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introduction

Lmaga.jpについて
「Lmaga.jp（エルマガジェイピー）」は、関西の出版社「京阪神エルマガジン社」が運

営するニュースサイトで、2023 年で 13 年目を迎えました。地元の出版社ならではの情

報網とフットワークの軽さ、企画力を駆使し、グルメ&スイーツ、おでかけ & レジャー、

芸能・映画・音楽といったエンタメなど、くらしにまつわる情報を毎日発信。関西を拠

点とする一次メディアとして日々進化をし続け、ユーザーの皆様に有益な情報をお届け

しています。

提携メディア・プラットフォーム

Lmaga.jp の記事は、外部のメディアやプラットフォームとも提携し、配信中。自サイト外でも多くのユーザ
ーにLmaga.jp の記事が読まれており、『2022 年度 LINEメディア賞』も受賞しております。

Yahoo!ニュース、LINEニュース、dメニューニュース、デイリースポーツonline、まいどなニュース、ニュースパス、
auサービスToday、グノシー、gooニュース、TRILL、NewsDigest、ほか
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※2017年から2020年のPV数伸び率
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一気に400万PVへ

500万PV突破！

200万PV達成

600万PV超！

800万PV到達

2021年8月に
1,300万PV超!!

約３年間で４倍の成長

2010年
創刊！

media data

Lmaga.jp （2023年3月現在）

閲覧数（PV）

約800万PV/月
訪問者数（UU）

約320万人 /月

LINE お友だち：344,994 人
メルマガ会員数：87,320 人
ツイッター：23,926フォロワー
Facebook：11,394 いいね !

提携先への記事配信における合算コンテンツビュー数

約4,500万CV /月 ※ CV＝Content Views

アクセス推移



contents

コンテンツ紹介
関西の最新情報をお届けするニュースをはじめ、読み応えのあるイン

タビュー＆コラム、アフタヌーンティーやビアガーデン、いちごブッフェ

などの「まとめ」記事のほか、最新映画の試写会やホテル宿泊券な

どが当たるプレゼント、大人気の「カメリア・マキの魔女占い」、など、

豊富なコンテンツが魅力です。

コンテンツカテゴリ

■ニュース
　グルメ（新店紹介、話題＆季節のメニュー、新作スイーツなど）
　おでかけ（観光スポット、交通機関、イベント情報など）
　エンタメ（映画、音楽、舞台、テレビなど）
　くらし（ファッション、コスメ、生活情報など）

■コラム　（独自取材した深掘り記事や、注目の人のインタビュー記事など）

■まとめ　（ビアガーデンや紅葉などの季節イベントや観光スポットなど）

■連載　  カメリア ･ マキの魔女占い／プレゼントなど

■ニュース

■グルメ

■注目の人のインタビュー記事

■連載　カメリア ･ マキの魔女占い
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user data

