
  

（株）翔泳社 メディア事業部 

2017年1～3月 

株／FX・投資と経済がよくわかる無料Webマガジン 

http://moneyzine.jp 



• 激変する経済状況の中、日本人が「正しい経済知識を賢く活用」できるようになるための 
投資・経済メディアが必要とされています。 

• MONEYzineは、①株式投資やFXに対する正しい知識とテクニック、②時流にするどく切り込んだ 
経済記事、を両輪として、気鋭の執筆陣によるわかりやすい解説記事をタイムリーに 
硬軟取り混ぜて無料提供しています。 

• MONEYzineの記事はそのコンテンツの独自性を認められ、Yahoo! JAPAN様、Infoseek様、Livedoor様を 
はじめとした、大手ポータルサイトに配信されています。 

■ MONEYzine http://moneyzine.jp 
月間UU：約150,000UU 月間PV：約400,000PV メール会員数：約49,000人                     

PC・タブレット：モバイル  5：5（2016年11月現在）  
 
■ 対象読者 
 株式投資・ＦＸに興味がありネットを利用 
 30～40代男性中心  
 投資初心者～中級者 
 ビジネスマン、一般投資家、金融関係者 



コンテンツについて 

 

• 戦えFXロボ！ サラリーマンのための外国為替証拠金取引入門 

• 働かずに儲ける方法があった！ FX・スワップ超運用術 

• トレードで勝つために、FX業界とその歴史を理解しよう 

• 坂本タクマの絶対システムトレード原論 

• フィスコ現場担当による「ウハウハIPOプロ養成講座」 

• 興味はあるけど怖くてできなかった人のための信用取引講座 

• 加熱する最新中国株レポート 

• 外資系アナリストが推奨する「ハイリターン投資法」 

• 弁護士が語る危険な“投資詐欺の手口” 

• 投資もいいけどいつかはやっぱり！ 十人十色の「起業家」図鑑 

■連載例 ■カテゴリ分類ごとの記事本数  
 

 【株式投資】 トータル約480本 

 

 【FX/CFD】 トータル約260本 

 

 【投資信託】トータル約30本 

 

 【経済記事】トータル約230本 

 

 【海外投資】トータル約210本  

 

 【投資マンガ】トータル約140本 

                         

※重複あり    

[3] 



[4] 
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純広告メニュー：Web 

メニュー 価格(税抜) 単価(配信) 想定imp 掲載期間 表示方法 ※1 掲載面 ※2 サイズ(W*H) 容量 ファイル形式※3 ループ 原稿差し替え 入稿締切 

 ①スーパーバナー ¥108,000 ¥1.08 100,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 728*90 100KB以下 
GIF、jpg、HTML5、 
Flash、第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

 ②レクタングル ¥92,000 ¥0.92 100,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 300*300 100KB以下 
GIF、jpg、HTML5、 
Flash、第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

 ③テキストリンク ¥50,000 ¥0.5 100,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 全角20文字以内 - テキスト - 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

 ④アーティクルリンク ¥88,000 ¥0.88 100,000 1ヶ月 ローテーション 全ページ 全角50文字以内 - テキスト  - 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

 ⑤記事下バナー ¥100,000 ¥1.33 75,000 1ヶ月 ローテーション 
全記事ページ 

(除・タイアップ) 
（PCのみ） 

500*300 100KB以下 
GIF、jpg、HTML5、 
Flash、第三者配信 

3回まで 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

⑤ 

① 

② 

③ 

④ 

※1 配信ペースには偏りが生じる場合がございます 
※2 デバイスへの振り分け配信は不可としております 
※3  
・FlashおよびHTML5バナーご入稿の際には 
 原稿規定もご参照ください 
・第三者配信をご希望の際は事前にご相談ください 

【入稿先】翔泳社 広告課 
     ad_submit@shoeisha.co.jp 

http://www.shoeisha.co.jp/static/adinfo/pdf/Flash_rule_20150915.pdf
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純広告メニュー：Web 

⑥ 

メニュー 価格(税抜) 想定imp  掲載期間 表示方法 ※1 掲載面 ※2 サイズ(W*H) 容量 ファイル形式※3 ループ 原稿差し替え 入稿締切 

 ⑥ウェルカムバナー ¥125,000 25,000 1ヶ月 
1UBに対して1日1回 
※10秒経過後、 

元のページに自動遷移 

全ページ 
(除・タイアップ) 

(PCのみ） 
640*480 100KB以下 

GIF、jpg、HTML5、 
Flash、第三者配信 

－ 
2回全3種、 
営業日のみ 

5営業日前 

【入稿先】翔泳社 広告課 
     ad_submit@shoeisha.co.jp 

※1 配信ペースには偏りが生じる場合がございます 
※2 デバイスへの振り分け配信は不可としております 
※3  
・FlashおよびHTML5バナーご入稿の際には原稿規定もご参照ください 
・第三者配信をご希望の際は事前にご相談ください 

http://www.shoeisha.co.jp/static/adinfo/pdf/Flash_rule_20150915.pdf
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純広告メニュー：メール 

③ 

① 

② 

メニュー 価格（税抜） 配信数  配信日 文字数 掲載URL 入稿締切 

 ①MONEYzine News 単独メール ¥400,000 49,000通 平日任意  
［件名］全角35文字以内 
［本文］全角37文字×100行以内 

複数可 3営業日前 

 ②MONEYzine News ヘッダ ¥150,000 49,000通 毎月第1水曜  全角37文字以内×5行 1点 3営業日前 

 ③MONEYzine News フッタ ¥100,000 49,000通 毎月第1水曜  全角37文字以内×5行 1点 3営業日前 

【入稿先】翔泳社 広告課 
     ad_submit@shoeisha.co.jp 



記事広告メニュー 

■ 通常の取材記事、マンガ風タッチの記事どちらでもご選択いただけます。 

例：FXの歴史記事広告 

例：小倉優子さんへの取材記事広告 
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メニュー 価格（税抜） 掲載期間 分量 掲載開始目安 原稿制作 導線 

 タイアップ記事 
¥700,000～ 

(＋遠方の場合は別途交通費） 
※複数本の申込時はお値引あり 

1ヶ月 A4×1.5ページ相当 取材から1ヵ月 編集部 

・編集部SNS 
（Twitter、Facebook） 
・RSS 
・アリーナ 
・編集部メールマガジン 
「新着記事」欄 
※掲載時期、期間は 
 編集部に一任いただきます 

◎掲載までの流れ(例) 
【お申し込み】 
 ↓   ……日程調整 

【取材】 
 ↓   ……中12営業日 

【初校提出】 
 ↓   ……中3営業日 

【初校お戻し】 
 ↓   ……中2営業日 

【再校提出】 
 ↓   ……中1営業日 

【再校お戻し・校了】 
 ↓   ……中1営業日 

【公開】 

※上記は1例です 
 実際のお申し込みの際には 
 個別にスケジュールをお出しします 



読者プロフィール 
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