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媒体資料内の価格表示は本体価格（税別価格）です 

　リビングえひめWeb　 

https://mrs.living.jp/ehime 

媒体資料 

お問合せ　株式会社えひめリビング新聞社　☎︎089-931-7001 

愛媛の女性とあなたのお店を 
つなぐウェブサイト 



「リビングえひめWeb」見られる3つのポイント 

1 
見たい、食べたい、行きたい記事を毎日配信 
地域特派員が今、気になるスポットやお見たい、食べたい、行きたいお店やを紹介します。 
地域特派員の記事は利用者視点で書かれているのでユーザーの共感を呼びます。 

2 

街の、今がわかる情報を配信 
編集部から新店舗&リニューアル情報やランチ、スイーツ情報など 
タイムリーで女性が気になる街の情報も発信していきます。 

3 

クリックしたくなるプレゼント情報がたくさん 
女性が使いたい！ほしい！と思う商品をプレゼントとして用意。 
サイトを訪れる楽しみを提供しています。 

「愛媛・松山」のおでかけ情報、グルメ、新店舗情報を紹介するwebメディア。 
地元で生活する18名の地域特派員たちが実際に現地に行って体験したことを取材・発信しています。 

※地域特派員の人数は2019年4月現在 

地元・愛媛の生活者が行動したくなる情報を発信 
 

体験してきて知ってほしい地元情報をセレクトして発信することで、 
「良い質の情報が手に入るサイト」という『信頼』を構築しています。 

 
御社の店舗や商品、サービスとユーザーをつなげます 



県内の消費をリードする女性がみています 
県内の20代～40代前半の 
　　　　　女性に支持されています 

スマートフォン 

81.1% パソコン 
10.4% 

タブレット 
8.5% 

利用デバイス 

2019年1～3月のデータ 

女性	
　67.1%	

男性32.9%	

18-24歳	
6%	

25-34歳	
29%	

35-44歳	
34%	

45-54歳	
18%	

55-64歳	
9%	

65歳以上	
4%	

年齢	

性別 

25〜44歳が

60％以上	

消費のカギをにぎる	
女性たちが見ています	

メルマガ会員 
愛媛県内に約3700人と増加中！ 
毎週金曜日14時にプレゼントなどのお得情報や
レジャー情報を配信しています。 

SNSからリビングえひめwebへ誘導 
えひめリビング新聞社公式アカウントからも情報発信中！ 

Facebook   Twitter   　Instagram  　 LINE  　   You Tube 
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アクセス数は2018年10月～2019年3月の合計 

記事の面白さ、中味で数量ともにUP中 

読者は記事を 
じっくり 
読んでいます 

タイトル	 PV	

１
ワンコインで天丼てんやの上天丼を食べて
きた ＠古川	 23,363	

２
コメダ珈琲のモーニング無料サービス＆期
間限定シロノワール エミフルＭＡＳＡＫＩ店	 19,122	

３
食パンだけで１２種類！ 一斤専門食パン「一
本堂」の食パンを食べ比べ ＠萱町商店街	 14,028	

４
８５０円の朝食バイキングでお腹いっぱい！
ローズハウス余戸店	 　7,448	

５
ゆずコショウがきいてる！名物♡肉そばを堪
能しよう！！ 	 　6,173	

6 愛媛の自動販売機トリビア!?	 　6,032	

7 一本食べれば止まらない！いもけんぴと言
えば「芋屋金次郎 松山店」	 　5,336	

8 季節のフルーツ食べ放題！1,050円の温泉
付きランチ！！＠にぎたつ会館	 　5,203	

地域特派員記事人気ランキング 

観光情報 
にも強い！ 

リビングえひめWebメディアパワー 
  
1ヶ月間のアクセスデータ（2019年3月） 
 
全国 
・アクセス数　　　　　102,311PV　　　　　　　　 
 
愛媛県内 
・アクセス数　　　　   47,958PV 
 
・ユニークユーザー数　22,733UU 
 
・平均セッション時間　　1分16秒 



　タイアップ広告メニュー	

広告メニュー	 料金（税別） 想定PV	 備考	

①	
レギュラータイアップ	

掲出期間　4週間	
PC／SP両対応	

（SPは最適化ページ）	

200,000円	
↓	

特別料金	
140,000円	

1,500-2,000 

〈取材・撮影タイプ〉フリーレイアウト	
・オリジナルタイアップ記事　・2ページまでの制作費込み　・ページ
追加の場合は別途お見積もりいたします・PCとSPで内容を作りわけ
る場合は追加制作費20万円（ネット）がかかります。	
【お申込み締切】掲載開始の4週間前	
※ブロガー起用の有無、サンプリング実施の有無など、実施内容により制
作にお時間をいただく場合があります。	