ユーザーデータ
関西在住および関西に興味のある、20〜50 代の男女。関西在住者はもちろん、関西への旅行客、出張客など、関西に興味・関心のあ

るすべてのユーザーが対象です。（※ Google Analytics、 popIn media DNA、メルマガ会員属性より集計）

性別

興味・関心

年齢

デバイス

アクセスエリア

閲覧時間帯



advertising menu

広告メニュー
関西を遊ぶニュースサイト「Lmaga.jp」では、複数の広告メニューをご用意しております。

スピードを重視してニュース記事体裁で掲出する「PR ニュース記事」、ご要望に応じてフリーデザインで制作する「オリジナルタイアッ

プ広告」、媒体社だからこそ可能な雑誌連動型の「クロスメディア企画」、 約 8 万人の会員にお届けする「メールマガジン広告」

など ･･･、それぞれ訴求したい内容や効果、スケジュールや予算感などからお選びいただけます。

私たちはヒアリングの段階からセールスチームとクリエイティブチームがタッグを組んだ制作体制をとっており、ご要望に応じてプロモ

ーション効果を見込める手法や記事構成をご提案いたします。また、「PR ニュース記事」「オリジナルタイアップ広告」には効果測定レ

ポートをご用意。広告掲載期間終了後に、PV 数やクリック率、閲覧したユーザーデータなどを集計してプロモーション効果を検証した

上で、２週間程度でレポートをご提出いたします。

掲載推奨環境

（下記環境での掲出を保証するものではありません）※ JavaScriptON の環境は必須

OS：Windows、MacOSX、iOS、Android（OS 指定不可）

ブラウザ：GoogleChrome 最新版、Safari 最新版

各種タイアップの実績は、「広告掲載・企画編集のご案内」https://www.lmagazine.jp/advertising/ からもご覧頂けます。



PR news advertorial

PRニュース記事広告 （4,000PV想定／月）

「PR ニュース記事」は、ニュース記事の体裁で制作するタイアップ広告です。ユーザーが

広告記事をストレスフリーで読了することが期待できるほか、レイアウトをフォーマット化

することで、お申し込みからスピーディーな記事公開が可能です。通常は 2〜3 週間程度

を要しますが、最短ですと素材支給から1 週間ほどでの公開も可能。急な掲載ご要望にも

お応えいたします。
※「PRニュース記事」の記事・コンテンツは、他メディア・プラットフォームへの配信は行っておりません。
※ 通常の記事体裁をとるため、記事広告ページ内にはユーザーの属性に応じたディスプレイ広告が表示されます（記事内に
は挿入されません）。なお、ページ上に重なる「オーバーレイ広告」、ページ移動時の「インタースティシャル広告」につき
ましても表示される可能性があります。
※ これらディスプレイ広告枠の非表示設定や掲載広告の指定など、個別対応はいたしかねます。ご了承ください。

スイスホテル南海大阪様 PR

※料金は税別表示となります。

料金：400,000 円〜（媒体費 200,000 円 /4 週〜＋制作費 200,000 円〜）
レポート項目：PV 数やクリック率、ユーザーデータなど
レポート提出日：掲載終了日より10 営業日程度
　※取材撮影費やスピード公開対応費などは、内容に応じてお見積もりさせていただきます。
　※メルマガ配信（１回）、トップページの「コラボ PR」枠に誘導バナーを設置いたします（4 週間）。

素材提供の場合：申込期日：公開日の 10 営業日前まで／素材提供：公開日の 5 営業日前まで
取材対応の場合：申込期日：公開日の 15 営業日前まで
過去事例：右側の QRコードにてご覧いただけます 鳥取中部観光推進機構様 PR



subscription plan

サブスクプラン（定額プラン）

ニュース記事の体裁で制作するタイアップ広告「PR ニ
ュース記事」において、年間で複数回掲出のパッケー
ジプランです。期間内におけるご希望のタイミングで
随時掲出するのはもちろん、定期的に読者の目に触れ
るよう連載企画として記事を制作することも可能です。

※「PR ニュース記事」の記事・コンテンツは、他メディア・プラット
フォームへの配信は行っておりません。ご了承ください。
※ 通常の記事体裁をとるため、記事広告ページ内にはユーザーの属
性に応じたディスプレイ広告が表示されます（記事内には挿入され
ません）。なお、ページ上に重なる「オーバーレイ広告」、ページ移
動時の「インタースティシャル広告」につきましても表示される可
能性があります。
※ これらディスプレイ広告枠の非表示設定や掲載広告の指定など、
個別対応はいたしかねます。ご了承ください。

PRニュース記事 2 本掲載／1 年 4 本掲載／1 年 6 本掲載／１年

コラボ PR 枠

LINE
DIGEST Spot

メルマガ

ツイッター・
facebook

定価 140万円 280万円 420万円

特別料金 126万円
LINE DIGEST 
Spot、メルマガの
オプション付き

224万円
LINE DIGEST 
Spot、メルマガ、
ツイッター、
Facebookの
オプション付き

294万円
LINE DIGEST 
Spot、メルマガ、
ツイッター、
Facebookの
オプション付き

バリュープラン
【定価の10%OFF】

プレミアムプラン
【定価の20%OFF】

マスタープラン
【定価の30%OFF】

※すべて制作費込
※取材撮影費やスピード公開対応費などは、内容に応じてお見積も
りさせて頂きます。
※１本毎に掲出開始から４週間、トップページの「コラボ PR」枠に
誘導バナーを設置いたします。
※詳細については、各担当者までお問い合わせください。

