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ウォーカープラス×関西ウォーカー

【 関西エリア限定ニュースタイアップ 】

2021年5月

2021
年度限定
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■お得な企画商品です

【お得ポイント】

①本企画では、ニュースタイアップのPVを確約！
②上記ニュースタイアップはグノシーでのブースト付き！
③出広商品は関西ウォーカーの編集記事として露出確約！
④上記編集記事を、ウォーカープラス再掲載！

1回の出広で「4度美味しい」、特別な広告企画です。
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■ウォーカープラス【関西】：概要

＜ウォーカープラス内：関西TOP＞

ウォーカープラス内にて、関西圏ユーザー（2府4県）＋訪問意向のある圏外
ユーザーに向けて、関西エリアの最新イベント情報、スポット情報、ニュースを発信。
関西のおでかけ最新情報を網羅し、ユーザーのおでかけをサポート。

関西圏の最新
イベント情報、スポット情報、

ニュースを発信
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■ウォーカープラス【関西】：サービス規模・ユーザー属性

■ユーザー属性

【年齢構成】(※2019年4月～2020年3月数値)

【デバイス比率】(2019年4月～2020年3月数値)

スマートフォン パソコン＆タブレット
76% 24%

【男女比】(※2019年4月～2020年3月数値)

男性44%：女性56％
44% 56%

■サービス規模

【月間PV数】最大約2540万PV(※2019年8月数値) / 平均約1325万PV(※2019年4月～2020年3月の平均数値)

【月間UU数】最大 480万UU(※2019年8月数値) / 平均約 215万UU(※2019年4月～2020年3月の平均数値)

最大で月間約2540万PV 、約480万UU を誇る※。20代から40代を中心に、

関西のイベントやおでかけ最新情報・スポットを探すスマートフォンユーザーが多数利用。
※ウォーカープラス本体+特集/2019年度/関西面のみ数値

【ユーザーの地域属性】 ※関西エリアユーザーを100とした時の割合

(※2019年4月～2020年3月数値)

大阪：76.1％
兵庫：10.6％
京都： 6.7％
滋賀： 2.6%
奈良： 2.6%

※数値出典は全てGoogle Analyticsより
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■ウォーカープラス【関西】：検索結果

エリア×おでかけキーワードの検索に強い。

関西 おでかけ・・・１位
大阪 おでかけ・・・３位
兵庫 おでかけ・・・２位
京都 おでかけ・・・５位
奈良 おでかけ・・・１位
滋賀 おでかけ・・・２位
和歌山 おでかけ・・・２位

【エリア×おでかけキーワード】検索結果が上位に ※2021年5月現在

関西 イベント・・・１位
大阪 イベント・・・１位
兵庫 イベント・・・１位
京都 イベント・・・１位
奈良 イベント・・・１位
滋賀 イベント・・・１位
和歌山 イベント・・・１位

関西 花見・・・・・１位
関西 花火・・・・・１位
関西 紅葉・・・・・１位
関西 イルミ・・・・・１位
関西 GW・・・・・１位
関西 桜・・・・・・・１位
関西 クリスマス・２位



雑誌媒体

関西ウォーカーでの
編集記事露出

タイアップ記事は
グノシーでのブースト

UU・PVの還流

ニュース記事型のタイアップ記事を起点に、外部配信先提携メディアからの集客・雑誌「関西ウォーカー」
への転載・ウォーカープラスでの別切り口の記事掲載を展開するお得なメニュー。

■ニュースタイアップ（関西）メニュー概要
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編集記事

１/2P
編集記事

ニュース
タイアップ記事
＜PR＞

ニュース記事

雑誌切り口で
編集記事化

編集記事掲載



■関西ウォーカー＆ウォーカープラスでの編集露出

①雑誌「関西ウォーカー」での記事露出 ②ウォーカープラスでのニュース再掲載

①の雑誌編集記事を、ウォーカープラス
ニュース記事として再掲載

【掲載媒体】 ウォーカープラス
【誘導・レポート】 無
※掲載内容については編集部任意とさせて頂きます。

WEBニュースタイアップ記事掲載後、
「関西ウォーカー」にて編集記事を展開

【掲載媒体】 関西ウォーカー
【ページ数】 1Pもしくは½P
【掲載タイミング】 WEBニュースタイアップ

掲載可能号で
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■ニュースタイアップ（関西）メニュー詳細
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ニュース記事型のタイアップ。ウォーカープラスで展開しているニュース記事と同様の型式で展開可能。
告知や速報性が必要な案件で、詳細・魅力を伝える記事を展開。関西面指定で展開。

ニュースタイアップ

ウォーカープラス内
タイアップ誘導

※掲載枠・位置は任意

タイアップ
誘導

タイアップ
誘導

関西面指定

メニュー名
ニュースタイアップ

（本誌1/2P掲載）
ニュースタイアップ
（本誌1P掲載）

金額(税別) 600,000円(税別) 900,000円(税別)

保証PV数 5,000PV確約 7,500PV確約

PV単価 120円

掲載デバイス PC・SP

エリア 関西

保証形態 PV保証

掲載期間 2週間 ４週間

誘導有無 ※１
①ウォーカープラス関西面
②Gunosyエリアターゲティング

誘導期間※２ 最大2週間 最大４週間

構成
(ページ数・
記事本数)

1ページ
※画像点数：20点迄

取材有無 ※３ 無し/素材支給

人物起用有無 ※４ 無し

素材提供 ※５ 必須：情報・画像等

アーカイブ有無 有り：誘導は無し

申込期限 10営業日前正午

レポート項目 タイアップページPV数：合計・日別

注意事項

※1：誘導枠の設置位置は当社任意となります。
また、誘導枠のクリエイティブは、タイアップページで活用の
素材にて当社にて制作させていただきます。
(広告主様の校正は原則無しとなります。)

※2：保証PV数に達した段階でタイアップページへの誘導は終了
いたします。

※3：取材をご希望の場合は別途追加お見積となります。
※4：人物起用をご希望の場合は別途追加お見積りとなります。
※5：タイアップ制作の為の素材(情報・画像等)については、

ご提供をお願い致します。

誘導枠

トピックタブ面を
中心としたインフィード枠
※掲載枠・位置は任意

関西エリア
ターゲティング

有



■追加オプションプラン：外部ブースト
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媒体

Google Facebook Instagram Twitter Gunosy

メニュー名

Google
ディスプレイ
ネットワーク

フィード
リンク広告

フィード
リンク広告

プロモツイート
メディア
ブースト

金額(税別) 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円 500,000円

掲載期間 2週間 2週間 2週間 2週間 2週間

セグメント
原則当社一任
(相談は可)

原則当社一任
(相談は可)

原則当社一任
(相談は可)

原則当社一任
(相談は可)

原則当社一任
(相談は可)

想定誘導数/PV 6,500クリック 4,000クリック 3,500クリック 4,200クリック 6,000クリック

想定
クリック(誘導)単価

77円 125円 143円 119円 83円

●ウォーカープラス名義(ウォーカープラスアカウント)での実施・出稿となります。
●クリエイティブ制作は当社で実施致します。クリエイティブは原則当社任意となります。(事前確認は可能です。)

外部プラットフォームメディアからも誘導をかけることで、リーチ拡大図ります。媒体ブランドを活用し、
プラットフォームメディアでのブースト（広告）が可能です。



関西オフィス

〒530-0002

大阪市北区曽根崎新地1-13-22
WeWork御堂筋フロンティア９F

TEL：050-1742-5974

MAIL： bps-ab1-osk@ml.kadokawa.jp

アドメディアガイド https://mediaguide.kadokawa.co.jp/

カドカワアド
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