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トピックス
Numéro TOKYO 編集部員が登場する新たなタイアップメニューが追加
編集部員があらゆるジャンルの“推し”を紹介する連載企画がスタート

編集者自らが登場する企画は、numero.jp だけでなく、Numéro TOKYO 本誌
や Youtube 等でも非常に訴求力の高いコンテンツです。

Numéro TOKYO 編集部による制作事例サイトを開設

その連載企画内にて、貴社商品等を編集者が“推し”としてご紹介させて頂く内容
の新たなタイアップメニューを追加致しました。

簡易タイアップ企画ではございますが、
記事への誘導を図る公式SNSポストだけでなく、
追加オプションでSNSブーストも可能となっております。
詳細はP12 をご参照ください。

https://numero.jp/tag/our-favorite-things/

「Numéro TOKYO」 のYouTubeオリジナルコンテンツが本格始動！
2020年9月より、YouTubeにてオリジナル動画コンテンツの配信を開始
本誌との連動企画を始め、撮影舞台裏、
エディターによるファッションやビューティ企画など、
本誌では見ることのできないより身近でリアルな内容もお届け致します。
普段見ることのできない本誌の撮影舞台裏や取材現場の様子をお伝えする他、
大人気企画 「エディターたちのバッグの中身」 をはじめ、編集長・田中杏子
とコントリビューティング・ファッション・エディターの岸本佳子が、
リアルな私物でテーマごとにスタイリングを提案するスタイリング講座など、
様々な企画を配信予定です。

https://works.numero.jp
過去にヌメロ・トウキョウ編集部にて制作させて頂きました、
本誌やウェブのタイアップ、動画、カタログ等の制作物、
その他様々なオウンドコンテンツ等の制作事例をまとめたサイトが開設
内容はご覧頂き易いようシンプルに纏めさせて頂いており、
上段より、お取り組み内容別にソートがかけられるようになっております。
本誌やウェブのタイアップは勿論ですが、
クライアント様のオウンドコンテンツ制作等にも、
ヌメロ・トウキョウ編集部のクリエイティブ力を是非ご活用頂きたく、
こちらの事例サイトをお役立て頂けますと幸いです。
内容はこれからも随時追加予定でございます。

本誌やNumero.jpでは見ることのできない、
YouTubeだけの“遊び”の効いたコンテンツを今後も充実させていく予定です。

https://www.youtube.com/user/numerotokyoofficial
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Numéro TOKYO （ヌメロ・トウキョウ） とは？

しなやかに強く生きる、現代女性のためのモード誌

1999年にフランスで誕生した雑誌「ヌメロ」。
そのフィロソフィを受け継ぐ日本版として、

編集長にファッション・ディレクター田中杏子を迎え、
2007年に創刊した「ヌメロ・トウキョウ」。
ファッションを主軸に、アート、ビューティー、
デザインや建築などの幅広いカテゴリーを独自の視点で構成。
その時代に注目すべき、著名人や文化人なども取り上げています。

雑誌名

ヌメロ・トウキョウ

雑誌定価

880円（税込）

創刊

2007年

発売サイクル 月刊 （6月、12月を除く毎月28日発売）
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編集長 田中杏子 （たなか あこ）

いつの時代も、

ファッションとともに歩み続けます
「ヌメロ・トウキョウ」は、2016年に100号、翌年には10周年を迎えました。
“毒抜きされたモード誌はもういらない。毒は本質にこそ宿る”というスローガンを掲げ
創刊した当時から現在まで、様々な企画にチャレンジしてきました。
人は、“見たことのないその先の何か”に心を動かされます。知らなかったこと、
どうしても一歩踏み込めなかった秘密のゾーン、真っさらな砂地に足を踏み入れる感覚。
例えば、衝撃を覚えるほどの美しい写真やセンセーショナルな言葉、想像を超える体験など。
クリエイティブ集団として、“見たことのないその先の何か”に挑み、
感動を生み出すことこそが「ヌメロ・トウキョウ」の使命です。

そしてその感動はいつも、私たちの心を躍らせてくれる
「ファッション」の楽しさとともにあることを信じています。
信念を貫くべき要素と、時代のムードに合わせて
しなやかに変化すべき要所とを見極めながら、
「ヌメロ・トウキョウ」はいつの時代も、ファッションとともに歩み続けます。

