
Copyright © FUSOSHA All Rights Reserved. 

株式会社 扶桑社 
広告企画部 

web-ad@fusosha.co.jp (web広告問合せ専用） 

Tel:03-6368-8855 Fax:03-6368-8803 
 

＜2016/4更新＞ 

※掲載スペース・誘導枠等は変更の可能性があります。 
 最新情報は適宜お問い合わせください。 

【2016年4・5・6月分】 

 http://www.esse-web.net/ 

page1 



ＥＳＳＥ独自のシステム「ＥＳＳＥレポーター」 
10年以上の歴史がある「ESSEレポーター」とは、新年度より１年間、 

編集部から送られるアンケートに回答したり（回答率は約8割）、誌 

面に登場したりとさまざまなかたちで特集の企画制作に協力してくれ 

る、いわば“質の高い読者の代表”。全部で1000人いるものの、一人ひ 

とりのプロフィールはすべてデータ化されているため、企画段階から 

より効率よくレポーターと編集者がコミュニケーションをとることが 

可能となっています。つまり、1000人の読者には、つくり手の存在が 

かなり近くに感じられるシステムとなっており、他雑誌よりもB to C 

の関係を強く築き上げている媒体です。 

【はじめに】 生活情報誌『ESSE』とは 

 

 

特徴3 

フジサンケイグループならではの 
メディアミックス企画も充実！ 

 

 

特徴1 
女性をメインターゲットにした月刊実用情報誌のなかで 

発行部数、販売（実売）部数ともに 

最大級の雑誌 

発行部数 

 

 

特徴2 

「ESSEレポーター」 の存在により 

強固なＢ to Ｃ（編集部 to 読者） 
の関係が成立している 

フジテレビとの連動ページは人気連載に！ 
発行元であるフジテレビジョンの朝の情報番組 

『ノンストップ！』との連動コーナー『ESSE  

レシピ＆ニュース』は、読者からの支持も高い 

人気連載。長年にわたる番組連動は、幅広い認 

知を得ています。また、誌面タイアップと連動 

した「インフォマーシャル」企画やイベント共 

催など、フジサンケイグループ企業とのメディ 

アミックス展開も活発に行っております 
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429,125部 
（2014年版 マガジンデータ） 



 

 

 ESSE読者からひもとく、ESSE webのメインユーザー   

 

 

 

 

ESSE読者とは 

特徴1 

好奇心旺盛な主婦 
首都圏中心ではあるものの、全国にまんべんなく広がっている 
ESSE読者。彼女たちは、家事全般（料理、掃除、洗濯など）は 
もちろん、節約・貯蓄、インテリア、ファッション、美容、健康、 
グルメなど、幅広いジャンルの記事に興味を示します 

特徴2 

暮らしを楽しむ主婦 
誌面の特集テーマは多岐にわたりますが、広告タイアップも含 
め、すみずみまでページを読み込み、ライフスタイルのヒント 
になることは、貪欲に吸収していきます。つまり、「自分らし 
い暮らし」を楽しむ能力にたけているといえるでしょう 

特徴3 

実質・内面が優れた 
ものを見極める主婦 

ESSE読者は、「無理」や「見栄」が大嫌い。 
自分なりの価値観をしっかりもっているため、やみくもに 
流行や見ためなどに踊らされることなく、 
「暮らしを真に豊かにしてくれるもの」を、個々の視点で 
しっかり見極めることができる賢さを持ちあわせています 

ESSE ｗｅｂのメインユーザーは、“表現したいママたち”！ 
上記の特徴から、ESSE読者、すなわちESSE webのメインユーザーは、どんなことにも前向きに興味をもちながら、
日々の暮らしを気負わず自分らしく彩るための創造性に優れているといえます。そのため、「料理ブログでブレイク」、
「自宅ショップをオープン」などといった人も多く見られます。 
ESSE webは、この特徴をさまざまな切り口からくすぐるコンテンツで、ユーザーの共感を得ていきます。また、ESSE
本誌で培われてきた「つくり手と読者の交流を深める」手法を活かし、積極的なB to Cを試みることで、いつも“人の手
の痕跡”が感じられ、ユーザーとともに成長するような人間味あふれるサイトを目指します 
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媒体プロフィール  

