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キャスティングタイアップのご案内
－著名人アサインとタイアップがセットに！－



WEBザテレビジョン：キャスティングタイアップとは
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月1,800本以上のタレント関連のニュース配信と約25万件のタレントデータベース登録数を
誇るWEBザテレビジョンにてキャスティグを実施し、莫大な規模を誇るサイトでタイアップを
展開致します。

＜ザテレビジョンチャンネル＞

53.2万フォロワー

19.5万フォロワー

1億1,000万PV/月

2,100万UU/月

156万人

5.5万人

月1,800本以上

配信

【ニュース】

【タレントデータベース】

登録タレント数

約25万件

★キャスティングとリーチにメリット

多数の
タレント情報を

発信。



WEBザテレビジョン：キャスティングタイアップとは
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タイアップでもサイトに登場するようなタレントをキャスティグした実績が多数ございます。

等、幅広い
ジャンルに
対応可能です。

俳優 アーティスト

タレント お笑い芸人

声優 文化人

アスリート・
スポーツ選手

★貴社商材・サービスに合わせて、最適な方をキャスティングすることが可能

今、旬なタレントを！ 芸人～俳優まで、
幅広いジャンルで！

話題の
人気俳優を！

【お酒好き】【自動車好き】【キャンプ
好き】【ゲーム好き】【グルメ】
【ママタレント】等、テーマ・商材に
応じてご提案可能です。



貴社商材・サービスに即した、タレントをキャスティングし、タイアップ記事として展開致します。
タレントをフックとしたタイアップ記事で、わかりやすくWEBザテレビジョンユーザーに訴求可能です。

①キャスティングタイアップ
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【キャスティング】1名
【記事本数】1本
【保証形態】PV保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し
【取材・撮影】有り
【掲載期間】8週間
【誘導有無】有り：WEBザテレビジョン内誘導

【誘導期間】8週間
【保証PV数】10,000PV保証
【記事アーカイブ】無し
【申込期限】25営業日前正午
【注意事項】
※タレントは、ご希望を伺い、企画料金内でアサイン
可能な方をご提示致します。
ご希望によっては、別途追加でのギャランティを
ご提示する場合がございます。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、
素材等の2次利用費は含まれておりません。

プラン①キャスティングタイアップ
【金額(税別)】1,500,000円～(税別)

ザテレビジョンアカウント
での投稿有り

：1回
(PR表記付き)

WEBザテレビジョン内誘導
(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)



貴社商材・サービスに即した、タレントをキャスティングし、タイアップ記事として展開するだけでなく、動画でも
展開致します。YouTube TrueViewでの視聴拡散(10万再生)も付いた動画タイアッププランです。

②キャスティングタイアップ(動画プラン)
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【キャスティング】1名
■タイアップ記事
【記事本数】1本
【保証形態】PV保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し
【取材・撮影】有り
【掲載期間】8週間
【誘導有無】有り：WEBザテレビジョン内誘導
【誘導期間】8週間

【保証PV数】10,000PV保証

【記事アーカイブ】無し
＋

■タイアップ動画＆YouTube広告(TrueView)

【動画本数】1本 【動画尺数】10分～15分程度

【保証形態】再生数保証
【掲載期間】4週間

【保証再生数】100,000再生保証

【配信アカウント】ザテレビジョンYouTubeチャンネル

【申込期限】35営業日前正午
【注意事項】
※タレントは、ご希望を伺い、企画料金内でアサイン
可能な方をご提示致します。
ご希望によっては、別途追加でのギャランティをご提示する場合がございます。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、
素材等の2次利用費は含まれておりません。

プラン②キャスティングタイアップ(動画プラン)

【金額(税別)】4,000,000円～(税別)

ザテレビジョンアカウント
での投稿有り：1回

(PR表記付き)

WEBザテレビジョン内誘導
(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)

■タイアップ記事
■タイアップ動画＆

YouTube広告(TrueView)

100,000再生
保証

１本：
10分～15分程度



最適なタレントを複数名キャスティングし、それぞれ記事にて展開致します。各タレントによる記事で強力に訴求致します。
また、各記事はまとめページでも展開し、WEBザテレビジョンのおススメコンテンツとして展開致します。
テーマを設けた連載展開にも適したプランです。

③キャスティングタイアップ(複数本まとめプラン)
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【キャスティング】A：3名 B：5名
【構成】まとめページ：1ページ+各記事
【記事本数】A：3本 B：5本
【保証形態】PV保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し
【取材・撮影】有り
【掲載期間】8～12週間
【誘導有無】各記事有り：WEBザテレビジョン内誘導
【誘導期間】各記事につき8～12週間

