
ユーモアや⾃由な気持ちを⼤切に、
楽しい⼈⽣が過ごせるよう⼥性の皆さんを応援します︕

2020年
9月30日まで

期間
限定



私たちの周囲には

「清楚じゃないと」

「都合のいい女やるやつは全員さみしい」

「条件いい彼氏と結婚する女が勝ち」

というような、よくわからない決まりやルールがあります。

AMはそのせいでより悩みを深めてしまっている女性の選択肢を広げて、

その人自身が選択した答えの背中を押すことができればと思っています。

あなたの選択を、他の誰かが汚れてるとか削られてるとかジャッジする権利はありません。

そんな押し付けられた足かせや女性像は忘れて

ユーモアや自由な気持ちを大切に、楽しい人生が過ごせるよう女性の皆さんを応援します！

AM編集部

MEDIA CONCEPT

女性の恋愛に関する悩みを解決するメディアです。



ABOUT AM

月間PV10,000,000 月間UU1,000,000

配信記事数 約60本／1ヶ月

スマートフォン比率 約90%

Twitterフォロワー数 約20,000人

LINE@フォロワー数 約450,000人

『AM（アム）』は2012年の誕生以来、独自コンテンツを作り続け、
20～30代の女性の恋愛を応援するメディアの中でも認知力は最大規模へと成長しています。
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ABOUT AM︓主なユーザー

20〜30代の、⾸都圏に住む未婚の⼥性会社員が80%
20～30代の会社員を中心に、特にアラサーの女性に強く支持されています。
「モテたい」「出会いがほしい」など、前向きに恋愛を楽しむユーザーが中心です。

交際経験⼈数は︖

10代
その他

恋⼈はいる︖

恋愛が好き︖

恋⼈あり
44.8%恋⼈なし

37.3%

既婚
17.9%

◆性別

⼥性が
80%

◆年齢

25〜34歳
40%

35〜44歳
20%

好き
72.9%

どちらでもない
24.8%

◆居住地

⼤阪
25%

その他

埼⽟
10%

神奈川
20%

東京
40%

交際経験なし

1〜3⼈

4〜6⼈

7〜9⼈

10〜19⼈

それ以上

4.5%

47.1%

30.3%

10.2%

6.2%

1.7%

4



ABOUT AM︓記事コンテンツ

より良い恋愛をするための選
択肢を提案。個人の経験に基
づいた恋愛テク集！

恋愛

お悩み相談/モテテク/恋愛分析/
体験レポートetc

結婚が女の幸せでないこの時
代に、AMは新しい夫婦像を
ご提案！

結婚

夫婦生活/同棲etc

よりよい恋愛をするためのア
イデアをご紹介！

アイデア

コスメ/料理/映画/スポット
ファッション/カルチャーetc

誰でも簡単に実践できる、
セックスやひとりエッチの秘
訣やラブグッズをご紹介！

ラブタイム

セックステク/ひとりエッチ/
ラブグッズetc

恋愛やラブタイム、結婚やアイデアのコンテンツを⽉60本以上配信
キュレーションサイトではない、100%オリジナルコンテンツです。
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◆主に恋愛に関する悩みを解決する、著名な各ライターのコラム。 ◆記事が書籍化されたり、
記事きっかけでメディアに出演するライターさんも。

◆タレントや、気になる職業へのインタビュー・対談も得意です。 ◆その他にも体験レポートや、漫画記事、料理など多岐に
わたるコンテンツを制作しています。

峰なゆかさん（漫画家）の連載 ⻑井短さん（モデル）の連載 ものすごい愛さんの連載より
抜粋

マドカ・ジャスミンさん（ライ
ター）執筆の記事広告より抜粋

戦慄かなのさん（アイドル）へ
のインタビュー記事

林雄司さん（編集者）✕はあちゅう
さん（作家）の対談記事

ABOUT AM︓コンテンツ例
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編集部による企画執筆した書籍・同⼈誌

テレビ出演、書籍化の決定！
なんとドラマ化のオファーも…

同⼈誌「童貞の疑問を解決する本」

デイリーポータルZ主催のイベント
「 ウェブメディアびっくりセール」
にて販売。当日は100冊売れ、
その後twitterでバズる。
つい1ヶ月ほど前にも10万ふぁぼを
超えるバズが発生…！