編集長

田中杏子 （たなか あこ）

ミラノで雑誌や広告などに携わった後、
帰国後はフリーランスのスタイリストとして活動。
スタイリストやファッションエディターとして活躍後、
2005年11月『Numéro TOKYO』編集長に就任。
著書：『AKO’S FASHION BOOK 』
numero.jp/tag/akotanaka
www.instagram.com/akoakotanaka
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デジタルメディア

numero.jp 概要
刺激的なファッション＆アート、インタビュー

雑誌「ヌメロ・トウキョウ」の価値観はそのままに、デイリーで情報を配信しています。
知的好奇心が高い大人の女性に向けて、気になる最新情報から、
トレンドを深掘りした編集企画、話題の人のインタビューまで、
エディターの視点にこだわり企画・編集したコンテンツをお届けしています。

合計リーチ数

1,347,389/月

ページビュー

9,000,000 PV/月

ユニークユーザー

850,000 UU/月

instagram.com/numerotokyo/

108,216 フォロワー
twitter.com/numerotokyo

103,836 フォロー

www.facebook.com/NumeroTOKYO.jp

13,598 フォロー
line.me/R/ti/p/7OIcz5VVVe
友だち数

271,739
※2022年9月31日現在
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ユーザープロファイル

年齢

65～
4.4%

ファッションとアートに興味関心の高い大人たち

55～64
7.5%

18～24
12.4%

性別

・首都圏を中心とした主要都市で生活する25～44歳の女性が中心

45～54
17.3%

・デバイスはスマートフォンの使用が85%以上
・アクセス （時間別訪問数） のピークタイムは、20：00～1：00

25～34
26.1%

・購買意欲1位「アパレル・アクセサリー」

35～44
32.4%

2位「トラベル・ホテル」

男性
35.8%
女性
64.2%

国内居住地

その他 2.7%
兵庫2.3%
福岡 3.0%
埼玉 3.2%
千葉 3.3%

タブレット
1.8%

愛知 3.6%

東京
40.8%

北海道 5.7%
神奈川
4.5%

デバイス

デスクトップ
12.6%

大阪
7.5%
モバイル
85.6%

※2022年8月ユーザーデータ集計より
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ディスプレイ広告メニュー ①

SP & PC バナーパッケージ
PC

SP
01

01

トップビジュアル

トップビジュアル

05
トップビジュアル

04

デバイス

スマートフォン、デスクトップ

掲載形式

期間保証

料金

2,300,000円

掲載期間

1週間

掲載日時

月曜日 AM10：00 ～ 翌週月曜日 AM 9：59

想定インプレッション数 500,000imp／1週間 ※1

ナビゲーションバナー

掲載面 (全6ヶ所）

06
フッターワイドバナー

01

SP トップページ

02

SP トップページ、カテゴリートップ、CMS記事詳細ページ ※2

03

SP トップページ、カテゴリートップ、CMS記事詳細ページ ※2

04

SP ナビゲーション（メニュー画面）

05

PC トップページ

06

PC トップページ、カテゴリートップ、CMS記事詳細ページ ※2

01

850 × 478 ※3

05

850 × 478 ※3

02

300 × 250

06

1,000 × 250

03

300 × 600

04

850 × 478 ※3

02
サイズ

ﾚｸﾀﾝｸﾞル

（W×H） ピクセル

SP・PC各トップビジュアルを動画に変更する事も可能です。
追加料金： SP・PC各＋N500,000円
形式： MP4
サイズ： 850 × 478
容量： 各〜10MB程度（要テスト）

容量

01 ～ 06 各150KB以内

入稿期限

10営業日前 17：00 まで

入稿素材本数

各枠1本（差し替え不可）

ファイル形式

gif／png／jpg

03
Wﾚｸﾀﾝ
ｸﾞル

注意事項
※1 想定のため時期等により変動する場合がございます。原則、インプレッションの保証はありません。数値は01～06の合算となります。
※2 HTMLページ、コンテンツスポンサード等一部のページを除きます。
※3 表示サイズにて入稿いただき、デバイスに応じて縮小表示となります。

・枠は一期間一社買い切り （SOV 100% ※ネットワーク広告除く） となります、お申込み前に必ず空き状況をご確認ください。

・第三者配信タグのみでのご入稿の場合は、ご掲載テスト並びに、別途手数料 100,000円 (N) が発生致します。
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ディスプレイ広告メニュー ②
トップビジュアルは、
トップページのみ表示