総PV：1,500,000PV（月） 

総UU：300,000UU（月）  

会員数：20,000人(無料メルマガ会員） 

（2016年1月現在） 

 「表現したいママ」たちが集うESSE webのコンテンツ その1 

前ページでご紹介した「ESSEレポーター」のなかから、さらに厳選
した100名の良質な主婦ブロガーが、それぞれの得意分野を中心に
日々の暮らしの情報を発信するコンテンツ。彼女たちそれぞれが運
営している個人ブログの記事を収集するシステムを使用しているた
め同じ記事が2か所に掲出されます※。つまり商品モニター企画では、
より高い口コミ効果が期待できるというわけです 
 

※記事の掲出についての詳細は次ページをご参照ください 

創造力の高い良質な主婦ブロガーが日々情報を発信！ 

Platinum Reporters  
～ESSEレポーター100人の暮らし 
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コンテンツ1 

プラチナレポーターズ 商品モニター企画掲載写真一例 

1 2 3 

4 

5 

1.日本コカ･コーラ様「コカ･コーラ ゼロ」に合う 
おやつレシピ提案。2.ヤクルト様「ジョアのある夏
の暮らし」提案。3.キヤノン様「PIXUS」を日々の
暮らしに活用するアイデア提案。4.クラシエホール
ディングス様「モイスタージュ」シリーズモニター
報告。５.ライオン様「ブライト W」イベント報告 

詳細な報告内容にオリジ 
ナリティあふれるアイデ 
アと美しい写真が組み合 
わされた優れた記事は、 
多くのクライアント様か 
ら高い評価を得ています 
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 〈ご参考〉 「プラチナレポーターズ」の記事展開 

ESSE webトップ プラチナレポーターズトップ 

報告記事一覧 

メンバーの各個人ブログ 

記事の掲出場所が 
ESSE web内と 
メンバー個人のブログの 
2か所あるため、 
より口コミの拡散力が高まります 

メンバー個別ページ 

※プラチナレポーターズの総PV数/月・・・約600,000PV 

※プラチナレポーター1人あたりの個人ブログ平均PV/月 

・・・約10,000PV（個人差がございます） 
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＜年代構成＞   20代：9名 
         30代前半(30～34歳)：25名 
         30代後半(35～39歳)：35名 
         40代：31名         
 
＜居住地＞    東京都：25名 
         神奈川・千葉・埼玉県：32名 
         大阪府・京都府・兵庫県：12名 
         その他：31名 
＜職業＞     専業主婦：49名 
                         パート・アルバイト：27名 
                         自営業：15名 
                         フルタイム：9名        

● プラチナレポーターズのプロフィール ※2015年度メンバー 
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媒体プロフィール  

総PV：1,500,000PV（月） 

総UU：300,000UU（月）  

会員数：20,000人(無料メルマガ会員） 

（2016年1月現在） 

 「表現したいママ」たちが集うESSE webのコンテンツ その2 

ユーザーが自由に情報やアイデアを発信できる掲示板 

ESSEタウン 
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コンテンツ
２ 

暮らしを楽しむユーザーだれもが情報やアイデアを投稿できる掲示板。「情報
募集中」「今月のおさらいエッセ」「料理」「収納」「インテリア」「DIY」
などのジャンルに分かれています。テキストだけでなく写真の投稿も可能なの
で、よりユーザーの創作意欲がかき立てられ、投稿が活発に展開されています 

「ESSEタウン」投稿写真例 

それぞれのジャンルで多くのユーザーが 
積極的に投稿しています。かなりクオリ
ティの高い記事も多く見られます 
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読んで楽しい！ ESSE webのさまざまなコンテンツ 
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媒体プロフィール  

総PV：1,500,000PV（月） 

総UU：300,000UU（月）  

会員数：20,000人(無料メルマガ会員） 

（2016年1月現在） 

ESSEで活躍する人気著名人によるブログ広場 

厳選！ブログコレクション 

モデル・AYUMIさん、若松美穂さん、山本浩未さん、須永繭子さんなど、『ESSE』でもおな
じみの著名人が集結したブログ広場。いずれもも個性豊かで読み応えのあるブログばかりです 

