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タイアップ事例

1) コンテンツ制作

― 人気連載とリンクした、媒体になじむPRコンテンツ P 4

― 「＆」ならではの出演者ブッキング P５・６

― 動画制作 P７

2) 適切なコンテンツデリバリーの設計

― メディアミックスしたコミュニケーションのご提供 P９

― リアルイベント P１０

― SNS・コンテンツデリバリーネットワークなどの活用 P１１

― 新聞社ならではの速報性の高い発信 P１１

3) 共同WEBマガジンの運用 P１３

4) ネイティブタイアップ料金表 P１４

朝日新聞デジタル「＆」は、暮らしのヒントとなる多彩な情報を届けるウェブマガジンです。連載コラムは、人びとの暮らしや

モノの裏側にある物語をじっくり伝えているのが特徴。タイアップコンテンツについても同様のアプローチで、読者に自然な流れ

で読んでもらえる「ネイティブアド」形式で訴求しています。

さらに、広告主の世界観を美しいビジュアルで表現する特設ページや、動画を用いた展開、イベントなど、さまざまな取り組み

を行っています。



アドテクノロジーの進化によって、ターゲットである生活者に広告を届けることは難しくない時代

を迎えました。一方、生活者は情報過多の状態といえます。望まずとも届く大量の情報に対して、

心を閉ざすケースも増えています。

そんな現代において、「どのようなコンテンツを発信するか」がカギとなります。他の大量な情報

と差別化を図った、深度のあるコンテンツを届けることで、生活者に初めてメッセージが届くと

言っても過言ではないでしょう。

１. コンテンツ制作



オーディオテクニカ

ミュージシャンが音楽人生をじっくりと語る連載「MUSIC TALK」は、
そのラインアップから読者から好評を得ている。連載のスピンオフと
して掲載した本企画では、親和性の高いアーティストに登場いただき、
自然な流れで商品の魅力を訴求した。

＆の連載執筆陣がサービスを体験し、リポートする企画。
読者にとってなじみの深い執筆陣の目線を通じて訴求することで、
親近感を持ってもらい、理解を促進することを狙った。

４

小田急百貨店

母の日やバレンタインデーなど、１年の歳時に合わせた小田急百貨店のトピックスを、
料理家・栗原友さんやフードディレクター・野村友里さんに体験していただき、
リポートした企画。

ワイヤレスヘッドホンとレコードのカートリッジ。アナログとデジタルの音楽、
その両方を熟知するDJのテイ・トウワさんが、それぞれのよさを語った。

http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2017031311551.html

http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2016041739671.html

http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2017012373871.html

人気連載とリンクした、媒体になじむPRコンテンツ
「＆」は人気連載、バラエティー豊かな執筆陣を豊富にラインアップ。
それらのコンテンツから自然な流れで、貴社商品・サービスを読者に訴求します。



「＆」ならではの出演者ブッキング
「＆」の各媒体特性に合ったインフルエンサーをブッキングし、
訴求効果の高いタイアップ記事を制作します。

アイロボットジャパン「ルンバ」

インフルエンサーから、専門家、「&」の連載執筆陣、読者までーー。
さまざまな目線から、一つのテーマを訴求した。

インフルエンサーを起用し、ブランディングを行った企画。
新聞社らしい文化人の起用のもと、新商品の世界観や特長を伝えた。

5

リンベル「スマートギフト」

働いていたり、子育てしていたりと忙しいママに向けて、家事の効率化が仕事や
家庭を豊かにすることを伝えた。

リンベルの高級カタログギフトを、宮本亜門さん、佐藤悦子さん、久保純子さん、
紺野美沙子さん、辰巳琢朗さん、中井美穂さんらが実際に使ってみて、
そのよさを語った。

http://www.asahi.com/and_w/ringbell/2015/http://www.asahi.com/ad/roomba/



「＆」ならではの出演者ブッキング
「＆」編集部員による等身大でリアルな訴求も可能です。

アース製薬「トイレのクレベリン」

「＆」読者をお招きし、座談会を実施。同じ立場である読者の声を聞く
ことで、共感を得た企画。

編集部員がクライアントのサービスを体験してみる企画。だれよりも
読者を知る立場からリポートすることで、わかりやすく伝えた。

6

ＰＯＬＡ スキンチェック

子育て中の女性が、「目に見えない菌」に対する悩みや、トイレを清潔に保つ秘訣
について語り合う座談会。リアルな声をまとめた。

肌に悩みを持つ編集部員が最新の肌診断を受け、その模様をリアルにリポート。

http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2017032318781.html http://www.asahi.com/and_w/fashion/SDI2016101195631.html