SP バナー

SP

01

01

トップビジュアル

トップビジュアル

04

デバイス

スマートフォン

掲載面

トップページ、CMS記事詳細ページ （一部カテゴリーを除く）

掲載形式

期間保証

料金

2,000,000円

掲載期間

1週間

掲載日時

月曜日 AM10：00 ～ 翌週月曜日 AM 9：59

想定インプレッション数 400,000imp／1週間 ※1

ナビゲーションバナー

掲載面

02
ﾚｸﾀﾝｸﾞル

ナビゲーションバナーは、
ナビゲーションを開くと、
トップビジュアルの下に表示

03
Wﾚｸﾀﾝ
ｸﾞル

トップページ

02

トップページ、カテゴリートップ、CMS記事詳細ページ ※2

03

トップページ、カテゴリートップ、CMS記事詳細ページ ※2

04

ナビゲーション（メニュー画面）

サイズ

01

850 × 478

（W×H） ピクセル

02

300 × 250

03

300 × 600

04

850 × 478

容量
レクタングルおよびダブルレクタングルは、
トップページ、カテゴリートップ、およびCMS記事詳細
ページにて表示 ※2

01

※4

※3

※3

01 ～ 04 各150KB以内

入稿期限

10営業日前 17：00 まで

入稿素材本数

各枠1本（差し替え不可）

ファイル形式

gif／png／jpg

トップビジュアルを動画に変更する事も可能です。
追加料金： ＋N500,000円
形式： MP4 サイズ： 850 × 478 容量： 〜10MB程度（要テスト）
注意事項
※1 想定のため時期等により変動する場合がございます。原則、インプレッションの保証はありません。数値は01～04の合算となります。
※2 HTMLページ、コンテンツスポンサード等一部のページを除きます。
※3 表示サイズにて入稿いただき、デバイスに応じて縮小表示となります。

・枠は一期間一社買い切り （SOV 100% ※ネットワーク広告除く） となります、お申込み前に必ず空き状況をご確認ください。
・第三者配信タグのみでのご入稿の場合は、ご掲載テスト並びに、別途手数料 100,000円 (N) が発生致します。
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ディスプレイ広告メニュー ③

PC バナー

PC

01

デバイス

デスクトップ

掲載面

トップページ、CMS記事詳細ページ （一部カテゴリーを除く）

掲載形式

期間保証

料金

500,000円

掲載期間

1週間

掲載日時

月曜日 AM10：00 ～ 翌週月曜日 AM 9：59

想定インプレッション数 100,000imp／1週間 ※1

トップビジュアル
掲載面

01

トップページ、カテゴリートップ

02

トップページ、カテゴリートップ、CMS記事詳細ページ ※2

サイズ

01

850 × 478 ※3

（W×H）ピクセル

02

1000 × 250

容量 ※4

01 ～ 02 各150KB以内

入稿期限

10営業日前 17：00 まで

入稿素材本数

1本（差し替え不可）

ファイル形式

gif／png／jpg

02
フッターワイドバナー

トップビジュアルを動画に変更する事も可能です。
追加料金： ＋N500,000円 (N)
形式： MP4 サイズ： 850 × 478 容量： 〜10MB程度（要テスト）
注意事項
※1 想定のため時期等により変動する場合がございます。原則、インプレッションの保証はございません。数値は01～04の合算となります。
※2 HTMLページ、コンテンツスポンサード等一部のページを除きます。
※3 表示サイズにて入稿いただき、デバイスに応じて縮小表示となります。

・枠は一期間一社買い切り （SOV 100% ※ネットワーク広告除く） となります、お申込み前に必ず空き状況をご確認ください。
・第三者配信タグのみでのご入稿の場合は、ご掲載テスト並びに、別途手数料 100,000円 (N) が発生致します。
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タイアップ広告メニュー ①
トップページ