ためになる情報をサッと得られる、webならではの読み物 

話題のひとネタ 

ESSE本誌の人気連載「ESSEnce Tips」からの抜粋記事や、最新の商品、イベントなど、
パッと読める情報を発信する読み物コンテンツです 

ユーザーが気軽に参加できる＆遊べる画像加工コーナー 

料理写真をキレイに変換！ 

撮影した料理写真のアラを簡単に調整して、キレイな画像にバージョンアップできるコー
ナー。リピートするユーザーが非常に多いコンテンツです 

懸賞大好き主婦が日々訪れるプレゼント情報コーナー 

随時更新！ プレゼントBOX 

メインユーザーである主婦の多くは懸賞が大好き。商品情報もしっかり読み込むのでパブ
リシティ効果も大！ のプレゼント情報コーナーです 

毎月７日更新 

幸せ１２星座占い 

毎月１回配信する、占星術研究家ジーニーによる12星座占いです 

ESSE web会員限定のお宝情報 

今週のレシピ 

会員登録したユーザーのみがチェックできる、ここだけでしか見ることができないレシピ
コーナー。旬の食材を使った料理が毎週アップされます 
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※「ESSE web特別会員(属性がとれているＥＳＳＥ ｗｅｂのオリジナル会員<1000名をランダム抽出>）」の属性に基づいたデータです 

【婚姻状況】 【年齢】 【在住都道府県】 【一番感心のあるもの】 

【世帯年収】 【職業】 【子供の有無】 【ＥＳＳＥ読者か否か】 

20代 
26％ 

30代 
45％ 

40代 
16％ 

50代 
8％ 

その他 
5％ 

関東 
34％ 

近畿 
19％ 

東海 
13％ 

北海道・東北 
10％ 

九州・ 
沖縄 9％ 

中国・四国  
    8％ 

北陸・ 
甲信越 
  7％ 

料理 
32％ 

収納・ 
インテリア 
22％ 

懸賞・投稿・ 
プチ稼ぎ 
16％ 

美容・ 
ファッション 
12％ 

インター 
ネット 8％ 

その他 
10％ 

既婚 
79％ 

未婚 
21％ 

あり 
67％ 

なし 
33％ 

500万円未満 
37％ 

500～ 
700万円未満 
36％ 

700～ 
900万円未満 
7％ 

900～ 
1200万円 
未満 7％ 

1200万円 
以上 
4％ 

専業主婦 
38％ 

フルタイム 
37％ 

パート・ 
アルバイト 
 7％ 

派遣 
 5％ 

その他 
13％ 

はい 
63％ 

いいえ 
37％ 

 ESSE web ユーザー属性 
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タイアップ広告メニュー 
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掲載料金 
■定型プラン： 

G1,000,000円（媒体費） 

N300,000円（制作費） 
※1P増えるごとにN300,000円～の制作
費がかかります 

 
■誌面タイアップ流用プラン： 

G600,000円（媒体費） 

※制作費は媒体費に含まれます 

 タイアップ広告メニュー１ 【定型プラン・誌面タイアップ流用プラン】 

タイアップページへの誘導枠 

サイズ・容量 
左右300×天地85px 
容量30KB以下 
 

ファイル形式 
Flash、JPG、GIF 
（アニメーション可、 
ループ可） 
※Flashバナー入稿の際 
は、Fla、swf、gifの3つ 
のファイルを入稿してく 
ださい 
 

差し替え原稿 
期間中1回まで可能 
 
 

■掲載面：全階層 
※『厳選！ ブログコレクション』を除く 

■掲載期間：4週間 
■バナー想定imp：1,100,000（4週間） 

クライアント様タイアップページ 

右スクエアバナー 

定型プラン 
or 

誌面タイアップ 
流用プラン 

いずれもフォーマットが確定しているプランです。 
■定型プラン・・・商品の写真、リリース等の有り素材をいただき、ESSE webのスタッフによって制作いたします。 
■誌面タイアップ流用プラン・・・ESSEにご出稿いただいた誌面タイアップを、web用に再構築して掲載いたします。 

