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CONTENTS #1

“好き”がつまった

アパレル・コスメ・アクセサリーなど

キャンドル・家具・観葉植物など

ステーショナリー・雑貨・食器など

カフェ・ビストロ・バーなど

アート・美術館・建築物など

イベント・おでかけ情報など

ホテル・観光スポットなど

アプリ・スマホケース・TIPSなど

12星座の今週の運勢

12星座の恋愛運

10カテゴリー

FASHION…

INTERIOR…

GOODS…

FOOD…

CULTURE…

EVENT…

TRAVEL…

iPhone…

HOROSCOPE…

LOVE FORTUNE…

新作コスメやトレンドのファッションアイテム、話題のお

店のレビューなども。

読者目線で、“本当に知りたいこと”
をお届けしています！
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CONTENTS #2

SUGARさんの

占星術界のホープ、SUGARさんによる12星座の運勢

12星座占い

更新日時：毎週日曜日、22:00

イラスト：ニシイズミユカさん

URL：https://isuta.jp/horoscope

月間約20万PVを獲得する大人気コンテンツ！

まーささんの恋愛占い

占い師、まーささんによる12星座の恋愛運

更新日時：毎月1日、15日

イラスト：yasunaさん

URL：https://isuta.jp/lovefortune

開始1カ月で月間10万PV以上を獲得！

https://isuta.jp/horoscope
https://isuta.jp/lovefortune
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CONTENTS #3

星乃さんの運勢グラフ

占い師・星乃せいこさんが読む12星座の運勢を

毎月グラフにしてお届け。

更新日時：毎月1日

イラスト：大島悠さん

URL：https://isuta.jp/fortunegraph

スズキさんと金曜の午後

漫画家・イラストレーターのブンツーさんによる

1話完結型のオムニバスマンガ連載

更新日時：毎週金曜日

作・画：ブンツーさん

URL：https://isuta.jp/tag/friday-afternoon

https://isuta.jp/fortunegraph
https://isuta.jp/tag/friday-afternoon
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Instagram・Twitter・LINE@・TikTokでも発信中

MEDIA VOLUME

月間ユニークユーザー 1,976,047UU

月間ページビュー

※2022年4月現在

Twitterフォロワー 25,177

Instagramフォロワー 77,466

LINE@友達追加 18,020

4,360,915PV
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MEDIA PROFILE_isuta.jp ※2022年4月現在

デバイス

30%

93%

性別 年齢

地域

70% 女性

男性

モバイル

デスクトップ

タブレット

東京

大阪

神奈川

愛知

埼玉

福岡

その他

18-24
25-34
35-44
45+
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MEDIA PROFILE_Instagram ※2022年4月現在

70%

30%

トップインプレッション

女性

男性

性別 年齢

13-17
18-24
25-34
35-44
45+

https://www.instagram.com/p/CT4C9AQhDqG/

Date：21.09.16

Imp：84.6万
Like：1.4万

Date：22.03.22

View：250万
Like：2.5万

https://www.instagram.com/reel/CbZx4s-ga19/https://www.instagram.com/p/CCFZV-3ho4X/

Date：20.07.01

Imp：50.2万
Like：0.6万

https://www.instagram.com/CT4C9AQhDqG/
https://www.instagram.com/p/CT4C9AQhDqG/
https://www.instagram.com/CT4C9AQhDqG/
https://www.instagram.com/reel/CbZx4s-ga19/
https://www.instagram.com/CT4C9AQhDqG/
https://www.instagram.com/p/CCFZV-3ho4X/
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AD MENU #1

スポンサード記事プラン（単発）

内容

・画像4〜10点（撮影はisuta編集部による）+テキスト
・isuta公式SNS（Twitter、Instagramストーリーズ）での投稿
・スポンサード表記あり ※外部メディアへの転載なし

掲載面
・isutaトップページ（ピックアップ枠）
・該当カテゴリー記事一覧

掲載タイプ 掲載保証

価格 税別50万円（ネット）

有料オプション
・バナー掲出（税別10万円／ネット）※記事公開から1カ月間
・SNS動画プラン（税別20万円／ネット）

掲載期間 半永久（アーカイブ）

発注期限 30営業日前18時まで

レポート あり

備考

掲載基準はisutaに準じたものとなりますので、業種、商品、サービス、プロ
モーション内容によっては実施いただけない場合がございます。

詳細は株式会社PR TIMES メディア事業部までお問い合わせください。

広告主様の希望をもとに、isutaならではの視点とア

イデアでコンテンツを制作いたします。

単発プランは、スポットでPRをおこないたい場合に

ご活用ください。



©2021, PR TIMES Inc.