ニュース記事制作

カテゴリートップページ

ご掲載ページ

商品リリース、イベント情報などを、
numero.jpのニュース記事と同様のデザインでご紹介。 （撮影なし）
PC、SP共にご掲載

※上から新しいポスト順に

写真はご提供素材を使用させて頂きます。

下へスライド

SNSアカウントよりページへの誘導も行います。
上から新しいポスト順に

料金

500,000円～ （制作費込）

掲載ボリューム

画像最大5点、テキスト800文字以内、URL、問い合わせ先

掲載保証期間

基本4週間、その後アーカイブ

下へスライド

※物撮に限り撮影可 制作費150,000円N～

公式SNS

(ストーリーズ）

想定PV数

5,000～8,000 （4週間）

レポート

なし

公式SNSポスト

Instagram(ストーリーズ）、Twitter、Facebook にて各1回

お申込および入稿期限

ご掲載開始の12営業日前まで

画像対応可能ファイル形式

gif／png／jpg

注意事項
・タイトルに PROMOTION マークが表記されます。
・掲載可能リンクは1本までとなります。
・入稿が遅れた場合、掲載開始、期間の変更となる場合がございます。
・校正確認は1回となります。追加で確認が必要な場合は事前にお知らせください。
・本メニューでのブースト対応はできかねます。

ご掲載事例

Teloplan
https://numero.jp/news-20210128-teloplan/
adidas
https://numero.jp/news-20200226-adidas-athletics/
IGNIS iO
https://numero.jp/news-20210402-ignis-io/

IGNIS iO
https://numero.jp/news-20200318-ignisio/

Publux
https://numero.jp/news-20190308-publux/
JNBY
https://numero.jp/news-20201021-jnby/
D-VEC
https://numero.jp/news-2020331-dvec/
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タイアップ広告メニュー ②

連載企画内 タイアップ記事制作

連載トップページ

タイアップ記事ページ

トップページ

編集部員があらゆるジャンルの“推し”を紹介する連載企画内にて、

貴社商品等をお勧めさせて頂く簡易タイアップ記事
PC、SP共にご掲載

※上から新しい

公式SNSアカウントよりページへの誘導も行います。

ポスト順にスライド
※上から新しいポスト順に
下へスライド

※期間限定

公式SNS

(ストーリーズ）
※期間限定

料金

掲載料 800,000円～ （製作費込）

掲載保証期間

基本4週間、その後アーカイブ

写真点数

目安として4カット程度

想定PV数

5,000～10,000 （4週間）

レポート

なし

公式SNSポスト

Instagram (ストーリーズ） 、Twitter、Facebook にて各1回

お申込み期限

ご掲載開始より2ヶ月前まで

（詳細はご相談ください。）

他記事情報と併せ
カルーセル表示あり

SNSブーストをご希望の場合は、別途ご予算と共にご相談ください。
※トップページからのタイアップページへの
導入経路は変更になる可能性がございます。

Instagram、Facebook、Twitter での実施が可能です。
内容等を踏まえた上で想定クリック数等のシミュレーションをさせて頂きます。

※想定クリック数 約4,000～5,000程度 （500,000円の場合）
連載内容イメージ （各タイトルは仮）
●連載 A ～私たちのモノ語り
ファッション、ビューティ、インテリアからカルチャーまで、
エディターが実際に買ったり、使ったりしているお気に入りのモノ、
個人的な“推し”について語る。
●連載 B ～私の土曜日16時
エディターが、親しい友人に語りかけるようなテキストで綴る
週末、オフの日の体験記。食べたもの、買ったもの、訪れた展覧会、
観た映画、滞在したホテルなどライフスタイルが垣間見られる記事。

●連載 C ～エディターのカートの中身
エディターがほしいもの、あげたいもの、これから買う予定のものを紹介。
新作や見てすぐ買えるものを、愛をもってたっぷり自分の言葉で綴る。

※運用手数料 20%
※ブースト配信結果のレポートのみ提出

注意事項
・タイトルに PROMOTION マークが表記されます。
・掲載可能リンクは1本までとなります。
・モデル起用、ページの増量など企画内容により別途料金が発生する可能性がございます。
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タイアップ広告メニュー ③

フォーマット タイアップ記事制作

カテゴリートップページ
トップページ

※上から新しい

記事ページ同様のフォーマットにて制作させて頂くタイアップ記事 （撮影あり）

ポスト順にスライド

タイアップページ

PC、SP共にご掲載
SNSアカウントよりページへの誘導も行います。

料金

※上から新しい

掲載料 3,000,000円～、制作費 N1,000,000円～
※モデル使用の場合は製作費 N1,500,000円～

ポスト順にスライド

※期間限定

掲載保証期間

基本4週間、その後アーカイブ

写真点数

目安として6カット程度

想定PV数

5,000～8,000 （4週間）

レポート

ご掲載開始から4週間分のPV、UU

公式SNSポスト

Instagram、Twitter、Facebook にて各1回

お申込み期限

ご掲載開始より2ヶ月前まで

（詳細はご相談ください。）

SNSブーストをご希望の場合は、別途ご予算と共にご相談ください。
Instagram、Facebook、Twitter での実施が可能です。
内容等を踏まえた上で想定クリック数等のシミュレーションをさせて頂きます。
※期間限定
他記事情報と併せ

