
Media Guide

April - June

媒体資料2022年4月–6月



リアニマルは、ペット・動物に関するニュースや現状、知識

をリアルに伝えるメディアです。

リアニマル

https://reanimal.jp/

Media introduction
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動物のリアルを伝えるWebメディア
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REANIMALは、動物・ペットに関わるニュース・知識を提供するメディアです。

“社会派動物メディア”として、カワイイ面だけを切り取るのではなく、

動物・ペットが置かれている“現実“も伝えます。

ニュース

国内外の最新情報、リリース、イベント情報など

おでかけ情報

クルマ・ドライブ、旅、ペットと泊まれる宿、動物園・水

族館、イベントレポート

健康・医療、フード

犬猫を中心とした動物の医療や食、スキンケアなど

獣医師へのインタビューも

コラム

しつけ、健康、おでかけ、保護、国内外の動物福祉

など

エンタメ

動物に関わる本、映画、マンガ、アニメなどのカル

チャー情報。知育玩具や教育に関連するものも
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REANIMALについて

4

40 万 20 万

月間 UU

犬 健康・医療

イベント インタビュー コラム

月間 PV

動物福祉 エンタメ・カルチャー

おでかけ・クルマ

主な配信先

猫 動物

犬や猫を始めとするペットの飼い方や健康知識、
動物に関するニュースやイベント情報などを発信します。

SDGs
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リーチ力
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ブランド

キュレーション
メディア

SNS

ターゲット
ユーザー

ポータル
メディア

掲載された記事は、媒体公式 SNS、外部の配信先メディア、キュレーションメディアなどを通じて幅広く拡散されます。メディア内で

の露出に止まらず、多くの方とのコミュニケーションの接点を創出することができます。（※コンテンツの種類によっては非配信となる

場合もございます）

メディアの枠を超えて幅広く拡散されています。
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ユーザー属性
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女性

67%

男性

33％

25〜34歳

15%

18〜24歳

12%

18歳以下
11%

35〜44歳
12%

45〜54歳
17%

55〜64歳
18%

65歳以上
15%

ペット、動物に関心を持つ幅広い年齢層の読者に読まれています。
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ペットを

飼っている

86%

飼っていない

9%

飼っていないが今後

飼う予定

5%



ユーザー属性
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2〜4人

73%

1人

17%

5人以上

10%

世帯人数

未婚

65%

既婚

35%

既婚未婚

0人

40%

2人

37%

3人以上

12%

1人

11%

子どもの数

会社員

48%
学生

11%

無職
6%

アルバイト
7%

自営業／自由業
9%

会社役員
8%

その他
2%

公務員
4%

主婦／主夫
3%

職業
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ユーザー属性
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どんなペットを飼っていますか？

54%

35%

4%

4%

1%

1%

1%

犬

猫

小動物*

鳥類

魚類

爬虫類

その他
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ひと月あたりペットの食費に使う

金額を教えてください。

12%

35%

29%

24%

2万円以上

1万円～2万円未満

3000円～5000円未満

3000円未満

26%

24%

16%

9%

5%

21%

ネット（ECサイト）

ホームセンター

ペットショップ

スーパー

動物病院

その他

ペットフードはどこで購入しますか？

読者アンケートより
調査期間：2022/2/23～2022/3/23
回答数：154

（* ウサギ、フェレット、ハムスターなど）



ユーザー属性
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車は所有していますか？ 所有している車のボディタイプを教えてください。

25%

18%

15%

14%

11%

9%

軽自動車

コンパクト

SUV

ステーションワゴン

ミニバン

セダン

クーペ・オープン

その他

所有している

82%

所有していない

12％
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読者アンケートより
調査期間：2022/2/23～2022/3/23
回答数：154



コンテンツ紹介
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犬と猫の輸血治療はどのように行われるの
か？…ドナーの確保が重要［インタビュー］

【保護猫ふくちゃんとの生活 vol.18】新しくお
迎えしたのはシャムの男の子！ ふくちゃんも

興味津々の初対面

https://reanimal.jp/article/2021/11
/28/3089.html

ペットに優しいクルマづくりを目指すトイファク
トリー【ジャパンキャンピングカーショー2022】

https://reanimal.jp/article/2022/02
/17/3504.html

https://reanimal.jp/article/2022/02
/22/3538.html

あまり知られていない犬猫の輸血・献血に
ついて、獣医師に伺ったインタビュー記事で
す。どのような病気の治療に輸血が必要に
なるのか、課題は何かに加え、ドナーの条
件・重要性も伝えています。

東京ビッグサイトで開催されたキャンピング
カーイベントにて、ペットオーナー向けの話
題をメインに取材しました。ペット同伴旅
行への親和性が高く、業界・読者共に
年々関心が高まっている分野です。

実際にペットを飼っているライターの連載コ
ラムを展開しています。日々の生活をベー
スに、楽しい話題や、共感できるエピソード、
飼い主の役に立つような情報を盛り込んだ
内容を提供しています。
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広告商品のご案内

AD menu
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ネイティブアド
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【作成フロー】

① ご要望に基づき、編集部で
原稿を作成致します。

② 作成した原稿の内容につい
てご確認頂きます。

③ 校了後、通常記事と同じ
フォーマットにて公開致しま
す。

④ 公開後はアーカイブされ、
通常記事と同様に保存さ
れます。

クライアントサイト
(LPページ)