※料金は税別表示となります。



original tie-up advertising

オリジナルタイアップ広告 （4,000PV想定／月）

「オリジナルタイアップ広告」は、比較的自由度の高いデザイン・レイアウトで制作でき、

特殊な仕様の対応も可能です。クライアント様のコンバージョンに則ったページ制作によ

り、最大級の広告訴求効果が期待できます。各種キャンペーンの告知のほか、イベント参

加募集 & 事後レポート、新店・新施設のオープン告知、自治体様・海外政府観光庁様の

観光誘客促進など、幅広い目的やジャンルにおいてお役に立てるプランです。
※「オリジナルタイアップ広告」の記事・コンテンツは、他メディア・プラットフォームへの配信はおこなってお
りません。ご了承ください。

奈良市観光協会様 PR

兵庫県香美町様 PR

イオンモール橿原様 PR

料金：掲載料 500,000 円〜（媒体費 200,000 円 /4 週〜＋制作費 300,000 円〜）  
レポート項目：PV 数やクリック率、ユーザーデータなど
レポート提出日：掲載終了日より10 営業日程度
　※特殊仕様やページボリューム増の場合は、別途お見積もりさせていただきます。

※メルマガ配信（１回）、トップページの「コラボ PR」枠に誘導バナーを設置いたします（４週間）。

申込期日：公開日の 40 営業日前まで
素材入稿：公開日の 20 営業日前まで
過去事例：右側の QRコードにてご覧いただけます

※料金は税別表示となります。



cross media plan

クロスメディア企画
媒体社だからこそ可能な、雑誌と連動した「クロスメディア企画」です。

デジタルメディア『Lmaga.jp』に加えて、弊社の人気月刊誌『SAVVY』

『Meets Regional』や、『うまい本』『手みやげを買いに』などで知られる

ワンテーマの『LMAGA MOOK』といった雑誌媒体とのクロスメディア

展開により、より広いターゲットへのアプローチを試みる広告です。さま

ざまな展開が可能ですので、各担当者までご相談ください。
※「オリジナルタイアップ」の記事・コンテンツは、他メディア・プラットフォームへの
　 配信は行っておりません。ご了承ください。

京都市様×SAVVY

月刊誌

『SAVVY』
毎月23 日発売／12 万部発行／
A4 変型版・132 ページ予価 620 円
主な読者層：20〜30 代を中心とし
た OL、学生、主婦

LMAGA MOOK
主な読者層：30〜50 代の男女（各誌の特集内容により変動）

月刊誌

『Meets Regional』
毎月1 日発売／10 万部発行／
AB 版・108 ページ予価 550 円
主な読者層：20〜40 代の男女

大関様×Meets Regional

※料金は税別表示となります。

料金：掲載料 500,000 円（媒体費 200,000 円 /4 週〜＋制作費 300,000 円〜）
　　　＋　各雑誌の掲載料（媒体費 + 制作費）
レポート項目：PV 数やクリック率、ユーザーデータなど
レポート提出日：掲載終了日より10 営業日程度
　※各雑誌の掲載料については、お問い合わせください。
　※クロスメディアご展開の場合、業種規制や広告規制は各雑誌媒体の広告基準に準じます。
　　詳しくはお問い合わせください。

過去事例：右側の QRコードにてご覧いただけます



e-mail magazine

メールマガジン
登 録 会 員 約 8 万 人 に 直 接 お 届 け す る 、

「HTML 形式」メールマガジン（毎週土曜日

配信）に掲載する広告です。メールを開くと

一番最初に目に入る視認性の高い「トップ」

と、記事一覧の一部に埋めこまれクリック率

が期待できる「インフィード」の 2 種類をご用

意しています。

HTML 形式（トップ） HTML 形式（インフィード）

（A）トップ　毎週 1 本限定配信  
料金：掲載料 100,000 円〜（バナー制作費込）
15 文字程度の見出しを含むバナー画像

（B）インフィード  
料金：掲載料 80,000 円（バナー制作費込）
20 文字程度の見出し＋リンク先の URL

※配信レポートは別途お見積もりさせていただきます

※料金は税別表示となります。

A

B



banner jack

バナージャック（スマートフォンのみ）

（A）オールパック（imp 数：1,000 万 imp 想定／2 週間、65 万 imp／日、全バナー合計値）

ページ内の全バナーをジャックする大型広告です。占有率が高く、より効果的にブランディングや認知度向上
をサポートいたします。掲載面は、トップページをはじめ、各記事、記事一覧（各スーパーバナー及び、レク
タングル 1〜3）で、【2 週間プラン】と【1 日プラン】の 2 パターンがございます。