＼その他同人誌も発売中！／

ABOUT AM︓メディアクロス事例①
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『絶望から⽴ち上がる恋愛教室』
雨宮まみ×少年アヤちゃん
@阿佐ヶ谷LOFT＆B&B

『運命の⼥になる⾃分プロデュース術』
はあちゅう×峰なゆか
@ 外苑前イベントスペース

『フリースタイル恋愛メディア
AMの裏話座談会』

AM編集部
GUEST 林雄司さん、紫原明子さん
@ 阿佐ヶ谷ロフト

ABOUT AM︓メディアクロス事例②

AM主催のイベント
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ABOUT AM︓メディアクロス事例③

＼連載漫画「あむ子の日常」と、雑誌Maybe！がコラボ／

連載から書籍化 雑誌とのコラボ
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はあちゅう
（作家・ブロガー）

峰なゆか
（漫画家）

中川淳一郎
（編集者）

戦慄かなの
（アイドル）

下田美咲
（タレント）

鈴木涼美
（作家）

紫原明子
（作家）

菊池美佳子
（ライター）

大泉りか
（官能小説家）

Betsy
（ライター）

肉乃小路ニクヨ
（ライター）

一徹
（エロメン）

カレー沢薫
（漫画家）

元鈴木さん
（ライター）

Rio
（ダンサー）

長井短
（モデル・女優）

舘そらみ
（脚本家）

妹尾ユウカ
（コラムニスト）

いつまちゃん
（漫画家）

白井瑶
（ライター）

椿
（ラッパー）

ABOUT AM︓キャスティング実績

ライターやブロガー、漫画家、タレントやアイドルなど、様々なジャンルでご活躍
されているインフルエンサーの方々にご執筆・ご出演いただいた経験がございます。
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2020年

9月30日まで
期間
限定

広告メニュー



漫画やインルエンサーの体験レポート、思わず笑えるおもしろ記事など、企画を通じて面白く噛み砕き、
自然な流れで商材へのこだわりや印象をつけることができます。

商材に関心のなかった層にも認知を広げられます。ポジティブな気持ちの瞬間に商材を知ることで
広告の効果が増します。

女性の選択肢を増やす取り組みに理解のある企業として再認識していただけます。長年の信用ある
メディアで発信することで情報の信頼性を高められます。

広告︓AMのタイアップに対する考え⽅

企業・商品理解の促進が可能です。

商品／キャンペーンの認知拡⼤が可能です。

ブランドイメージの強化が可能です。
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広告︓商品メニュー

①企画編集タイアッププラン

②商品・サービス紹介プラン

④リリース書き下ろしプラン（NEW︕）

商材・サービスにあった企画やキャスティングをご提案します。
→詳しくは14ページへ（割引キャンペーン中！）

編集部で選定したライターが商品をレビューします。
→詳しくは17ページへ（割引キャンペーン中！）

リリース記事など貴社より納品いただいた原稿・素材を、AMで編集および掲載す
るプラン。
→詳しくは19ページへ

⑤イベントレポートプラン
貴社実施のイベントを、レポートを執筆・掲載するプラン。
→詳しくは20ページへ

⑥コンテンツ提供プラン
貴社専用のコンテンツを制作し、ご提供させていただくプラン。
→詳しくは21ページへ
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③カスタマイズプラン
ご要望に合わせて①と②をカスタマイズすることが可能なプラン。
→詳しくは18ページへ



企画編集タイアッププラン
商品・キャンペーンの「認知拡大」に特化した、企画性の高いプラン。
単に商品を訴求するのではなく「記事広告なのに役に立って面白い！」を軸にする
ことで、スムーズに読者の興味を引き、SNSシェアを促します。

誘導枠
掲載期間 4週間

価格 1,500,000円 → 750,000円
（キャンペーン中につき50%OFF）

想定PV 25,000PV

想定CTR 6～7%

準備期間 約30営業日

備考

・企画内容によって金額の調整も可能です。
・PVやCTRは平均値であり、保証ではございません。
・企画内容によって準備期間が変動する可能性がご
ざいます。

広告︓メニュー①

14※ 別途、追加制作費等がかかる場合がございます（P.22参照）



気持ちいいのは従来の0.01mmコ
ンドームか？新商品か？ 調査す
べく、マドカジャスミンさんが脳
波測定器具をつけて実際にSEX。
リリース後、1ヶ月で34万PVを獲
得。Twitterのトレンド入りも果た
しました。