【保証PV数】各10,000PV保証/本
A：3本合計：30,000PV保証
B：5本合計：50,000PV保証

【記事アーカイブ】無し
【申込期限】45営業日前正午
【注意事項】
※タレントは、ご希望を伺い、企画料金内でアサイン
可能な方をご提示致します。
ご希望によっては、別途追加でのギャランティを
ご提示する場合がございます。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、
素材等の2次利用費は含まれておりません。

プラン③キャスティングタイアップ(複数本まとめプラン)

A：3名(本)：【金額(税別)】4,500,000円～(税別)
B：5名(本)：【金額(税別)】7,500,000円～(税別)まとめ

TOP
ヘッダー画像

記事①

記事②

記事③

WEBザテレビジョン内誘導
(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)

ザテレビジョンアカウント
での投稿有り：各1回

(PR表記付き)

■まとめ+タイアップ記事展開

複数本展開



貴社商材・サービスに適したタレントキャスティングによるタイアップ5本(名)展開と、通常の商材・サービス紹介記事5本で
展開する、リッチな特設サイト型プランです。コンテンツ数を多く展開し、WEBザテレビジョン内の貴社商材・サービスの
サイトとして機能させていくプランです。

④キャスティングタイアップ(特設サイト展開プラン)
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TOPヘッダー画像
・見出し

新着記事
キャスティングタイアップ記事：5本

通常タイアップ記事：5本

おすすめ記事
キャスティングタイアップ記事から

3～4本選定

商材・サービス
基本情報

■特設サイト+タイアップ記事展開

◎キャスティング
タイアップ記事

：5本(5名)展開

◎通常
タイアップ記事
：5本展開

WEBザテレビジョン内誘導
(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)

ザテレビジョン
アカウントでの
投稿有り。

各1回：計10回
(PR表記付き)

プラン④キャスティングタイアップ(特設サイト展開プラン)

【金額(税別)】10,000,000円～(税別)

【キャスティング】5名
【構成】特設サイトTOPページ+各記事ページ
【記事本数】10本

<A>キャスティングタイアップ記事：5本
<B>通常タイアップ記事：5本

【保証形態】PV保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し
【取材・撮影】有り(①キャスティングタイアップ記事に限る)
【掲載期間】12週間
【誘導有無】有り：WEBザテレビジョン内誘導
【誘導期間】12週間

【保証PV数】合計70,000PV保証/本
(<A>キャスティングタイアップ記事：

各10,000PV
【サイト・記事アーカイブ】無し
【申込期限】45営業日前正午
【注意事項】
※タレントは、ご希望を伺い、企画料金内でアサイン
可能な方をご提示致します。
ご希望によっては、別途追加でのギャランティを
ご提示する場合がございます。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、
素材等の2次利用費は含まれておりません。



貴社商材・サービスに即した、タレントをキャスティングし、タイアップ記事として展開する他、タイアップ記事を友だち数：
156万人以上を誇るザテレビジョンのLINEアカウントで提示配信も実施するパッケージプランです。

⑤キャスティングタイアップ＋LINE DIGEST Spot配信プラン
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プラン⑤キャスティングタイアップ＋
LINE DIGEST Spot配信プラン

【金額(税別)】2,400,000円～(税別)

WEBザテレビジョン内
誘導

(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)

■タイアップ記事

LINEアカウント
(ザテレビジョンアカウント)内
ニュースタイアップ記事

LINEアカウント
(ザテレビジョンアカウント)の

提示配信面
(画像枠orテキスト枠

から誘導)

指定サイトへ遷移可。

Ⓐ画像枠 or Ⓑテキスト枠の どちらか1つから誘導。
(※当社任意)

WEBザテレビジョンで展開するタイアップ記事を、
ザテレビジョンLINEアカウントの提示配信でも配信。

Ⓐ
画像枠

Ⓑテキスト枠

タイアップ記事
配信

【キャスティング】1名
■タイアップ記事
【記事本数】1本 【保証形態】PV保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し 【取材・撮影】有り
【掲載期間】8週間
【誘導有無】有り：WEBザテレビジョン内誘導
【誘導期間】8週間
【保証PV数】10,000PV保証 【記事アーカイブ】無し
＋
■ LINE DIGEST Spot配信
【アカウント】ザテレビジョンLINEアカウント(ザテレビジョンドラマ部)
【友だち数】約156万人(※2021年07月時点)
【提示配信回数】1回 【提示配信本数】1本
【提示配信枠数】1配信につき1社限定

Ⓐ画像枠orⒷテキスト枠のどちらかにて(※当社任意)

【提示配信可能日】月 or 水 or 金 or 日の19時のうち
1日ご指定可能

【提示配信PV数】8,000～10,000PV想定

【申込期限】25営業日前正午
【注意事項】
※タレントは、ご希望を伺い、企画料金内でアサイン可能な方をご提示致します。
ご希望によっては、別途追加でのギャランティをご提示する場合がございます。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、素材等の2次利用費は含まれておりません。
※友だち数の急激な変更により、予告なく掲載料金が変更する場合がございます。
予めご了承ください。

