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はじめに
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2002年創刊以来、皆様にご支援を頂戴してまいりました

『MyLoFE（まいろふえ）』は、7-8月号（6月25日発売）

をもちまして、よりスピーディーに情報をお届けする媒体

として、新たにWEBメディアとして展開していくことにな

りました。

これまで『MyLoFE（まいろふえ）』で蓄積した膨大なコ

ンテンツと高い編集技術などのノウハウを活かし、ガーデ

ニング（花生活）を取り巻く環境に加えて、北海道ならで

はの「暮らし」を楽しく心豊かにするコンテンツ作りに力

を入れていきます。

今後はPCやタブレットはもちろん、スマートフォンでも

閲覧しやすい表示環境でお楽しみいただけます。

これからもWEBメディアとして、今までと変わらぬご愛好

とご支援をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上

げます。

北海道の庭から広がる
カルチャーWEBマガジン



niwacul（ニワカル）とは
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◆サイト名称：「niwacul （ニワカル）by MyLoFE」
～お庭（ニワ）＋カルチャー（文化）を合わせた造語～

◆スケジュール：2021年6月25日（金） ローンチ予定
※雑誌『MyLoFE（まいろふえ）』は7-8月号（6月25日発売）まで、それ以降はWEB媒体へ移行

◆ターゲット：30～50代の北海道在住者

◆内容：ていねいな暮らしを楽しむガーデナーによる、北海道の生活情報発信メディア

【新しいWEBメディア概要】

「庭」の「n」を家に、「カルチャー」の「c」を庭に見
立てたロゴ。 家での暮らしを自分らしく、たのしく飾り
つけていって欲しいという願いを込めた、 シンプルでフ
ラットなデザインです。

【ロゴについて】

各種SNSで情報を
発信していきます



niwacul（ニワカル）の特徴
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ユーザー同士が情報交換できる交流の場として「オンラ

インコミュニティ」の運営を予定。有識者から専門スキ

ルが直接学べる場や、自分が知りたい「暮らし」の情報

に関して共有できる仲間を探すことなど、ユーザー同士

の交流機会を創出するのが目的です。

ゆくゆくはリアルイベントの開催も予定しています。

これまで『 MyLoFE（まいろふえ）』が培ってきた

北海道ならではのガーデニング（花・緑・観光ガーデ

ン）情報を軸に、家庭菜園（育て方やレシピ紹介）情報、

花育、アウトドア＆レジャー（ガーデンパーティーや

BBQ・キャンプ情報）、暮らしの知恵へと情報を拡張。

幅広い世代に向けた北海道のライフスタイル情報を配信

していきます。

ユーザーが編集者となって情報を配信する「参加型

メディア」として展開。これまで『MyLoFE（まいろふ

え）』で正しいガーデニング情報を発信することで築い

てきた、情熱のある読者やパートナーと力を合わせて、

ユーザーニーズに合わせた魅力的な情報を提供します。

ユーザー参加型
メディア

コンテンツを
拡張し情報発信

1

2

「オンライン
コミュニティ」の

場を提供
3

ユーザー同士
の交流が広が
るメディアへ



niwacul（ニワカル）のコンテンツ内容

「WEBの強み」と「質の高いコンテンツ」を兼ね備え、ガーデニングだけでなく、

北海道ならではの「暮らし」が楽しく心豊かになるコンテンツ作りに力を入れていきます。

6

・ショップ情報
・キャンペーン＆イベント
情報

・WEBセミナー情報
・niwacul lab（仮）etc…

その他

コンテンツ例
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記事広告



記事タイアップ広告① レギュラー

メニュー 記事タイアップ レギュラー

掲載期間
TOPページの「PICK UP」に掲載 1ヶ月
※期間終了後、記事はniwacul内にアーカイブされます。

上限枠数
なし

（メディアの状況や時期を考慮し、適宜調整いたします）

料金 100,000円（税別）

保証PV 1,250PV（ページ閲覧数）

単価 80円／PV

撮影・取材
撮影・取材なし
ー画像素材（6点まで）と掲載内容（1,000文字以内）に
ついてはご支給願います。

含まれる
もの

・レポート提出
・WEB広告30,000円含む

レポート
項目

PV・UU（ページ閲覧者数）・滞在時間
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定型フォーマットで既存の素材を使用して記事を制作することで、短いリードタイムで配信が可能。
自然にユーザーへアプローチし、商品やブランドの認知度アップを目指します。