②	
テンプレートタイアップ	

掲出期間　2週間	
PC／SP両対応	

（SPは最適化ページ）	

100,000円	
↓	

特別料金	
70,000円	

1,000 

〈素材入稿タイプ〉テンプレートデザイン	
オリエンシートを元に、原稿と画像をご入稿ください。・定型テンプ
レートデザイン	
・ページ追加:	50,000円（ネット）	
【お申込み・ご入稿締切】掲載開始の2週間前 

③	
リビングまつやま掲載	

連動タイアップA	
掲出期間　2週間　※本紙の出稿が必須	

PC／SP両対応	
（SPは最適化ページ）	

50,000円	
↓	

特別料金	
35,000円	

500 

〈紙面流用タイプ〉テンプレートデザイン	
・リビングまつやまに掲載いただいたペイドパブリシティを再レイア
ウトします。全4段相当以上の出稿が条件となります。ページ追加:	1P
あたり	50,000円	
【お申込み締切】掲載開始の2週間前 

④	
えひめ	
エリア	
限定 

リビングまつやま掲載	
連動タイアップB	

掲出期間　2週間　※本紙の出稿が必須	
PC／SP両対応	

（SPは最適化ページ）	

20,000円	
↓	

特別料金	
14,000円	

500 
 

〈紙面流用タイプ〉テンプレートデザイン	
・リビングまつやまに掲載いただいたペイドパブリシティを再レイア
ウトします。半3段～半7段相当以上の出稿が条件となります。ペー
ジ追加:	1Pあたり	50,000円	
【お申込み締切】掲載開始の2週間前	
 

キャンセル条件 キャンセル費用 

広告掲載開始日の前日より起算してさかのぼって３０日目にあたる日以降、掲載開始日の５営業日前まで 広告料金の50％ 

広告掲載開始日の４営業日前以降、前日にあたる日まで 広告料金の80％ 

広告掲載開始の当日以降 広告料金の100％ 

広告のキャンセルについて 
広告正式お申込み後のキャンセルについて
は、右記のキャンセル料を申し受けます。 

オプション商品・バナー広告掲載・メルマガ配信については営業担当までお問い合わせください。 

１周年記念　全メニュー30%引きの特別料金に！ 



「レギュラータイアップ」誘導枠と構成イメージ　	

掲載期間　4週間　想定PV1500-2000 

↑おすすめ情報　3週間 

↑フィーチャーバナー　1週間 

メルマガからの誘導 
愛媛県内でメルマガ会員　約3700人 
（2019年3月現在）に情報配信 

レギュラータイアップ　TOPページ誘導枠 

【タイアップの広告表記について】 弊社のWebタイアップ広告、スポンサードコンテンツ、ネイティブアドについては、JIAA（日本インタラクティブ広告協
会）のガイドラインに則り、広告であることを明記いたします。 

※掲載開始は木曜日からとなります。 
※想定PVは過去実績からの想定値とな
り、内容（プレゼントの有無など）に
より変動いたします。 
掲載期間保証となりますのでご了承く
ださい 



NEW!　広告メニュー　	

①レギュラーバナー	
W468×H60px

②ラージレクタングル	
W300×H250px

③PRボックス	
W100×H100px＋全角80文字

テキスト

④ハーフページ広告	
W300×600px

掲載期間＝1週間 掲載期間＝1週間 掲載期間＝2週間 掲載期間＝1週間

料金 想定imp 想定CTR 料金 想定imp 想定CTR 料金 想定imp 想定CTR 料金 想定imp 想定CTR

15,000
円	

4,000	
-9,000	

0.2-0.3
%	

15,000
円	

4,000	
-9,000	

0.2-0.3
%	

15,000
円	

6,000	
-12,000	

0.1-0.2
%	

25,000
円	

4,000	
-9,000	

0.3-0.4
%	

②ラージ
レクタングル
④ハーフペ
ージ広告

③PRボックス

①レギュラーバナー

PCバナー掲載位置

②ラージレクタングルと④ハーフページ広告は
同位置での差し替え掲載となります。

PCバナー広告

メールマガジン広告

広告名 料金 配信数 想定CTR 配信日時

リビングえひめWeb	
地域メール 20,000円	 3,700通	 0.1-0.3%	

（3000通送って3〜10通がクリックされる想定）	

金曜日	
14時前後	

素材入稿締切
掲載日の5営業日前　（原稿は完パケでのご入稿、または弊社作成いずれも可）	
※要審査業種は7営業日前	

原稿規定

テキストで配信しております。	
広告原稿本文：全角38文字×5行、URLを含む。リンク先URL　最大1本。	
※スマートフォンでの閲覧を想定し、横幅をいっぱいに使った罫線装飾や見出しのセンタリ