※掲載に当たって、LINEによる広告主および原稿審査がございます。その結果次第で、
内容を一部変更して配信、または配信不可となる可能性がございます。

※LINEアカウント提示配信面のクリエイティブについては当社一任とさせていただきます。



【タレント/俳優】
朝日奈央
板垣瑞生
市川美織
菊地亜美
桐山漣
倉持由香
JOY
平祐奈
高橋メアリージュン
眞島秀和
松本まりか
ルー大柴
六角精児
和田雅成

【お笑い芸人】
青木さやか
カンニング竹山
クマムシ
サンドウィッチマン
柴田英嗣（アンタッチャブル）
水道橋博士（浅草キッド）
すゑひろがりず

鈴木拓（ドランクドラゴン）
チョコレートプラネット
村上健志(フルーツポンチ）
やついいちろう（エレキコミック）

【アーティスト/アイドル】
木内泰史(サンボマスター）
KENTA(SPYAIR)
島谷ひとみ
TOMO(DA PUMP)
中川翔子
古畑奈和（SKE48）
若旦那（湘南乃風）

【声優】
久保ユリカ
小林愛香

【文化人等】
佐久間宣行（プロデューサー）
高橋真麻（アナウンサー）

その他多数 ※キャスティングをお約束するものではございません。
※詳細につきましてはお問い合わせください。
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<ご参考>過去キャスティング実績



タイアップを、WEBザテレビジョン内での誘導だけだけでなく、外部プラットフォーマーやキュレーションメディア
からも誘導することで、リーチ拡大が可能です。

<オプション>外部ブースト/タイアップ記事PV数増加
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媒体

Google Yahoo! Facebook Instagram Twitter Gunosy SmartNews

配信面・
メニュー名

Google
ディスプレイ
ネットワーク

YDA
(Yahoo!広告
ディスプレイ広告
（運用型）)

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

Standard
Ads

金額(税別) ¥500,000～ ¥500,000～ ¥500,000～ ¥500,000～ ¥500,000～ ¥500,000～ ￥500,000～

掲載期間/回数 2週間～ 2週間～ 2週間～ 2週間～ 2週間～ 2週間～ 2週間～

想定クリック数 6,500クリック～ 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～ 6,000クリック～

クリック単価 ¥77 ¥77 ¥125 ¥143 ¥119 ¥83 ¥83 

・ザテレビジョン名義(ザテレビジョンアカウント)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。
(クライアント様事前確認は可能です。)
・セグメントの相談も可能ですが、セグメント次第ではクリック数変動の可能性がございます。



キャスティングタイアップを動画でも展開可能です。制作した動画はザテレビジョンアカウントでの
YouTube広告やTwitter広告の実施により、媒体ブランドを活用し、リーチ・再生拡大を
図ります。

<オプション>動画制作＋外部広告配信
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１本：
10分～15分程度

100,000再生
保証

①長尺(10分～15分)動画制作＋YouTube広告(TrueView)

【金額(税別)】2,500,000円～(税別)

■長尺動画(10分～15分)制作＋YouTube広告(TrueView)

【動画本数】1本(1名分) 【動画尺数】10分～15分程度
【保証形態】再生数保証
【掲載期間】4週間(タイアップ期間に限る)

【保証再生数】100,000再生保証

【配信アカウント】ザテレビジョンYouTubeチャンネル
【申込期限】各タイアップお申込み期限に準ずる
【注意事項】
※タレント様は、タイアップ起用と同一となり、1名となります。
※タレント様ご本人によるSNS投稿や、2次利用費は含まれておりません。

１本：
2分以内

200,000再生
保証

②短尺(最長2分)動画制作＋Twitter広告(プロモビデオ)

【金額(税別)】2,500,000円～(税別)

■短尺動画(最長2分)制作＋Twitter広告(プロモビデオ)

【動画本数】1本(1名分) 【動画尺数】最長2分以内
【保証形態】再生数保証
【掲載期間】4週間(タイアップ期間に限る)

【保証再生数】200,000再生保証

【配信アカウント】ザテレビジョンTwitterアカウント
【申込期限】各タイアップお申込み期限に準ずる
【注意事項】
※タレント様は、タイアップ起用と同一となり、1名となります。
※タレント様ご本人によるSNS投稿や、2次利用費は含まれておりません。



友だち数：156万人以上を誇る、ザテレビジョンのLINEアカウント(ザテレてビジョンドラマ部)
の提示配信にて、タイアップ記事を1本(1回)配信可能です。タイアップ記事をWEBザテレビジョン内だけな
でく、 LINE DIGEST Spot配信にてザテレビジョンのLINEユーザーに届けることが可能です。