料金：【2 週間】 500 万円、【1 日】 50 万円（運用費・バナー制作費込）
期間：１枠 2 週間、または 1 日　※各月1 案件限定（申込は 20 営業日前）
レポート項目：各バナーの imp 数及びクリック数
レポート提出日：掲載終了日より10 営業日程度

（B）スーパーバナーパック （imp 数：300 万 imp 想定／2 週間、20 万 imp 想定／日、全バナー合計値）

ページ最上部に配置される「スーパーバナー」を全ページジャックする大型広告です。視認性が高くクリック率
も期待できる広告枠に絞った、リーズナブルなプランです。

料金：【2 週間】  200 万円、【1 日】 20 万円（制作費込）
掲載期間：１枠 2 週間、または 1 日　※各月1 案件限定（申込は 20 営業日前）
レポート項目：各バナーの imp 数及びクリック数
レポート提出日：掲載終了日より10 営業日程度

※料金は税別表示となります。



pickup banner

ピックアップ枠バナー
SP 版全ページの最下層、PC 版全ページの右カラム中

段に設置されたピックアップ枠へ掲出されるバナー広

告です。サイト内のあらゆるページで長期間露出され

るリーズナブルなバナー広告で、クライアント様ご指定

のサイトへ誘導を図ることができます。

掲載料金：15 万円（バナー制作費込）
掲載面：全ページ右カラム・ピックアップ枠
掲載期間：1 枠 4 週間　※各月先着 3 案件限定
制作期間：10 営業日
レポート項目：バナーの imp 数及びクリック数
レポート提出日：掲載終了日より10 営業日程度 SP 版

PC 版

※料金は税別表示となります。



Lmaga.jp 出稿＋オプションプラン



boost plan

ブーストプラン
「LINE 公式アカウント 
  DIGEST Spot for アカウントメディア」
Lmaga.jp が参画する LINE アカウントメディア（友だち：344,994 人）

を活用した広告です。ご出稿いただいた LP の素材を活用し、LINE の

フォーマット内に広告ページを作成します。誘導バナー掲載面は、「画像

＋コピー全角 8 文字」（右 A）、「コピー全角 12 文字」（右 B）の 2 枠あり、

平日・夜 8 時 45 分の定時配信で、フォロワーにダイレクトに届けます。

掲載料金：30 万円（掲載費＋LINE 内記事制作費込み）
　※ 1 回の配信につき、1 企業様まで。2 枠同時掲載は不可。
　※ LINE 社による事前審査があります（お申し込みの〆切は掲載の 15 営業日前）
　※効果測定レポートあり

※料金は税別表示となります。

Lmaga.jp 出稿＋オプションプラン

友だち数

想定 PV

344,994 人  （2022 年 12 月現在）

5,000〜7,000 PV

A

B

2022 年度 LINEメディア賞
受賞アカウント



boost plan

ブーストプラン
「popIn Discovery」

大手新聞社、通信社、ポータルサイトなど、900 以

上の信頼できるウェブメディアが導入しているpopIn

社のレコメンドシステム。それを活用し、外部メデ

ィアに広告ページを掲載します。独自のアルゴリズ

ムによる高精度なマッチングにより、該当コンテン

ツに感心の高いユーザーを判別して掲載します。

掲載料金：35 万円〜（掲載費＋運用費＋バナー制作費込み）
　※詳細については、各担当者までお問い合わせください。
　※効果測定レポートあり

メディア A

メディア B

メディア C 広告ページ

Lmaga.jp 出稿＋オプションプラン

※料金は税別表示となります。

クリック数
5,000 click

10,000 click
20,000 click

料 金
35 万円
70 万円

140 万円



boost plan

ブーストプラン
「まいどなニュース連動プラン」

神戸新聞社をはじめ、京都新聞社、デイリースポーツ、

ラジオ関西、Lmaga.jp など、多彩なメディアが参画し、

2019 年 4 月にローンチした「まいどなニュース」。月間

5,260 万 PVを誇る同メディアと連携し、バナー枠を設置。

広告ページへの誘導を図ります。

掲載料金：20 万円〜（掲載費＋バナー制作費込み）
　※詳細については、各担当者までお問い合わせください。
　※掲載レポート（imp 数、クリック数、 CTR のみ）あり。