AD MENU #2

スポンサード記事プラン（年間）

内容

・編集部作成記事 年間4または6本
　※1記事：画像4〜10点（isuta編集部が撮影）+テキスト
・isuta公式SNS（Twitter、Instagramストーリーズ）での投稿
・スポンサード表記 ※外部メディアへの転載なし

掲載面
・isutaトップページ（ピックアップ枠）
・該当カテゴリー記事一覧

掲載タイプ 掲載保証

価格
6回：税別200万円（ネット）
4回：税別160万円（ネット）

有料オプション
・バナー掲出（税別10万円／ネット）※記事公開から1カ月間
・SNS動画プラン（税別20万円／ネット）※1回あたり

掲載期間 半永久（アーカイブ）

発注期限 40営業日前18時まで

レポート あり

備考

掲載基準はisutaに準じたものとなりますので、業種、商品、サービス、プロ
モーション内容によっては実施いただけない場合がございます。

詳細は株式会社PR TIMES メディア事業部までお問い合わせください。

《広告に関するお問い合わせ》

株式会社PR TIMES
phone: 03-6625-4889
email: editor@isuta.jp

広告主様の希望をもとに、isutaならではの視点とアイ

デアでコンテンツを制作いたします。

年間プランは1年をかけたPRにご活用いただける、お

得なプランです。
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AD MENU #3

広告主様の商材を元にisuta編集部がクリエイティブを

制作し、isuta公式Instagramアカウントに投稿いたしま

す。

isuta公式Instagram スポンサード投稿プラン

投稿アカウント @isuta_jp（7.7万フォロワー ※2022年5月時点）

投稿内容

・画像3〜6枚（編集部主導で撮影・制作）
・投稿文言
・希望ハッシュタグ
・希望アカウントのタグ付け／位置情報
・PR表記 ※「#PR」というハッシュタグおよびタイアップ投稿表示

・ストーリーズ1投稿

掲載可能商材

・コスメ
・ファッションアイテム
・雑貨、アクセサリー
・全国のカフェ
・飲食物

価格 税別30万円（ネット）

有料オプション SNS動画プラン（税別20万円 / ネット）
※内容はAD MENU #5をご参照ください

発注期限 30営業日前18時まで

入稿物
ヒアリングシート
※投稿用の写真撮影を行うため、商材がある場合はご提供をお
願いいたします（返却対応可能）。

注意事項

掲載基準はisutaに準じたものとなりますので、上記に該当する商材で
あっても、業種、商品、サービス、プロモーション内容によっては実施い
ただけない場合がございます。
詳細は株式会社PR TIMES メディア事業部までお問い合わせくださ
い。
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AD MENU #4

広告主様の商材を元にisuta編集部がクリエイティブを制

作し、isuta公式Twitterアカウントに投稿いたします。
isuta公式Twitter スポンサード投稿プラン

投稿アカウント @ISUTA_JP（2.4万フォロワー ※2022年5月時点）

投稿内容

・画像4枚（編集部主導で撮影・制作）
・投稿文言
・希望ハッシュタグ
・希望アカウントのタグ付け／位置情報
・PR表記（「#PR」というハッシュタグおよびタイアップ投稿表示）

掲載可能商材

・コスメ
・ファッションアイテム
・雑貨、アクセサリー
・全国のカフェ
・飲食物

価格 税別30万円（ネット）

有料オプション SNS動画プラン（税別20万円 / ネット）
※内容はAD MENU #5をご参照ください

発注期限 30営業日前18時まで

入稿物
ヒアリングシート
※投稿用の写真撮影を行うため、商材がある場合はご提供をお
願いいたします（返却対応可能）。

注意事項

掲載基準はisutaに準じたものとなりますので、上記に該当する商材で
あっても、業種、商品、サービス、プロモーション内容によっては実施い
ただけない場合がございます。
詳細は株式会社PR TIMES メディア事業部までお問い合わせくださ
い。
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AD MENU #5