<オプション>LINE DIGEST Spot配信

12

LINEアカウント
(ザテレビジョンアカウント)内

ニュースタイアップ記事：1本

LINEアカウント
(ザテレビジョンアカウント)の

提示配信面
(画像枠orテキスト枠から誘導)

指定サイトへ遷移可。

Ⓐ画像枠 or Ⓑテキスト枠の
どちらか1つから誘導。(※当社任意)

Ⓐ
画像枠

Ⓑテキスト枠

タイアップ
記事

：1本配信

タイアップ記事を1本、ザテレビジョン
LINEアカウントの提示配信にて、
配信可能。
(※新規制作ではごぜいません。)

【アカウント】ザテレビジョンLINEアカウント
(ザテレビジョンドラマ部)

【友だち数】約156万人(※2021年07月時点)
【提示配信回数】1回
【提示配信本数】1本
【提示配信枠数】1配信につき1社限定

Ⓐ画像枠orⒷテキスト枠のどちらかにて
(※当社任意)

【提示配信可能日】月 or 水 or 金 or 日の
19時のうち1日ご指定可能

【提示配信PV数】8,000～10,000PV想定
【申込期限】20営業日前正午
【注意事項】
※友だち数の急激な変更により、予告なく掲載料金が変更する場合が
ございます。予めご了承ください。

※掲載に当たって、LINEによる広告主および原稿審査がございます。
その結果次第で、内容を一部変更して配信、または配信不可となる
可能性がございます。

※LINEアカウント提示配信面のクリエイティブについては当社一任と
させていただきます。

※提示配信においては、実施いただくタイアップ記事1本の配信となります。
(また、新規制作ではございません。)

【金額(税別)】1,000,000円(税別)/本(回)



WEBザテレビジョンにて実施のタイアップ記事を多数の主婦層を抱えるレタスクラブWEBでもリライト・転載
にて配信が可能です。案件・商材に応じて、活用いただくことで、別メディアでの訴求・リーチ拡大が可能です。

<オプション>レタスクラブWEB配信
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WEBザテレビジョン
タイアップ記事

：1本

【転載・配信記事本数】1本
※WEBザテレビジョンで実施いただく
タイアップ記事のリライト・転載となります。

【保証形態】期間保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し
【掲載期間】2週間
【誘導有無】有り：レタスクラブWEB内誘導

【誘導期間】2週間
【保証PV数】8,000PV保証
【記事アーカイブ】無し
【申込期限】20営業日前正午
【注意事項】
※キャスティング、記事については、WEBザテレビジョンで実施いただく
タイアップ記事のリライト・転載となります。新規でのキャスティング・
記事制作はございません。

※リライト・転載配信においては、事前事務所様可否確認が必要となります。
可否確認の結果、不可となる可能性もございますので、予めご了承の程
お願い致します。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、素材等の2次利用費は
含まれておりません。

【金額(税別)】600,000円(税別)/本

主婦層へも訴求

リライト・転載

レタスクラブWEB内誘導
(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)

タイアップ記事を1本、 レタスクラブWEBでも
転載・配信が可能。
(※新規制作ではごぜいません。)



WEBザテレビジョンにて実施のタイアップ記事を多数のトレンド好きユーザー(トレンドフォロワー)・おでかけ
興味層を抱えるウォーカープラスでもリライト・転載にて配信が可能です。案件・商材に応じて、
活用いただくことで、別メディアでの訴求・リーチ拡大が可能です。

<オプション>ウォーカープラス配信

14

WEBザテレビジョン
タイアップ記事

：1本

【転載・配信記事本数】1本
※WEBザテレビジョンで実施いただく
タイアップ記事のリライト・転載となります。

【保証形態】期間保証
【PR表記】有り 【外部配信】無し
【掲載期間】2週間
【誘導有無】有り：ウォーカープラス内誘導

【誘導期間】2週間
【保証PV数】8,000PV保証
【記事アーカイブ】無し
【申込期限】20営業日前正午
【注意事項】
※キャスティング、記事については、WEBザテレビジョンで実施いただく
タイアップ記事のリライト・転載となります。新規でのキャスティング・
記事制作はございません。

※リライト・転載配信においては、事前事務所様可否確認が必要となります。
可否確認の結果、不可となる可能性もございますので、予めご了承の程
お願い致します。

※タレント様ご本人によるSNS投稿や、素材等の2次利用費は
含まれておりません。

【金額(税別)】600,000円(税別)/本

トレンド好き・
おでかけ興味層へも訴求

リライト・転載

ウォーカープラス内誘導
(※枠・位置・クリエイティブは当社任意。)

タイアップ記事を1本、ウォーカープラスでも
転載・配信が可能。(※新規制作ではごぜいません。)