広告︓メニュー①企画・編集タイアッププラン 企画例1

【実験】セックス中の脳波を
⽐べてみた
商材：コンドーム

東京タラレバ娘、失恋ショコラティエ
…漫画の登場人物のモテテクは実生活
でも使えそう？ 非モテ・王道モテ・
ギャルが座談会をしてみました。

【モテテク知りたい】まんがキャ
ラの恋愛テクニック「実⽣活で使
えるか︖」座談会
商材：電子書籍

◆座談会・対談系の企画
インフルエンサーや知見のある方をお呼びし、商材に関連あ
るテーマについてお話しする企画。

◆商材体験レポート系の企画
インフルエンサーやライターが、商材を体験レポートする企
画。わかりやすく面白い切り口で、訴求できます。

どんなことがやれるのか？ 実際に今までにリリースした記事をもとにした、
AMで実施した企画のいち例です。

『アラサーちゃん』で人気の漫画家・
峰なゆかさんによる、大事なデート前
の準備テクニックの漫画。

【漫画】⼤事なデートの前に︕
峰なゆか流の抜かりない準備テ
クニック
商材：生理関連用品

◆漫画系の企画
漫画家さんに商材の魅力が伝わるような漫画を制作していた
だきます！

医療脱毛と比べると、美容脱毛っ
て何がいいの？取材してみました。

「脱⽑って医療の⽅がいいん
でしょう︖」改めて美容脱⽑
の良さを聞きにいった【保存
版】
商材：サロン脱毛

◆取材系の企画
インフルエンサーさんやライターさんに、商品や関連のある
ことに詳しい方に取材していただく企画。
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広告︓メニュー①企画・編集タイアッププラン 企画例2

IoTを用いて、浮気した彼を制裁するマシーンを制作した大島薫さん。果
たしてマシーン制作は成功するのか…？！

商材：コンドーム

【⼤島薫×IoT】浮気男を社会的に制裁するマシーンを作ってみた

◆その他⾯⽩系の企画
そのほかにも、AM編集部で様々な企画を考えることが可能です！

C CHANELのパロディで「セクシーチャンネル」を作りました。彼を落
とす、本気の仕草って…？動画で解説！

商材：コンドーム

初デートは電柱で○○︖⼥性のためのSEXY動画『セクシーチャン
ネル』

漫画家・峰なゆかさんと読者たちの女子会イベント。参加者のお悩みに
答えてくださいました。

商材：マッチングサービス

峰なゆか⾁⾷⼥⼦会の全貌をレポ︕黙ってても寄ってくる男は3段階
レベルが低い

これ以外にも、様々な企画を考えることが可能です。ぜひ⼀度ご相談ください︕ 16



誘導枠
掲載期間 2週間

出稿金額 750,000円 → 500,000円
（キャンペーン中につき約30%OFF）

想定PV 13,000PV

想定CTR 10～11%

準備期間 約14営業日

備考

・誘導枠掲載期間終了後も記事はアーカイブされます。
・企画内容によって金額の調整も可能です。
・PVやCTRは平均値であり、保証ではございません。
・企画内容によって準備期間が変動する可能性がございます。

商品・サービス紹介プラン
購買につなげるための「商品理解」に特化した、商材のレビュープランです。ご記
入いただいたオリエンシートをもとに、編集部で選定したライターが商品をレ
ビューします。

広告︓メニュー②

17※ 別途、追加制作費等がかかる場合がございます（P.22参照）



誘導枠
掲載期間 2週間～4週間

掲載本数 3本～
※各記事公開タイミングは貴社にてご指定可能です。

出稿金額 3,000,000円（3記事合計）

想定PV 1記事あたり10,000～25,000PV

想定CTR 1記事あたり6～11%

準備期間 約14～30営業日

備考

・誘導枠掲載期間終了後も記事はアーカイブされます。
・企画内容によって金額の調整も可能です。
・PVやCTRは平均値であり、保証ではございません。
・企画内容によって準備期間が変動する可能性がございます。

カスタマイズプラン
企画編集タイアッププランや商品・サービス紹介プランをご要望に合わせてカスタ
マイズすることが可能なプランです。連日公開し、AM内で盛り上げを作ることが
可能になります。