≪定型プラン≫ 
■スペース：1ページ（html） 
■申し込み締切：掲載1か月前 
■画像点数：メイン1点、サブ3点 
■文字数：1か所あたり400字程度 

申し込み締切：掲載１か月前 

≪誌面タイアップ流用プラン≫ 
■スペース： 
タイアップ誌面の分量、構成内容による 

■申し込み締切： 
誌面タイアップ校了日 
≪両プラン共通事項≫ 
■ポップアップ：なし 
■動画・Flash：なし 
■オリエン：なし 
■撮影：なし 
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ご指定の外部リンク先 

クライアント様の 
サイトや 

キャンペーン 
ページへ 
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掲載料金 
■定型プラン： 

G1,200,000円（媒体費） 

N300,000円（制作費） 
※原則1ページ増えるごとにN300,000
円～の制作費がかかります 

※撮影、モデル起用を希望される場合、 

制作費別途となります 

 

 タイアップ広告メニュー2 【カスタムプラン】 

タイアップページへの誘導枠 

サイズ・容量 
左右300×天地85px 
容量30KB以下 
 

ファイル形式 
Flash、JPG、GIF 
（アニメーション可、 
ループ可） 
※Flashバナー入稿の際 
は、Fla、swf、gifの3つ 
のファイルを入稿してく 
ださい 
 

差し替え原稿 
期間中1回まで可能 
 
 

■掲載面：全階層 
※『厳選！ ブログコレクション』を除く 

■掲載期間：4週間 
■バナー想定imp：1,100,000（4週間） 

クライアント様タイアップページ 

右スクエアバナー 

カスタムプラン 

いずれもフォーマットが確定しているプランです。 
■定型プラン・・・商品の写真、リリース等の有り素材をいただき、ESSE webのスタッフによって制作いたします。 
■誌面タイアップ流用プラン・・・ESSEにご出稿いただいた誌面タイアップを、web用に再構築して掲載いたします。 

■スペース：原則1ページ（html） 
■申し込み締切：掲載2か月前 
■画像点数：規定なし 
■文字数：規定なし 

■ポップアップ：なし 
■動画・Flash：なし 
■オリエン：あり 
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ご指定の外部リンク先 

クライアント様の 
サイトや 

キャンペーン 
ページへ 
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 タイアップ広告オプション  【プラチナレポーターズによるモニター企画】  

「定型プラン」誌面タイアップ流用プラン」「カスタムプラン」のいずれかのタイアップメニューにご協賛いただいた場合 
に限り、オプションで追加いただくことができるモニター企画です。 

※「プラチナレポーターズ」の詳細につきましてはp.5をご覧ください 

クライアント様タイアップページ 

定型プラン 
or 

誌面タイアップ流用
プラン 

Or 
カスタムプラン 

Copyright © FUSOSHA All Rights Reserved. Copyright © FUSOSHA All Rights Reserved. page12 

ページ内に 
誘導バナーを設置 

 
 

記事タイトル 

「プラチナレポーターズ」トップ モニター記事一覧 個別記事 

「プラチナレポーターズ」に掲出 

メンバーの個別ブログに掲出 

記事掲出面が 
2か所 

ございます 

掲載料金（掲載期間：4週間） 

■記事10本より 

N300,000円～ 
※記事1本につきN30,000円とお考えください。 

※人数、記事本数（※10記事以上）につきましてはご相談ください 
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バナー広告・ 
テキスト広告メニュー 
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 バナー広告メニュー 1 【トップバナー】 

◆掲載料金：   G 350,000円 

◆想定imp  ：   約 300,000imp 

◆掲載期間：    2週間 （期間保証） 

 トップバナー   

掲載面 
全階層 
（『厳選！ ブログコレクション』を除く） 

枠数 1枠 

ファイル形式 
Flash、JPG、GIF（アニメーション可・ループ可） 
※Flashバナー入稿の際は、fla、swf、gifの3ファイ
ルをご用意ください 

サイズ・容量 左右468×天地60px、 容量20KB以下 

差替え原稿 期間中１回まで可能 

申込〆切 掲載５営業日前 

掲載開始日 月曜12：00～ 

トップバナー 468×60px 
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 バナー広告メニュー 2 【レクタングルバナー】 