動画制作
記事に連動した動画を制作します。
動画のＳＮＳでの拡散が可能です。また、貴社での二次利用もご検討いただけます。

大塚食品「ボンカレー」

How toをわかりやすく伝える手段として、また、シズル感を伝えるため、
料理動画を作成した事例。動画は広告主の公式ページでも使用いただいた。

7

キャプションが入ります

ポルシェ×ジャン＝ポール・エヴァン

対談やキャンペーン企画に興味を持ってもらうため、1分程度のムービー
を作成。サイト外の動画枠も活用したコミュニケーションを実施。

料理家の栗原友さんによる連載「クリトモのさかな道」のスピンオフ企画として、
定番のボンカレーを“クリトモ流”の様々なスタイルにアレンジ。動画付きで紹介
した。レシピだけでなく、ちょっとしたコラムも掲載することで、読み物としても
充実させている。

高級車のポルシェと、世界のトップクラスのショコラティエ、ジャン＝ポール・
エヴァンがバレンタインデーにコラボ。両者が対談した格調高く美しい動画を制作。

http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2014111299011.html
http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2017012475391.html



朝起きて、新聞をめくりながらテレビを見て、通勤電車ではスマホを見る――。生活動線上に適切にコン

テンツを設置し、生活者と複数の接点を持たせることで、メッセージは深く浸透していきます。

朝日新聞社は、自社やグループ会社が持つデジタル・新聞・テレビ・雑誌などの媒体から、さらにはSNS

やレコメンドサービスなどを活用した、情報発信力を拡張したプランまで、一括でご提供することができ

ます。

生活者を適切な場所やタイミングでとらえるために、「＆」を中心とした広告プランをご活用ください。

2.適切なコンテンツデリバリーの設計



メディアミックスしたコミュニケーション
新聞、テレビ、雑誌など朝日グループならではの連動力で、
幅広い読者やユーザーに訴求します。

アクリス

新聞・雑誌・ウェブと、媒体特性に合わせたクロスメディア展開。
多数のインフルエンサーを起用し、ブランドの世界観を伝えた。

グループメディアであるBS朝日の番組と、「&」が連動。

９

新聞・雑誌と連動 テレビと連動 ボルドーワイン委員会

スイスのファッションブランド「アクリス」を、
アートディレクターの森本千絵さんなど各界で
活躍する女性たち出演のもと訴求した企画。

人気芸人ハマカーンの神田伸一郎さんと浜谷健司さんが記者に扮し、町にネタ探し
に出る、ＢＳ朝日の番組「テイバン・タイムズ」。ボルドーワインの魅力をリポー
ト、放送当日に番組宣伝として記事を掲載した。

http://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2017041132561.html

『朝日新聞』2017/4/20 夕刊

『AERA』2017/4/17号

http://www.asahi.com/and_w/information/SDI2016111020911.html

http://www.bs-asahi.co.jp/teibantimes/prg_102.html

番組のシーン



イベント
「＆」読者をご招待したイベントを実施します。

阪急百貨店「阪急 生活楽校」

広告主が主催するイベントに、「＆」の連載筆者が登壇。
イベントを採録した記事を「＆」に掲載した。

人気連載のスピンオフ企画として、タイアップ特集を実施、記事内容を動
画化し、読者を招待したイベントを実施した。さまざまなアプローチから
ブランディングにつなげた。

10

バッファロー「おもいでばこ」

阪急百貨店の顧客と「＆」読者の参加のもと、旅行に関するトークイベントを実施。
ソムリエの田崎真也さんに加え、「＆」に連載しているトラベルライターも登壇。
協賛社の販促ブースも設けた。

台所を通じて市井の人の人生を切り取る人気連載「東京の台所」のスピンオフ企画。
連載筆者の大平一枝さんが、アルバムから見える家族の物語をつづり、デジタル
フォトアルバム「おもいでばこ」のブランド価値向上を狙った。
イベントには、連載筆者の大平一枝さんとタイアップ記事出演者の
日本チャイルドボディケア協会代表・蛯原英里さんが登壇。

http://www.asahi.com/and_travel/articles/SDI2017020886531.html
http://www.asahi.com/ad/omoidebako/

当日の様子



SNS・CDNなどの活用
「＆」のオフィシャルSNSアカウントや、動画広告、コンテンツデリバ
リーネットワークなどを活用、コンテンツの拡散・発信を行います。

西武・そごう「アドバンストモード」

インフルエンサーを起用した広告主のキャンペーンを盛り上げるため、イ
ンタビューを実施。「&」のオフィシャルfacebookアカウントを活用した
広告も実施し、拡散につなげた。