広告︓メニュー③

c社の場合
企画編集タイアッププランを月1本

ペースで4本実施
18※ 別途、追加制作費等がかかる場合がございます（P.22参照）



リリース書き下ろしプラン
リリース記事など貴社より納品いただいた原稿・素材を、AMで編集および掲載する
プランです。リーズナブルな価格で出稿をご検討の企業様におすすめです。

広告︓メニュー④ NEW︕
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誘導枠
掲載期間 2週間

価格 200,000円

想定PV 8,000PV～
※原稿の内容により変動します。

想定CTR 6～10%
※原稿の内容により変動します。

準備期間 約７～15営業日
※原稿の内容により変動します。

備考

・誘導枠掲載期間終了後も記事はアーカイブされます。
・PVやCTRは平均値であり、保証ではございません。
・写真やタイトル等については編集部主導とさせてい
ただきます。
・リリース後、記事や画像の差し替えは不可とさせて
いただきます。
・記事内の誘導リンクの場所は編集部判断とさせてい
ただきます。

納品原稿
編集

例）F社の場合
納品いただいた原稿をAM内で編集・

掲載しました。



誘導枠
掲載期間 2週間

出稿金額 500,000円

想定PV 10,000PV

準備期間 約14～30営業日

備考

・誘導枠掲載期間終了後も記事はアーカイブされます。
・企画内容によって金額の調整も可能です。
・PVやCTRは平均値であり、保証ではございません。
・企画内容によって準備期間が変動する可能性がございます。

イベントレポートプラン
貴社実施のイベントを、AM編集部もしくは選定ライターがレポートを執筆・掲載
するプラン。イベントの空気感をわかりやすく伝えることが可能です。

広告︓メニュー⑤

20※ 別途、追加制作費等がかかる場合がございます（P.22参照）



掲載期限 無期限

出稿金額 800,000円

準備期間 約14～30営業日

備考
・企画内容によって金額の調整も可能です。
・企画内容によって準備期間が変動する可能性がござ
います。

コンテンツ提供プラン
【オウンドメディア等をお持ちの企業様向け】WEBメディア運用で培ってきたノウ
ハウを活かし、貴社専用のコンテンツを制作しご提供させていただくプランです。
SNS拡散やSEO対策などの目的に合わせて、質の高いオリジナルコンテンツをご提
供いたします。

広告︓メニュー⑥

「脱毛レシピ」掲載 「ルナルナ」掲載

21※ 別途、追加制作費等がかかる場合がございます（P.22参照）



広告︓記事誘導イメージ

記事広告は誘導期間中、主に以下の誘導枠に掲載します。（誘導期間はプランにより異なります）

◆サイトトップ誘導枠

①ランダム掲載

②固定掲載

①ランダム掲載枠
箇所：サイトトップ（PC/sp）
内容：誘導期間中、他誘導期間中と
ローテーションで表示されます。

◆記事詳細誘導枠（その他各ページも）

②固定掲載

②固定掲載枠
箇所：サイトトップ、記事詳細、カ
テゴリページなど（PC/sp）
内容：誘導期間中、固定で表示され
ます。

22



広告︓追加オプション

追加の製作費用をいただくことで、より様々な企画に挑戦が可能となり、ご希望に合わ
せた記事の製作ができます。ぜひこ活用ください！

23

オプション
追加項⽬

料⾦ 内容 例

追加制作費 ¥100,000～ 記事の制作費用が通常の予算を超える場合 ・インフルエンサーなどの追加アサイン費
・スタジオなどを借りる必要がある など

AM公式twitter
での拡散 無料

記事リリース日に、AM公式twitter（フォロ
ワー：約20,000人程度）にて記事配信のお知ら
せをいたします。

再誘導費 ¥100,000～ 誘導期間終了後、さらに誘導期間を延長したい
とき。

レポート提出費
（2回⽬以降） ¥50,000～ 途中経過や誘導期間終了後のPVやCTRをレポートで

提出します。※1回目は無料 半年経過したレポートが見たい！など

再拡散費 ¥100,000～

出演者・執筆者に、再度記事についてツイート
していただきたい場合。
※必ずしも可能とは限りませんことご了承くださ
い

1ヶ月経過したので、もう一度ツイートして
ほしい！など

LINE NEWS配信 ¥300,000～

AM公式LINE NEWS アカウント LOVE LIFE
（フォロワー45万人程度）にてタイアップ記事
の誘導を行います。
※LINE NEWSの掲載基準により、掲載不可な場合が
ございます。

