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更新情報



ABOUT US
雑誌『Safari』の公式ライフスタイル･WEB メディアが『Safari Online』です。
本誌、公式オンラインストア『Safari Lounge』、公式 SNS などと密に連携し、

多彩・多面的なご提案をいたします。

PRINT MEDIA ONLINE MEDIA
公式オンラインストア

会員数：70,000 人

創刊 2003 年
毎月 24 日発売

創刊 2017 年
タブロイド・オンラインで
年 6 回刊



ACCESS DATA
『Safari Online』は『Safari』本誌の読者だけでなく
感度の高いミドルエイジ層に多大な支持を得ています。
また、提携先メディアへの記事配信を積極的に展開し

さらなるファン層の開拓・獲得を目指しています。

キュレーションメディアへの記事提供（提携先メディア）

●LINE（アカウントメディア）　●LINE NEWS　●Antenna ●グノシー　●ニュースパス

Total Page Views

1,000,000PV

Total Unique Users

150,000 UU

Total Sessions

250,000 Sessions

Facebook

2,989 Followers

Instagram

1,395 Followers

LINE

40,525 Followers

Safari Online

Official SNS

2018 年 6 月時点 自社調べを基にした公称数値

018 年 6 月時点 自社調べを基にした公称数値

その他順次配信予定



CONTENTS
Safari Online 編集部によるニュース、コラム配信のほか、

話題性のある情報を、ハイクオリティな写真や動画を交えて発信。
本誌『Safari』の世界を補完し、さらに広げるライフスタイル･WEB メディアです。

NEWS
ニュース

COLUMN
コラム

FEATURE
特集

Safari Lounge
公式オンラインストア

MAGAZINE
本誌 / 増刊･別冊 情報

FASHION
ファッション

DENIM
デニム

CAR
クルマ

WATCH
ウォッチ

GOURMET
グルメ

STAY&TRAVEL
ステイ＆トラベル

CULTURE
カルチャー

LIFESTYLE
ライフスタイル

HEALTH&BEAUTY
ヘルス＆ビューティ

CELEBRITY
セレブ



タイアップメニュー

TIE-UP



WEB TIE-UP ウェブ タイアップ

スペース G 1,000,000 円

制作費
モデル撮影

物 撮影

N 800,000 円～

N 400,000 円～

掲載形態 期間保証

掲載期間 １カ月

想定ページビュー数 8,000 ～ 10,000 PV

誘導枠 スライダー （全階層）

【誘導枠】

【ページイメージ】



PR NEWSＰＲニュース掲載

料　金 G 300,000 円

掲載形態 期間保証

掲載期間 １カ月

想定ページビュー数 6,000 PV

誘導枠 ニュースカテゴリーに掲載

【誘導枠】

【ページイメージ】

（制作費含む）

素　材 画像提供



CROSS MEDIA TIE-UP クロスメディア タイアップ

料　金 G 800,000 円

掲載形態 期間保証

掲載期間 １カ月

想定ページビュー数 8,000 ～ 10,000 PV

誘導枠 スライダー （全階層）

【ページイメージ】

本誌掲載費

未使用カット追加１点 N 100,000 円～（二次使用料含む）

+

素　材 原則本誌使用カット （別途で未使用カット追加可）



外部メディアブースト

MEDIA BOOST



MEDIA BOOST 外部メディアブースト

プラットフォーム 料　金

Facebook G　700,000 円

Instagram G　700,000 円

Facebook+Instagram MIX 配信 G　700,000 円

Yahoo! コンテンツディスカバリー G　900,000 円

antenna G　900,000 円