11

大人の女性のおしゃれを応援するブランド「アドバンストモード」のイメージキャ
ラクターをつとめる樹木希林さんに単独インタビュー。「＆」のFacebookでの投
稿には、2.8万いいね、612シェア、200を超えるコメントがつくなど、高い反響
を得た。

日産自動車「ＲＪＣカーオブザイヤー受賞」

カーオブザイヤーの受賞を伝える速報記事を掲載。プッシュ型広告は５％を超える
CTRを記録し、時事的な話題と媒体の親和性が顕著だった事例。「&M」は自動車の
記事が充実しており、この記事もよく読まれた。

速報性の高い発信
タイムリーに、ニュース性高く訴求します。

受賞や新商品発表を速報する記事を、「＆」に掲載。プッシュ型広告に
よって、タイムリーに記事へと誘導する事例。

拡大

http://www.asahi.com/and_w/fashion/SDI2016091371391.html

http://www.asahi.com/and_M/information/SDI2016111625031.html

朝日新聞デジタル PC版

朝日新聞デジタル SP版



良質なコンテンツづくりと、適切な媒体・適切なタイミングでのコンテンツの発信。

「＆」が持つ二つの強みを生かして、広告主との共同ウェブマガジンを運営します。

3.共同ウェブマガジンの運営



「＆」と広告主との共同メディア
「＆」ならではのデザイン力とコンテンツ力で、広告主の世界観を伝えるメディアを制作します。
朝日新聞の持つソリューションや外部の広告などを組み合わせて、適切なコンテンツデリバリーを設計・提案。
広告主のコンテンツマーケティングをお手伝いします。

トヨタ自動車との共同メディア「＆NEXT-DRIVE」

「PHV」というジャンルを訴求するために、「＆」を活用いただいたミニ
マガジン企画。環境車の今後をテーマに、編集部が書き下ろした記事と、
広告主のPR記事で構成。社会課題へのアプローチとして、第三者の視点を
保った編集を行った。

世界観やブランド構築を狙ったマガジン企画。ターゲットにしたい層を集
めるため、さまざまな読み物で展開した。

13

チューリッヒ生命との共同メディア「＆Ｃ（アンド・ケア）」

PHV（プラグインハイブリッド自動車）の必要性、有用性を説明することを目的に実
施。連載筆者、小川フミオさんや大矢アキオさんが執筆するなど、「＆」ならではの
コンテンツを作成。
本企画の閲覧者のPHVについての態度変容が、マス広告でのコミュニケーションに比
べて高いという調査結果が得られた。

チューリッヒ生命の日本国内でのブランド構築や、世界観を訴求することを目的に、
「＆」内に特設サイトを設置。保険情報のみならず、スイスに関する読み物も盛り
込み、自然な形で訴求した。

http://www.asahi.com/and_M/interest/next-drive/ http://www.asahi.com/and_C/



14

4. ネイティブタイアップ 料金表
＆Ｍ，＆ｗ，＆TRAVEL，＆BAZAARの、いずれの媒体でもタイアップPR記事の掲載が可能です。ご希望や、商材やターゲットに合わせ、最適
な媒体をご提案させていただきます。
掲載するPR記事内容や誘導プランも、ご予算感にあわせてご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

・記事にはPRクレジットが入ります
・共同メディアの料金については、別途お問い合わせください

掲載料金 ＰＶ 記事本数
まとめ

タイアップページ

取材なし

150万円 2万PV想定 １ページ －

600万円 5万PV保証 ２ページ ○

取材あり

200万円 2万PV想定 １ページ －

700万円 5万PV保証 ２ページ ○

デバイス PC／SP

掲載期間 1ヶ月以上

掲載開始日 任意の営業日

誘導枠
・＆内 各種編集誘導枠
・朝日新聞デジタル インフィード広告枠

オプション

・著名人キャスティング
・動画制作
・読者座談会や読者調査による記事制作
・外部誘導枠のプランニング・買い付け
・ブランドリフトなどの調査
※ いずれもお見積りさせていただきます

【お問い合わせ】
朝日新聞社 総合プロデュース室 デジタル推進チーム
Mail : ad-info@asahi.com
電話：03-5540-7212 FAX：03-5541-8878

＆M
http://www.asahi.com/and_M/

＆ｗ
http://www.asahi.com/and_w/

＆TRAVEL
http://www.asahi.com/and_travel/

＆BAZAAR
http://www.asahi.com/and_bazaar/