※保証PVに達しない場合、期間を延長して掲載いたします。
※画像・テキストは全てイメージです

PR

[PR]タグの表示

TOPページ▶

2階層目▼



記事タイアップ広告② プレミアム

メニュー 記事タイアップ プレミアム

掲載期間
TOPページ「PICK UP」に掲載 1ヶ月
※期間終了後、記事はniwacul内にアーカイブされます。

上限枠数
なし

（メディアの状況や時期を考慮し、適宜調整いたします）

料金 200,000円（税別）

保証PV 2,000PV（ページ閲覧数）

単価 100円／PV

撮影・取材

撮影・取材あり
ー商品・イメージビジュアル等の撮影
ー編集部による取材
ー取材風景の撮影（必要な場合のみ、市内近郊）

含まれる
もの

・レポート提出
・WEB広告50,000円含む

レポート
項目

PV・UU（ページ閲覧者数）・滞在時間
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撮りおろし写真と細やかな取材により、商品コンセプトや生産ストーリーなどを的確に表現。
より多くのユーザーにリーチし、商品やブランドの価値をストレートに発信します。

※保証PVに達しない場合、期間を延長して配信いたします。
※人物アサイン（第3者）や、遠方での取材・撮影は別途料金が発生いたします。
※掲載画像数には上限がございます。規定以上の場合はご相談ください。
※画像・テキストは全てイメージです

PR

[PR]タグの表示

2階層目 ※TOPページの見え方は、前項の記事タイアップ広告①と同様



記事タイアップ③ 各分野専門家アサインタイアップ
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メニュー 記事タイアップ 各分野専門家アサインタイアップ

掲載期間
TOPページ掲載 1ヶ月
※期間終了後、記事はniwacul内にアーカイブされます。

上限枠数
なし

（メディアの状況や時期を考慮し、適宜調整いたします）

料金 400,000円（税別）

保証PV 2,500PV（ページ閲覧数）

単価 160円／PV

撮影・取材

撮影・取材あり
ー商品・イメージビジュアル等の撮影
ー各分野専門家による取材・体験記事の作成、
ー取材風景の撮影（必要な場合のみ、市内近郊）

含まれる
もの

・レポート提出
・WEB広告70,000円含む

レポート
項目

PV・UU（ページ閲覧者数）・滞在時間

※保証PVに達しない場合、期間を延長して配信いたします。
※人物アサイン（第3者）や、遠方での取材・撮影は別途料金が発生いたします。
※掲載画像数には上限がございます。規定以上の場合はご相談ください。
※画像・テキストは全てイメージです

各分野の専門家に体験記事を書いてもらうメニュー。知名度のある人物をフックに読者の興味・関心を喚起させ、
より効率的にターゲット層へ商品やサービス価値を届けることができます。

・佐藤未季さん：帯広市在住
ガーデンデザイナー。世界的なフラワーショウで受賞経験もある。

・上野砂由紀さん：旭川市在住
全国的に有名な「上野ガーデン」ガーデナー。

・六条幸乃さん：富良野市在住
富良野市「風のガーデン」のヘッドガーデナー。

PR

[PR]タグ
の表示

2階層目 ※TOPページの見え方は、前項の記事タイアップ広告①と同様

◆想定しているプロのガーデナー（案）

各分野の専門家は
弊社からご提案

させていただきます。



記事タイアップ広告 配信までの流れ・二次利用について

ヒアリングシートについて

お打合せ時までにヒアリングシートのご提出をお願いしております。

また、商品資料や使用する画像素材のご用意もお願いいたします。

【配信までの流れ】 お申込み後、担当営業より配信スケジュールをご連絡いたします。

※二次利用に関しては、貴社のHP内での掲載に限ります。
※その他、販促ツールなどでの二次利用（ポスターなど、高画質データが必要な場合）は、都度お見積もりいたします。