Gunosy G　900,000 円

クリック保証

3,100

2,200

2,800

13,000

4,100

7,000

※ 編集タイアップのオプションです。 

※ 掲載開始日は Safari Online 編集部が決定します。

※ ターゲティングのご要望は各案件毎に相談ください。

※ 各プラットフォーム毎に審査がございます。

※ 掲載原稿は Safari Online 編集部が作成します。

※ 運用商品のため、 パフォーマンス状況に応じてクリエイティブを差し替えます。

※ 事前のクリエイティブ確認はなしでお願い致ます。 

※ 運用型広告のため、 時期によってクリック単価が変わる可能性があります。

※ こちらのオプションは個別マージンとなります。



広告メニュー

AD MENU



T O P トップバナー

料　金 G 700,000 円

サイズ
ＰＣビュー

ＳＰビュー

W1940×H500 px

W640×H640 px

掲載形態 期間保証

掲載期間 ２週間

掲載面 全階層 （動画の埋め込みも可）

入稿期限 ５営業日前 18:00 まで

【掲載枠】

Ｗレクタングル

ファイル形式 / 容量 JPEG、 PNG ／ 150 kb 以内

想定インプレッション数 450,000 imp

トップバナー

トップバナー



RECTANGLE レクタングルバナー

料　金 G 500,000 円

サイズ
Ｗレクタングル

レクタングル

W600×H1000 px

W600×H500 px

掲載形態 期間保証

掲載期間 ２週間

掲載面 全階層 （動画の埋め込みも可）

入稿期限 ５営業日前 18:00 まで

※ Ｗレクタングルバナーは SP ビューではレクタングル表示になります

※ PC ビュー時は、 W レクタングルもしくはレクタングルのいずれかをお選びいただけます。

※ 枠数は imp 増加により随時変動いたします。

※ 他バナー、 枠増加による競合排除は行っておりません。

【トップページ掲載枠】

Ｗレクタングル

レクタングル

ファイル形式 / 容量 JPEG、 PNG ／ 150 kb 以内

想定インプレッション数 400,000 imp



SITE JACK サイトジャック

料　金 G 2,000,000 円

サイズ

掲載形態 期間保証

掲載期間 ２週間

掲載面 全階層 （動画の埋め込みも可）

入稿期限 １０営業日前 18:00 まで

※ Ｗレクタングルバナーは SP ビューではレクタングル表示になります

※ PC ビュー時は、 W レクタングルもしくはレクタングルのいずれかをお選びいただけます。

【ジャックイメージ】

ファイル形式 / 容量 ＪＰＥＧ、 PNG / 150 kb 以内

トップバナー

Ｗレクタングル

ミドルバナー

フッターバナー

トップバナー

レクタングル

ミドルバナー

フッターバナー

リマインダー

想定インプレッション数 900,000 imp

P C

Ｗレクタングル W1940×H500 pxトップバナー

Ｗレクタングル W600×H1000 pxＷレクタングル

ＷレクタングルＷレクタングル W1940×H500 pxミドルバナー

Ｗレクタングル W1560×H614 pxフッターバナー

サイズ
S P

Ｗレクタングル W640×H640 pxトップバナー

Ｗレクタングル W640×H200 pxリマインダー

Ｗレクタングル W600×H500 pxレクタングル

Ｗレクタングル W640×H100 pxミドルバナー

Ｗレクタングル W1560×H614 pxフッターバナー



広告メニュー事例

CASE STUDY



Facebook で
記事配信 ＋

キャンペーン実施

12

広告メニュー事例①〈 megumi 恵 ガセリ菌 SP 株ヨーグルト 〉

POINT
Safari 本誌 2P タイアップ ＋ タブロイド 33 万部 ＋ WEB 流用 ＋ 動画 ＋ 
Facebook 配信 ＋ アンケート回答でプレゼント

Safari Online に
記事転載 ＋

動画配信

Safari 本誌 ＋
タブロイド版に

記事掲載

約 1 分の動画で視聴完了率 約 10.4％を達成 !!



