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theWORLDとは？  

そして公式ニュースサイトでは、フットボールファンのため24時間365日、国内外のニュースをタイムリー
に配信しています。 

APPS／magazine WEB／daily news SNS 

theWORLDのdaily newsは、“YAHOOニュース”でも 
配信しています。 

theWORLD（ザ・ワールド）は世界中のサッカーを網羅する、日本初のスマートデバイス対応フリーミアム 
電子マガジン！  業界屈指の執筆陣によるオリジナルコンテンツを毎月23日に刊行しています。 
（※最新号は、無料で閲覧可能です） 



メディアプロフィール① ～電子マガジン概要～  

媒体名             theWORLD 
発売                講談社 
企画・制作            FACTORIES   
配信日              毎月23日（22日深夜） 
ページ数             100P前後 
配信キャリア           iPhone＆iPad / Android Phone ＆ Tablet 
累計総ダウンロード数     22万6023  
                 （内訳  iOS  20万7716 Andoroid 1万8307） 
（2016年3月現在） 

【コンセプト】              
海外サッカー情報と日本代表情報を、業界での著名な執筆陣に 
より、毎月、独自の目線で紹介し続けている。   
    
【特徴】 
①電子マガジン専用レイアウトで見やすい                        
②ピンチイン、ピンチアウトで画面の拡大縮小も自由自在なので 
  文章も写真もしっかり見れる 
③DLしたマガジンはオフラインでも読めるので、電波の悪いところ 
  での移動中などでもしっかり閲覧可能 

広告事例 誌面事例 



メディアプロフィール② ～公式ニュースサイト概要～  

Page Views  
 
 
Unique Useres  

【コンセプト】              
速報性の高いニュースや、オリジナリティあふれるコラム記事などを 
数多く提供し、幅広いフットボールの楽しさを紹介している 
 
【特徴】 
①毎日20～40本のニュースを更新  
  ※月間1000本掲載                        
②スペシャルコラム記事の展開 
③プロダクトニュースなどのコンテンツ配信 
  ※“編集部おススメ”記事として展開 
 
【配信先】 

9,330,902 
 

2,298,961 

/30days  
 
 
/30days  

（2016年4月26日調べ） 



読者プロフィール 
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◆theWORLD読者の趣味 
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◆主な買いたいモノ 

theWORLDの読者層は男性が中心。（男性：85.7％） 
年齢層は30歳から45歳にかけての仕事にプライベートにもっとも 
エネルギッシュに活動する年代です。 
かつ好奇心旺盛で多趣味＆アクティブな高所得者の読者層です。 

theWORLD読者はテレビ観戦のみならず音楽やDVD鑑賞などの 
リビングライフを楽しみながらも、サッカーや旅行、アウトドアなど 
のアクティビティにも非常に積極的です。 
また海外のサッカーを好む点において、ライフスタイルにおいても 
高いクオリティを求めていくのも特徴的です。 



広告メニュー／公式ニュースサイト 

【バナー広告】              ① 

② 

③ 
④ ③ 

③ 

 ① トップバナー 

 想定imp数  1,000,000imp保障  掲載面  TOP・中面ページ 

 掲載料金  ¥500,000  同時掲載本数  3本以内 

 掲載期間  2週間  原稿サイズ  左右728×天地90ピクセル 

 枠数  1枠  容量  gif(jpeg)・Flash100KB以内 

 ② プレミアムレクタングル 

 想定imp数  1,000,000imp保障  掲載面  TOP・中面ページ 

 掲載料金  ¥500,000  同時掲載本数  3本以内 

 掲載期間  2週間  原稿サイズ  左右300×天地250ピクセル 

 枠数  1枠  容量  gif(jpeg)・Flash100KB以内 

 ③ ミドルレクタングル 

 想定imp数  1,000,000imp保障  掲載面  TOP・中面ページ 

 掲載料金  ¥400,000  同時掲載本数  3本以内 

 掲載期間  2週間  原稿サイズ  左右300×天地250ピクセル 

 枠数  3枠  容量  gif(jpeg)・Flash100KB以内 

 ④ ボトムレクタングル 

 想定imp数  800,000imp保障  掲載面  TOP・中面ページ 

 掲載料金  ¥300,000  同時掲載本数  3本以内 

 掲載期間  2週間  原稿サイズ  左右300×天地250ピクセル 

 枠数  1枠  容量  gif(jpeg)・Flash100KB以内 

【注意事項】 

※バナー切替時間は毎週月曜日11：00～13:00の間となります。 

※imp数は想定となり、保証するものではございません。 

※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。 
※ページデザインは変更となる場合がございます。 

※このバナーのみ、PCのみ掲載（スマホとタブレットでは非表示になります） 



広告メニュー／公式ニュースサイト 

【タイアップ広告】 “ニュース型タイアップ”             

