影 

④ 動画編集 

⑤翌日配信 

⑦ ブーストオプション(任意) 

⑧ レポート提出 

          

・注意事項 
③取材/撮影の帯同も可能です。 

重
要
シ–

ン
コ
ン
テ
例  

 

＆ 
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各SNSレポート項目は以下の通りです。 

□ リーチ人数 
□ 動画再生回数（３秒以上で１再生） 
□ 10秒以上再生回数 
□ エンゲージ数（いいね等のリアクション・
シェア・コメント数。２次拡散分を含む） 
□ リンククリック数 
□ 動画平均再生時間 
□ 動画再生率（再生数/リーチ人数） 
□ 上位視聴者層（男女・年代別） 
□ 上位視聴者地域（都道府県別） 
□ 動画視聴時間レポート 
□ コメント事例 

□ 動画再生回数（２秒以上で一再生）  
□ インプレッション（表示）回数 
□ エンゲージ数（リツイート・いいね・クリック
数など） 

Facebookレポート項目 Twitterレポート項目 
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Tel：03-5540-7212 
e-mail：ad-info@asahi.com 

朝日新聞社 総合プロデュース室 

広告のご依頼、  
ご不明点などございましたら  
お気軽にお問い合わせ下さい。  