ング、複雑なアスキーアートは避けてください。	

備考

・「リビングWeb地域メール」は、Living.jpの全会員を対象に、居住地に応じた地域情報を
配信するメールです。	
・地域メールを配信していない地域もございます。詳細はお問合せください。	
・配信数は2018年12月末時点のものです。お申し込みいただいた時点で配信数が異なる
場合がございます。	

・原則、競合調整はいたしません。	

1週1社様限定　ニュースやセール情報を発信しませんか 

imp…インプレッションの略。広告がユーザ
ーに表示されること。 
 
CTR…表示された数(インプレッション数)の
うちクリックされた回数(クリック数)の割合。 

新しく販促としてご利用いただけるようになりました！ 
リターゲティング広告を運用されているお店様におすすめです。 

メルマガテキストのイメージ 
---------------------------------------------------------------------PR----- 
★参加費500円★ホテルのケーキ付き★増税前に知りたいマンションリフォームのこと 
マンションリフォームに特化したセミナーを「住友不動産 マンション新築そっくりさん」が開催。 
［A］リフォームの基礎知識［B］成功実例とテクニック［C］結露や湿気対策などを解説！ 
【日時】4/8（日）［A］10:00［B］13:00［C］15:00【会場】横浜ロイヤルパークホテル  
【応募方法】要事前予約・Webで応募を→ https://www.ad-fsk.co.jp/oubo018  
---------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------PR----- 
＼資料請求でプレゼント／　こだわりの鶏もも肉と卵、牛乳のセットがもらえる！ 
共働きやシニアファミリーに便利☆食材の宅配サービスを利用してみませんか？ 
旬の有機野菜や無添加の加工品など、厳選食材が玄関先まで届きます。 
【資料請求】生活協同組合ナチュラルコープヨコハマ 「リビングを見た」と電話を。 
Tel.0120-32-7567（月～金曜　8：00～18：00） http://www.naturalcoop.jp/  
---------------------------------------------------------------------------- 

見本 

価格は税別です 



リビングWeb 
「リビングWeb」は、主婦の暮らしをサポートする「リビ
ングくらしナビ」と、おでかけ・グルメなど地域密着情報
を配信する「リビング地域Web」で構成。 
全国に広がるネットワークを構築しています。 

全国や各エリアへの 
商品やサービスPR等も 
お手伝いします 

月間ページビュー 約650万ＰＶ

月間ユニークユーザー数 約280万UU 

会員数 約52万人 

メールマガジン配信数 18.5万通 

スマートフォンアクセス比率 77.2% 

女性比率 74.5% 

既婚率 75.4% 

各エリアへの掲載料金、展開プラン等は営業担当までお問い合わせください。 
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近畿
リビング大阪Web
https://mrs.living.jp/osaka/	

リビング北摂Web
https://mrs.living.jp/hokusetsu/

リビング兵庫Web
https://mrs.living.jp/hyogo/	

首都圏
リビング東京Web
https://mrs.living.jp/tokyo/	

リビングむさしのWeb
https://mrs.living.jp/musashino/	

リビング多摩Web
https://mrs.living.jp/tama/	

リビング埼玉Web
https://mrs.living.jp/saitama/	

リビング千葉Web
https://mrs.living.jp/chiba/	

リビングかしわWeb
https://mrs.living.jp/kashiwa/	

リビング横浜Web
https://mrs.living.jp/yokohama/	

リビング田園都市Web
https://mrs.living.jp/denen/	

リビング湘南Web

https://mrs.living.jp/shonan/	

全国
リビングくらしナビ
https://mrs.living.jp/	

東海
リビング名古屋Web
https://mrs.living.jp/nagoya/	

九州
リビングかごしまWeb
https://mrs.living.jp/kagoshima/	

東北
リビング仙台Web
https://mrs.living.jp/sendai/	

北海道
リビング札幌Web
https://mrs.living.jp/sapporo/	

中国・四国
リビングえひめWeb
https://mrs.living.jp/ehime/	

リビング岡山Web
https://mrs.living.jp/okayama/	

	

北関東
リビング栃木Web
https://mrs.living.jp/tochigi/	

専業 
主婦 

34.8% 

フルタイ
ムワーク 

33.9% 

パート 
アルバイ
ト 

24.6% 

そのほか 
6.7% 

職業 

18-24 
5% 

25-34 
26% 

35-44 
37% 

45-54 
21% 

55-64 
8% 

65+ 
3% 

東京 
28% 

大阪 
16% 

神奈川 
14% 

愛知 
5% 

千葉 
5% 

埼玉 
4% 

兵庫 
4% 

その他 
24% 

地域 年齢 