タイアップ 
記事 

theWORLDの通常記事同様に、商品やニュースを訴求するタイアップ記事。 

展開メニュー ニュース型タイアップ 

掲載料金 ￥300,000 / 1ヶ月 （制作費込み） 

誘導枠 
トップページ：1週間 保障 
※追加料金で他誘導枠設置可能 

想定PV 10,000 PV 想定 ※ 

お申込期限 掲載開始日より15営業日前 

掲載レポート 
タイアップページPV数 
※計測期間は1ヶ月間 

備考 

※上記はリリース資料ベースの掲載料金となります。 
※PHOTO点数は2点までとさＳＳていただきます。 
※取材、写真・動画撮影等は追加料金にてお見積り 
   いたします。 タイアッ

プ記事 
【注意事項】 
※<PR>であることを明記いたします。 
※10,000 PVまで掲載保障いたします。 
※この記事のアーカイブは希望により残ります。（要相談） 
※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。 
※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。 
※サイトデザイン・レイアウトは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 



編集部が撮影・制作したオリジナルタイアップ記事。 
さらには動画等をページ内に貼り付けることも可能。 

広告メニュー／公式ニュースサイト 

【タイアップ広告】 “レギュラータイアップ”             

オリジナル 
タイアップ 
記事 

展開メニュー レギュラータイアップ 

掲載料金 ￥1,500,000 / 1ヶ月  
掲載費G 100万＋制作費N 50万 

誘導枠 
①トップページ：2週間 
②特別誘導枠：1週間以上 
※追加料金で他誘導枠設置可能 

想定PV 15,000 PV 想定 

広告サイズ HTMLページ：A4×2～3P 相当 

お申込期限 掲載開始日より30日前 

掲載レポート 
タイアップページPV数 
※計測期間は1ヶ月間 

備考 

※1ページの目安：写真2～3点、テキスト：800～1200words 
※誘導バナーのサイズは、左右300×天地250ピクセル、 
   50KB以内です。 
※タイアップページでのクライアント様サイトの誘導リンクは、 
   最大「3URL」までとさせていただきます。  
※著名人、タレント、モデル等のアサインなど、企画内容によっては 
   別途お見積りさせていただきます。 
※誘導バナー制作は弊社が請負。クリエイティブチェックは 
   1回のみです。 

オリジナル 
タイアップ
記事 

【注意事項】 
※<PR>であることを明記いたします。 
※上記は消費税を含まない、グロス提供価格となります。 
※掲載期間中の競合調整は行いません。あらかじめご了承ください。 
※サイトデザイン・レイアウトは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 



広告掲載規定 
 ●本誌の広告掲載位置は御一任下さい。 
 ●海外で配信されることが前提となりますので、広告原稿の内容 
  （特にタレント契約等）には御注意下さい。 
  

入稿規定  
 ●iPhone/iPodtouch掲載時には自動縮小されます。 
 ●断ち切り線ありでお願いいたします。 
 ●フォーマット：ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ推奨。Indesign、PDFも可能です。（解像度350dpi） 
 ●納品先：FACTORIESまで → ad@factories.jp 
 ●ＵＲＬからクライアント様サイトへのリンク可能がです。入稿時にご指定ください（リンク先は1つです）。 
   ※iPhone,iPadは、Flash非対応ですのでご注意ください。 

広告メニュー／電子マガジン 

お問い合せ：  株式会社FACTORIES      〒153-0061 東京都目黒区中目黒１－３－５－３０３ 
                              Tel: 03-6412-7401  Fax:03-6412-7402  ad@factories.jp  
                              担当：穴澤、青木、小野まで 

2016年 ADプラン 

＜ベーシックプラン＞ 
●本誌2p（見開き）掲載  ※1クール（3か月）   ￥500,000  
 
＜セットプラン＞①3ヶ月 
●本誌2p（見開き）掲載  ※3か月   
●PC・スマホ バナー掲出  ※50万imp×3か月  ￥600,000 
   ※ ボトムレクタングルバナー 
 

＜セットプラン＞②6ヶ月               ￥1,000,000 
＜セットプラン＞③12ヶ月              ￥1,500,000 

原稿サイズ 

166 × 240 mm 

広告データ締切 

データ入稿締切は 
3発行日前 
（土日祝日除く） 

天地×左右 

※見開きサイズ 

※広告スペースは基本“見開き”です。 

＊本誌原稿サイズおよび入稿締切 

＊バナーサイズおよび入稿締切 

【バナー】 
①②共に 
300 × 250 ピクセル  
  
【入稿締切】 
土日祝日除く 
3発行日前 

② 

theWORLDでは本誌へのAD掲載とオフィシャルサイトでの 
バナー掲出のセットプランをおススメしています。 

そのほかタイアップ広告等とのセットプランも可能ですので、 
お気軽にお問い合わせください。 

① 

mailto:ad@factories.jp