Facebook で
ブースト

Safari Lounge で
商品を販売

Safari Online で
新作発表会の模様を

ニュース記事 ＋
動画で配信

13

広告メニュー事例②〈 ガーミン 〉

POINT
新作発表会取材 ⇒ WEB 記事 ＋ 動画 ＋ Facebook 配信 ＋
Safari Lounge での販売を実施。



阪急メンズ東京 ×
Safari イベントでの

実車展示

Safari 本誌で
1P タイアップ掲載

Safari Lounge で
モデルⅩを委託販売

Safari Online で
ニュース記事配信

14

広告メニュー事例③〈 テスラ モデル X 〉

POINT
Safari 本誌 1P タイアップ ＋ 阪急メンズ東京 ×Safari イベント
期間中の実車展示 ＋ WEB 記事 ＋ Safari Lounge での委託販売

モデルＸ（￥11,500,000）が２件ご成約 !



ご確認事項

広告掲載の可否基準の権利は日之出出版が保持します。
広告掲載の可否については、ご出稿にあたって都度審査を行います。
Safari Online に申し込まれた広告について、すべての責任は広告主が負うものとします。
正式お申込み後のキャンセルはできません。万が一、キャンセルをご希望の場合、掲載料金の全額を申し受けます。

■
■
■
■

総  則

内容に虚偽、詐欺的行為、誇大表現を含まないこと。
比較表現を用いる広告表現、特定の個人団体を誹謗中傷する広告表現を含まないこと。
投機心を著しく煽る表現を含まないこと。
宗教の勧誘に関わる広告表現を含まないこと。
クリエイティブとリンク先の内容について、整合性が取れていること。
リンク先に会社概要 ( 所在地･資本金･代表番号･代表者名･事業内容･従業員数･取引先銀行など ) の表記があること。
公序良俗に反する表現を含まないこと。
アダルト商品、風俗店、風俗店情報など、成人向けの内容を含まないこと。
残虐的、猟奇的、わいせつ的、また嫌悪感や不快感を与える内容を含まないこと。
法律で禁止されている行為を連想させる広告表現、関係諸法規を遵守しない広告表現を含まないこと。
犯罪に使用されるおそれがないこと。
医療または医療技術に関しては、日本国内で判断できる医療技術水準であること。
開運・魔除け・加持祈祷・迷信など、非科学的で人心に訴えるおそれがないこと。
最大級またはその類の表記をする場合は、クリエイティブ内またはリンク先にデータ出典元や根拠の記載があること。
第三者の肖像権や著作権などの権利を侵害する広告表現を含まないこと。
第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害しないこと。
美容整形関連の広告ご出稿は見合わせていただいております。
掲載開始時点で、申し込み時点の内容と異なる場合。
ＱＲコードに代表される二次元コードなどの文字情報を含まないこと。
メディアとして品位にそぐわないもの。
その他、弊社が不適切と判断したもの。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

基本基準

Safari Online 広告掲載基準

※また、上記以外に各業界別にも掲載基準が弊社内規で定められておりますので、案件別にご確認いたします。


	safari_online_001_表紙
	safari_online_001-5目次
	safari_online_002_aboutus
	safari_online_003_ｽﾃｲﾀｽ
	safari_online_004_ｺﾝﾃﾝﾂ一覧
	safari_online_005_TU表紙
	safari_online_006_ｳｴﾌﾞTU
	safari_online_006-5_ニュース掲載
	safari_online_007_ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱTU
	safari_online_008_snsﾌﾞｰｽﾄ表紙
	safari_online_009_snsﾌﾞｰｽﾄ
	safari_online_010_広告メニュー表紙
	safari_online_010-5_ﾄｯﾌﾟﾊﾞﾅｰ
	safari_online_011_ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ
	safari_online_012_ｻｲﾄｼﾞｬｯｸ
	safari_online_013_実績表紙
	safari_online_014_実績ｶﾞｾﾘ
	safari_online_015_実績ｶﾞｰﾐﾝ
	safari_online_016_実績ﾃｽﾗ
	safari_online_017_ご確認事項