広告主様の商材を元にisuta編集部がクリエイティ

ブを制作し、各種isuta公式SNSへ投稿します。
isuta公式SNS 動画作成&投稿プラン

投稿アカウント

@isuta_jp / Instagram（7.7万フォロワー）
@ISUTA_JP / Twitter（2.4万フォロワー）
LINE VOOM（友だち1.8万人）

投稿内容

・30秒程度の動画（長さは要相談。編集部主導で撮影編集）
・キャプション文言
・希望ハッシュタグ
・希望アカウントのタグ付け／位置情報
・PR表記（「#PR」というハッシュタグおよびタイアップ投稿表示）

掲載可能商材

・コスメ
・ファッションアイテム
・雑貨、アクセサリー
・全国のカフェ
・飲食物

価格 税別30万円（ネット）

発注期限 30営業日前18時まで

入稿物
ヒアリングシート
※投稿用の写真撮影を行うため、商材がある場合はご提供をお願
いいたします（返却対応可能）。

注意事項

掲載基準はisutaに準じたものとなりますので、上記に該当する商材で
あっても、業種、商品、サービス、プロモーション内容によっては実施いた
だけない場合がございます。
詳細は株式会社PR TIMES メディア事業部までお問い合わせください。
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AD MENU #6

バナー掲出プラン

内容 公式HPまたはSNSへ遷移するバナー画像の設置

掲載面

以下A〜Cよりいずれか1つをお選びいただきます。
A：スマホ版トップページ 
B：スマホ版トップページ
※AまたはBは、バナーのサイズ比により決定

C：スマホ版&PC版 個別記事内 
※商品・サービス内容に準じた記事をこちらで選び掲示します。

遷移先 公式HP 、SNSなど（応相談）

掲載タイプ 掲載保証+成果報酬（クリック単価）

価格
掲載料：税別5万円（ネット）
クリック単価：税別50円

掲載期間 1カ月

発注期限 20営業日前18時まで

レポート あり

入稿物 バナーとして掲示するクリエイティブ素材

注意事項
掲載基準はisutaに準じたものとなりますので、業種、商品、サービス、プロモー
ション内容によっては実施いただけない場合がございます。
詳細は株式会社PR TIMES メディア事業部までお問い合わせください。

isutaのトップページおよび各記事ページ内に広告

主様のご指定のサイトへ遷移するバナーを設置い

たします。
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TIME SCHEDULE

お申し込み

オリエン 初稿ご確認商材ご提供

企画案提出 初稿提出

最終稿提出

公開 レポート提出

#1 単発記事

30営業日前

25営業日前

20営業日前

15営業日前

10営業日前

7営業日前

4営業日前  

1カ月後  ★ 

お客様の作業 弊社の作業

お申し込み

オリエン 初稿ご確認商材ご提供

年間企画案提出 初稿提出

最終稿提出

公開 レポート提出

#2 年間プラン

40営業日前

35営業日前

25営業日前

15営業日前

10営業日前

7営業日前

4営業日前  

1カ月後  ★ 

※初回の進行スケジュール
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TIME SCHEDULE

お申し込み

オリエン プレビューご確認

最終設定

公開 レポート提出

#3 #4 #5 各種SNSスポンサード投稿プラン

20営業日前

17営業日前 10営業日前

7営業日前

5営業日前

3営業日前  

1カ月後  ★ 

お客様の作業 弊社の作業

#6 バナー掲出プラン

お申し込み

オリエン 初稿ご確認商材ご提供

企画案提出 初稿提出

最終稿提出

公開 レポート提出

30営業日前

25営業日前

20営業日前

15営業日前

10営業日前

7営業日前

4営業日前  

1カ月後  ★ 

入稿物ご提供

プレビュー展開



©2021, PR TIMES Inc.

CONTACT

広告に関するお問い合わせやプレスリリースのご送付は
以下のフォームまたはメールよりお願いいたします。

https://tayori.com/f/isuta-contact

株式会社PR TIMES 
〒107-0052　東京都港区赤坂1-11-44

赤坂インターシティ 8階

E-MAIL： release@isuta.jp

https://tayori.com/f/isuta-contact
mailto:release@isuta.jp