◆掲載料金：   G 600,000円 

◆想定imp  ：   約 350,000～550,000imp 
           ※掲出本数によります 

◆掲載期間：    2週間 （期間保証） 

 レクタングルバナー   

掲載面 
全階層 
（『厳選！ ブログコレクション』を除く） 

枠数 3枠 

ファイル形式 
Flash、JPG、GIF（アニメーション可・ループ可） 
※Flashバナー入稿の際は、fla、swf、gifの3ファイ
ルをご用意ください 

サイズ・容量 左右300×天地250px、容量30KB以下 

差替え原稿 期間中１回まで可能 

申込〆切 掲載５営業日前 

掲載開始日 月曜12：00～ 

レクタングル 
バナー 

300×250pix 
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 バナー広告メニュー 3 【右スクエアバナー】 

◆掲載料金：   G 250,000円 

◆想定imp  ：   約 300,000imp 

◆掲載期間：    2週間（期間保証） 

 右スクエアバナー   

掲載面 
全階層（『厳選！ ブログコレクション』
『プラチナレポーターズ』を除く） 

枠数 6枠 

ファイル形式 
Flash、JPG、GIF（アニメーション可・ループ可） 
※Flashバナー入稿の際は、fla、swf、gifの3ファイ
ルをご用意ください 

サイズ・容量 左右300×天地85px、容量30KB以下 

差替え原稿 期間中１回まで可能 

申込〆切 掲載５営業日前 

掲載開始日 月曜12：00～ 

Copyright © FUSOSHA All Rights Reserved. page16 

右スクエア 
バナー 

300×85pix 

右スクエア 
バナー 

300×85pix 

右スクエア 
バナー 

300×85pix 



 テキスト広告メニュー 【ヘッダーテキスト ＋ パブリシティ記事】 

ヘッダーテキスト【注目記事】露出+ 
コンテンツ「読みきりひと記事」内パブリシティ   

掲載面 全階層 
（『厳選！ ブログコレクション』を除く） 

枠数 1枠 

原稿仕様 １行全角35文字まで（ヘッダーテキスト） 

差替え原稿 期間中１回まで可能（ヘッダーテキスト） 

申込〆切 掲載５営業日前 

掲載開始日 月曜12：00～ 

※ヘッダーテキストのリンク先は、『話題のひとネタ』内に 
 おけるパブリシティ記事となります。 
※上記想定imp内とは、別impとなります。 
※そのほかのヘッダーテキストは編集記事となります。 

Copyright © FUSOSHA All Rights Reserved. page17 

◆掲載料金：   G 200,000円 

◆想定imp  ：   約 550,000imp （ヘッダーテキスト） 

◆掲載期間：    2週間 （期間保証） 

   ヘッダーテキスト １行35文字まで 



 広告掲載基準・免責事項 

免責事項 

1.当社の原因によらない停電・天災などの不可抗力、各通信会社・各プロパイダ会社・各データセンター側の都合、 
 システムメンテナンス・保守点検を行う場合、その他の原因により本広告が掲載されずに広告主様に損害が生じたとしても、 
 当社は一切の責任は負わず、免責されるものとします。 
2.メールソフト・ブラウザなどによっては、文字化けがおこり正常に表示されない場合、これが原因で広告主様に損害が生じた場合、 
 当社は一切責任を負わず、免責されるものとします。 

広告掲載基準 

 広告掲載につきましては、掲載審査をさせていただいております。以下の広告については、掲載をお断りさせていただきます。 
 また一部の業種（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、出会い系、在宅ワーク、ねずみ講、ネットワークビジネス、 
 アダルトグッズ、風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系）については、掲載をお断りする場合がございます。 
 