【二次利用について】 niwacul記事全体の二次利用に関しては、以下の通りでお願いいたします。

スケジュール例

記事タイアップ広告二次利用 期間 料金

1記事あたり
1ヶ月 50,000円（税別）

12ヶ月 200,000円（税別）
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広告主様ご対応 niwacul

お申込み

お打合せ実施、画像ご支給

構成案提出

構成案お戻し

初稿提出

初稿お戻し

最終稿提出

最終稿お戻し

校了

配信設定

配信開始

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

◆制作期間について
記事タイアップ①：1ヶ月（目安）
記事タイアップ②③：1ヶ月半～2ヶ月（目安）と想定しています。

原稿の校正について

原則２回までとさせていただいております。

また、公開後の修正は、基本的にお受けしておりません。

掲載可否について

弊社担当までお問い合わせください。

媒体ポリシー上お受けできない場合もございます。

予めご了承ください。
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バナー広告



バナー広告①（協賛スポンサーバナー）

メニュー 協賛スポンサーバナー

表示エリア 全ページ（外部サイトへのリンクが可能）

掲載期間 1年間（100,000円／月）

上限枠数
なし

（メディアの状況や時期を考慮し、適宜調整いたします）

料金 1,200,000円（税別）

入稿規定
①画像サイズ：横250x縦64pix ②容量：100KB以内
③ファイル形式：GIF/PNG/JPG
※データ制作が必要な場合は担当営業へご相談ください

表示方法 貼り付け

入稿締切 掲載開始3営業日前(17:00締切)
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協賛スポンサー一覧に掲載されるバナー広告枠です。
読者との接触回数が多く、記事閲覧中の継続的な接触が可能です。

≪ご協賛特典≫

記事タイアップ広告①～③のどれか 無料掲載×1回

※各広告の詳細はP8～10をご参照ください ※契約期間中の掲載が条件となります

※無料掲載後、契約期間中は各記事タイアップ広告を30％OFFでご提供

※画像・テキストは全てイメージです

PC

スマートフォン

◀▲それぞれ、ヘッダーに協賛
スポンサー様のロゴを掲載します



バナー広告②（フルバナー、ハーフバナー）

メニュー フルバナー、ハーフバナー

表示エリア 全ページ（外部サイトへのリンクが可能）

掲載期間 1ヶ月～

上限枠数 担当営業にお問い合わせください。

料金 各 50,000円（税別）

保証imp 75,000imp（表示）

単価 0.4円／imp（表示）

入稿規定

①画像サイズ：フルバナー 横728x縦90pix
ハーフバナー 横300x縦250pix

②容量：200KB以内
③ファイル形式：GIF/PNG/JPG
※データ制作が必要な場合は担当営業へご相談ください

表示方法 貼り付け

入稿締切 配信開始3営業日前(17:00締切)

レポート
項目

表示回数、クリック数、クリック率
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WEBサイトを閲覧した際に良く目にする、各メニューの間に表示。
2階層目以降も表示され、存在感がありユーザーへの視認性が高い広告枠です。

※画像・テキストは全てイメージです
※保証PVに達しない場合、期間を延長して掲載いたします

TOPページ 2階層目以降

スマートフォン

ハーフバナー

フルバナー

▲タイトル下、または
ヘッダーのどちらかに
表示します



お問い合わせ・入稿に関する注意事項
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この他にもSNS広告や動画広告など、ご要望等ございましたらお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、下記担当営業までお問い合わせください。

株式会社えんれいしゃ 生活情報局 メディア事業部 出版グループ

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル9階

担当：木元

TEL: 011-261-4687

E-Mail：kimoto@enleysha.co.jp

【広告に関するお問い合わせ先】