※想定クリック数 約4,000～5,000程度 （500,000円の場合）

カルーセル表示あり

※運用手数料 ２0%

※トップページからのタイアップページへの
導入経路は変更になる可能性がございます。

注意事項
公式SNS

・タイトルに PROMOTION マークが表記されます。
・掲載可能リンクは1本までとなります。
・モデル起用、ページの増量など企画内容により別途料金が発生する可能性がございます。
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タイアップ広告メニュー ④

カスタム タイアップ記事制作

カテゴリートップページ
トップページ
※上から新しい
ポスト順にスライド

ご要望に応じ制作させて頂くカスタムイアップ （複数ページ可、撮影あり）
タイアップページ

PC、SP共にご掲載
SNSアカウントよりページへの誘導も行います。

※上から新しい

著名人等の起用や動画制作等、目的に応じ様々なご対応が可能です。

ポスト順にスライド

※期間限定

料金

掲載料 5,000,000円～ご相談

掲載保証期間

基本4週間、その後アーカイブ

制作費 N2,000,000円～ご相談

想定PV数

5,000～8,000 （4週間）

レポート

ご掲載開始から4週間分のPV、UU

公式SNSポスト

Instagram、Twitter、Facebook にて実施可 （回数及び内容はご相談）

お申込み期限

ご掲載開始より3ヶ月前まで （詳細はご相談ください。）

SNSブーストをご希望の場合は、別途ご予算と共にご相談ください。
Instagram、Facebook、Twitter での実施が可能です。
内容等を踏まえた上で想定クリック数等のシミュレーションをさせて頂きます。
※期間限定
他記事情報と併せ

※想定クリック数 約4,000～5,000程度 （500,000円の場合）

カルーセル表示あり

※運用手数料 20%

※トップページからのタイアップページへの
導入経路は変更になる可能性がございます。

注意事項
公式SNS

・タイトルに PROMOTION マークが表記されます。
・モデル起用、ページの増量など企画内容により別途料金が発生する可能性がございます。
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Numéro TOKYO 編集部によるクリエイティブ制作
●動画制作
●貴社オウンドメディアのホームページやSNSのコンテンツ制作
●ポスターや販促物のクリエイティブ制作
●広告ビジュアル制作
…など、あらゆるクリエイティブのソリューションを、 Numéro TOKYO 編集部にてご提供させて頂きます。料金等お気軽に営業担当までご相談ください。

編集部による制作事例集サイト
https://works.numero.jp
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ディスプレイ広告お申込み方法

① 掲載可否確認
② 空枠確認および競合確認
③ クリエイティブ審査および入稿形式の確認
④ お申込み
⑤ お申込み決定
新規企業、本誌での掲載実績のない商材について、掲載可否の審査を行わせて頂きます。
掲載お申込みの際は、必ず事前に空枠状況をご確認ください。
下記フォーマットにて、電子メールでのお申込みください。お申込み後のキャンセルはいかなる理由であってもお受けすることができません。
お申込み後は、弊社からの「お申込み受領メール」の返信にて、正式決定とさせて頂きます。
掲載実績のない商材についてはクリエイティブの審査を行わせて頂きます。
下記フォーマットにて、原稿を電子メールに添付の上、ご入稿ください。

お申込フォーマット

入稿フォーマット

広告会社名：（法人格含む正式名称）

広告会社名：（法人格含む正式名称）

広告主名：（法人格含む正式名称）

広告主名：（法人格含む正式名称）

案件名：

媒体名：

広告リンクURL：

メニュー：

媒体名：

掲載期間：

メニュー：

バナー本数：

掲載期間：

添付ファイル名：

掲載量：

広告リンクURL：

申込金額：

備考：※特記事項がありましたらご記入ください

備考：※特記事項がありましたらご記入ください

お問い合わせ
Numero TOKYO 編集部 ビジネス担当 numero.jp.ad@fusosha.co.jp
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