◆掲載出来ない広告内容 
 ・国際条約・国内法規に違反もしくはその恐れのあるもの、および違反を助長もしくはその恐れのあるもの。 
 ・暴力、残虐を肯定、賛美したり、猟奇性、わいせつ性が著しく、公序良俗に反するもので風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの。 
 ・投機、射幸心をあおる内容・表現のもの。 
 ・広告表示内容とリンク先の内容が著しく異なるもの。 
 ・他を中傷したり、名誉を毀損もしくはプライバシーを侵害するもの。 
 ・弊社をいわれなく中傷するもの及び弊社の社会的評価を損なう恐れのある表現をしたもの。 
  また弊社サイト内のコンテンツ等を不当に否定したり中傷したりするもの。 
 ・弊社及び弊社サイトが、広告主または広告の内容とあたかも関係があるかのごとく誤解を与えるもの。 
 ・虚偽または不正確な表示によりほかよりも優良、有利であると誤認させる表示。 
 ・実際に販売する意志がないものをオトリとして広告するもの。 
 ・その他、内容・表現から考えて弊社が特に不適当と判断したもの。 
 ※上記以外にも、個別判断により掲載をお断りさせていただく場合がございますのでご了承下さい。 
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 FLASH入稿規定 
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【入稿ファイル】  fla，swf，gif の３ファイルを、下記規定の通り入稿してください。 
      fla, swf： FlashPlayerのバージョンは、flaファイル（CS3推奨）、swfファイル（ｆlash8推奨） 
      gif ： アニメーション gif 可（JavaScriptが有効でない/FlashPlayerがインストールされていないブラウザへの代替表示）  

 
【ファイル容量】 swf，gif のファイルサイズ:100KB以下 ※サイズ（天地×左右）については、各広告の原稿フォーマットに準じてください。  
 
【getURL設定】 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
【アクションスクリプト】 アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているのかの説明をしてください。再度プログラの変更を依頼することがあります。 
               Flash内で外部参照のデータを呼び込むプログラムは禁止 （例：「LoadMovie」「LoadVariable」 
 
【フォント】 文字はアウトライン化してください。 
 
【バックグランドカラー】バックグランドカラーはレイヤーに指定ください。 
 
【音声】 デフォルトOFF 
 
【ＡＬＴテキスト】不可 
 
【フレームレート(FPS) について】12～18 フレーム/秒以下推奨。 

                (18フレーム/秒 を超えるFLASHバナーを配信した場合、ユーザー環境で再生時に過度の負荷がかかる場合があります)  
 
【リンク先】1箇所 / 1クリエイティブ  
 
【掲載環境】 (下記環境での表示を保証するものではありません)  

 Windows 2000 / XP / Vista、Mac OS X 10.3 以上 
 
【ブラウザ】 Internet Explorer 6 以上、 Safari 1.3.2 以上、Firefox 2 (Flash ファイルは JavaScript が有効なブラウザへのみ配信) 
 
【プラグイン】 ｆlash8推奨 
 
【禁止事項】タイムライン上での「ＧｅｔＵＲＬ」の使用禁止 
           

1 URL 「clickTAG」と入力（リンク先URLは別途入稿メール内で指定） 式 チェックボックスをチェック 

2 ウインドウ 「_blank」を指定 式 － 

3 変数 「送信しない」を指定 

注意 大文字小文字の差異が無いように記述してください。 

注意 
(cookie漏洩
防止の為、右
記のように記
述下さい。) 

on(release) チェックボタンにチェック 
 on(release){ 

  if((clickTAG.substr(0,5) == "http:") or (clickTAG.substr(0,6) == "https:")){ 

   getURL(clickTAG,"_blank"); 

  } 

 } 
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 広告のお問い合わせ 

 

◆ESSE webの広告に関するお問い合わせ、掲載可否、お申し込み 

 広告原稿の入稿は、以下のアドレスにお願いいたします。 

 

 

（株）扶桑社 広告企画部 

web-ad@fusosha.co.jp 

Tel: 03-6368-8855 Fax: 03-6368-8803 

（担当：安田・小田切） 
 


	ESSEweb【2016年4-6月】_2
	w_esse02
	w_esse02
	ESSEweb【2016年4-6月】_2