※料金は税別表示となります。

デバイス

PC

SP

掲載枠

1stレクタングル

1stレクタングル

サイズ

300×250pix

300×250pix

掲載面 表示回数 期　間 料　金

共通 25 万 imp 2 週間〜 20 万円

記事面 25 万 imp 2 週間〜 40 万円
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京阪神エルマガジン社媒体
出稿＋オプションプラン



summary page

まとめページ （PV数：1,000〜2,000PV想定／月）

エルマガジン社（月刊誌『SAVVY』、『Meets Regional』、『LMAGA 

MOOK』を含む）のデジタル広告ご出稿の企業様に限り、 Lmaga.jp 内

に「まとめページ」を設置し、 Lmaga.jp のトップページ内「コラボ PR」

枠にもバナーを掲出いたします。また、まとめページ内に設置できる外部

サイトへのリンクは 5 つまでとさせていただきます。

掲載料金：30 万円〜（掲載費＋バナー制作費込み）
掲載期間：4 週間〜
　※効果測定レポート無し
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※料金は税別表示となります。



collaboration PR

コラボPR枠 （300万imp想定／月）

エルマガジン社（月刊誌『SAVVY』、『Meets Regional』、『LMAGA 

MOOK』）のデジタル広告ご出稿の企業様に限り、 Lmaga.jpトップペー

ジの「コラボ PR 枠」に、誘導バナー広告を設置します。また、ブースト

プランをご希望の方は、別途ご相談ください。

掲載料金：30 万円（掲載費＋バナー制作費込み）
掲載期間：4 週間〜
　※効果測定レポート無し
　※詳細については、各担当者までお問い合わせください。
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publication standards / precautions

掲載基準・注意事項
Lmaga.jp への広告掲載につきましては、掲載内容、並びにリンク先について、掲載可否を審査させていただきます。以下の項目に関

する広告については、掲載をお断りさせていただきます。また、一部の業種（医療広告、エステ、消費者金融、ギャンブル、風俗及び

それに類する業種ほか）については、掲載をお断りする場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

・競合排除の調整は原則おこなっておりません。ご了承ください。
・弊社は本媒体の Web サーバー、広告配信サーバーなどについて、保守運用に最大限の注意を払いますが、天災地変、停電などの不可抗力や不測
の事態、回線業者・データセンターのメンテナンス、ソフトウェア・ハードウェアのアップデート、想定外の高負荷による処理能力の低下などのやむを
得ない事情により、広告の掲載に支障をきたす恐れがあります。ご了承ください。

お問い合わせ

その他、ご相談・ご不明点などございましたら、弊社デジタル事業部（06-6446-7872）までお問い合わせください。

①広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。
②法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約などに違反、あるいは違反する恐れがあるもの。
③許可・認可を受けていない広告主によるもの。
④詐欺的なもの、誤認を生じさせる恐れのあるもの、あるいは虚偽の内容。
⑤医療、医薬品、化粧品などにおいて、効能・効果・性能を厚生労働省が承認していないもの。
⑥暴力、賭博、麻薬、売春などの犯罪・非社会的行為を肯定、美化するもの。また、これらの行為を誘発す
る恐れのあるもの。
⑦残虐、醜悪な内容を含むもの。あるいは嫌悪感や不快感を与える恐れのあるもの。

⑧商標権、著作権などの知的財産権を侵害する恐れのあるもの。
⑨名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害を与える恐れのあるもの。
⑩非科学的な内容や迷信、噂に類するもので不安感を与える恐れのあるもの。
⑪不法的、詐欺的、あるいは健全性を欠いた経済行為に係わるもの。
⑫宗教団体、あるいはそれに類する団体による勧誘、布教活動に係わるもの。
⑬特定の民族やエリア、人々の尊厳を傷つける恐れのあるもの。
⑭選挙の事前運動や選挙運動、それらに類する行為、あるいは公職選挙法に抵触する恐れのあるもの。
⑮その他、広告掲載管理者が不適切と判断したもの。