画像の⼆次利⽤ ¥100,000～ 記事広告内のキャスト画像とテキストをお渡しし
ます。公式WEBサイト等にご活用ください。

自社サイトでもこの記事の画像を掲載して紹
介したい！など



広告︓その他メニュー

⑦インフルエンサーキャスティングプラン

⑧サンプリングプラン

⑨読者アンケート

金額：¥200,000～
内容：商材・サービスにあったインフルエンサーのキャスティングをご提案します。

金額：¥100,000～
内容：イベントや読者会等で、貴社商品のサンプリングを実施します。

金額：¥100,000～
内容：AM読者へ、貴社商品・サービスやそれに関連する内容についてアンケートを実施します。

記事の企画・編集のほか、プロモーションに必要とされる様々なコンテンツの作成ノウ
ハウがあります。ぜひこ活用ください！
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◆掲載開始・終了および確認時間について
広告の掲載開始・終了時刻は午前11時とします。ただし、同日18時までは掲載確認時間と

します。

◆広告原稿の入稿

広告の掲載開始・終了に関しては、例外を除いては弊社営業日のみ対応とします。

◆広告主および広告お取り扱い代理店の責務
・広告内容について第三者の権利を侵害しないことおよび記載内容に係る財産権のすべて

につき権利処理が完了していることを弊社に対して保証するものとします。

・第三者から弊社に対して広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広

告主および広告お取扱代理店の責任において解決するものとします。

ただし、当該損害が弊社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

◆免責事項

・天変地異、停電、通信回線の事故、ネットワーク障害、第三者によるハッキングやク

ラッキング、広告主および広告お取り扱い代理店側のサーバ障害等、弊社の責に帰さない

場合には、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重過失

による場合はその限りではありません。

・掲載開始日または掲載内容変更日の18時までの掲載確認時間での広告表示の不具合につ

いては、弊社は一切の責任を負わないものとします。

・競合や同載の調整はいたしませんので、予めご了承ください。

・掲載広告の常時表示の保証を行いません。

・掲載広告のクリック回数、コンバージョン、すべてのユーザーに対する表示等について

何ら保証を行いません。

・広告の表示に関して、ユーザーの使用機器（携帯端末を含む）、ソフトウェア、通信回

線における動作保証は行いません。

・掲載ガイドラインに違反したことによって、弊社が契約解除または広告掲載の停止など

の措置をとった場合は、弊社は一切の責任を負わないものとします。

◆契約解除
弊社は次のような事実が判明したときには、ただちに広告掲載を停止し、申込み内容に応

じた金額を請求いたします。

また、弊社は当該広告により被った損害の賠償を請求いたします。

ーー申込み後のキャンセル

ーー掲載ガイドラインに違反したとき

ーー公権力による何らかの処分を受けたとき

ーー広告主または広告取り扱い代理店の代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合な

どで、広告掲載を継続することが広告主、広告取り扱い代理店または弊社の信用を既存す

る恐れがあると弊社が判断したとき

ーー広告主または広告取扱代理店の財政状態が悪化したと弊社が判断したとき

ーー期日までに広告料金の支払いがなかったとき

◆掲載ガイドラインの変更
・弊社は掲載ガイドラインをいつでも予告なしに変更することができるものとします。

・掲載ガイドラインと別途締結する広告基本契約（名称は問いません）の内容が矛盾する

場合は、広告基本契約が優先して適用されます。

なお、掲載ガイドラインに定めのない事項は、当該広告基本契約が適用されるものとしま

す。

・掲載ガイドラインに違反したことによって、弊社が契約解除または広告掲載の停止など

の措置をとった場合には、弊社は一切の責任を負わないものとします。

注意事項
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お問い合わせ先︓

掲載可否・お申込みフォーマット

代理店名：（法⼈格含む正式名称）
広告主名：（法⼈格含む正式名称）
商材名：
商材URL：
広告メニュー：
掲載開始⽇：
ご予算：
備考：※特記事項がございましたらご記⼊ください。

※その他、ご不明な点がございましたら、上記の問い合わせ先までご連絡ください。

株式会社AM
〒163-1435

東京都新宿区⻄新宿3-20-2
東京オペラシティタワー35階

掲載可否・お申し込みフォーマット

keisaikahi@am-our.com