タイトル

メイン
ビジュアル

本文

URL

広告商品詳細

掲載
期間

アーカイヴ

プラン ライト スタンダード プレミアム

料金 ¥450,000 ¥650,000 ¥1,000,000

PV 3,000想定 5,000保証 20,000保証

備考

◆記事下にご希望のURLを設置いたします。
◆掲載されたネイティブアドは、REANIMALのFacebookおよ

びTwitterにも各1回ずつ投稿されます。（無償）
◆PV保証達成まで、弊社他メディアを活用したテキスト広告

やプッシュ通知、外部アドネットワーク（popin etc）
を利用した送客を行います。

◆ライトはロケなし、スタンダード＆プレミアムはロケありのプラン
です。

◆二次利用（素材提供など）も可能です。料金はお問い合
わせください。

◆オプションとして他媒体への転載も可能です。
◆タイトルの右上に広告であることを表す【PR】マークを設置さ

せていただきます。
◆ネイティブADにつきましては、外部サイトへの配信は一切行

われません。
◆お見積りは、グロス・税抜です。



おすすめ企画案
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専門家や開発者の「声」を交えて記事化することで、信用性や共感性を高めた内容とします。
ペット飼育者や動物関心層に向けた、より有益な情報として訴求することが可能です。

①専門家インタビュー ②開発担当者インタビュー

訴求対象と、業界における
トレンドやユーザーの傾向を
掛け合わせて企画を考案。

記事の切り口と親和性が
高い専門家（ジャーナリス
ト、獣医師、ドッグトレー
ナーなど）をアサインして取
材／インタビュー記事を制
作・掲載。読者に対してよ
り説得力を持たせた訴求が
可能です。

訴求製品、またはサービス
を開発・企画した、担当者
にインタビューする企画。

訴求対象の裏側にいる人
の姿を明確にし、独自性を
アピール。開発にかける思
いや担当者からユーザーへ
のメッセージをストレートに
伝えることが可能です。

キーワード：説得力／客観性 キーワード：熱量／開発舞台
裏

専門家アサイン費：15万円（N）～
※人により費用が異なります。



おすすめ企画案
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イラスト/漫画化することで、より分かりやすく訴求することが可能です。

③イラスト企画

訴求製品またはサービスについて、日常生活のペット関連の悩みを解
消できるような内容のイラスト/漫画を制作。

動物の可愛さやストーリー性のある内容をイラストで表現することでよ
り目に留まりやすく、読者も通常の記事より即座に理解しやすい訴求
が可能です。

キーワード：ストーリー性

イラスト制作：10万円（N）～
※制作内容により費用が異なります。



タイアップ出稿事例
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企業名：住友化学園芸様
商材：植物うまれの殺虫剤
https://reanimal.jp/article/2021/05/24/2140.html

ペット（犬・猫、鳥類）にやさしい『植
物うまれの殺虫剤』の訴求事例です
100%天然由来であることや分解力の
スピードなどをポイントに、安心・安全な
商品であることを伝えました。

企業名：ソニーピクチャーズ様
商材：『ピーターラビット２／バーナバス
の誘惑』
https://reanimal.jp/article/2021/09/24/2753.html

本作の主役である”うさぎ”の特徴（飼い
主だけが知る可愛さや意外な一面）に
ついて紹介したうえで、映画のキャラクター
やストーリーの魅力を紹介しました。

企業名：ホンダアクセス様
商材：Honda Dog製品/サービス
https://reanimal.jp/article/2021/03/23/1824.html

ホンダ車の純正アクセサリーメーカーである
ホンダアクセスが展開する「Honda 
Dog」シリーズの開発者、橋冨加奈さん
に製品に込めた思いをインタビューしまし
た。

使用レビュー ご担当者インタビュー 動物の魅力×映画作品

https://reanimal.jp/article/2021/05/24/2140.html
https://reanimal.jp/article/2021/09/24/2753.html
https://reanimal.jp/article/2021/03/23/1824.html


Twitterブーストプラン
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ネイティブアド
タイアップページ

▲

広告商品詳細

MAX想定CPC ～￥165

最低出稿金額 ￥500,000～

ターゲティング例

属性 ・性別 ・年齢 ・地域

興味・関心

・ペット・動物関連アカウントをフォローしているユーザー

・ペット・動物情報系アカウントをフォローしているユー

ザー

・ペット関連キーワードを投稿しているユーザー

※ 想定imp/想定クリック数/想定CTRは、ご予算や実施時期、

ターゲティング内容、クリエイティブなどにより変動いたします。

※ セグメントはご希望に合わせて調整することも可能ですの、

ご相談ください。

※ 金額はネット価格で記載しております。ご注意ください。
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二次使用注意事項
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二次使用される場合は、以下項目のご承諾を前提としております。

１. 事前に二次使用掲載場所、及び掲載期間を必ずご教示ください。

２. 出演者、または執筆者の許諾が前提となります。

３. 出演者、または執筆者によっては二次使用、及び掲載期間が変動いたします。

４. 納品データに修正を加える際は、制作者または出演者、及び執筆者の許可が必要です。

５. 掲載場所の変更や追加、また掲載期間を延長される場合は、制作者または出演者、
及び執筆者の許可が必要です。

６. 一般参加者のプライバシー関するリストの譲渡は行っておりません。

７. 無断修正後の掲載事故やトラブルに関しては、弊社側は一切責任を追いません。

８. クレジットとして媒体名（引用：REANIMAL）の記載または媒体ロゴの掲載をお願いいたします。

2022年3月時点
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入稿規定・広告掲載規定・注意事項
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メールでの
お申し込み

掲載開始掲載可否
掲載開始日の

5営業日前までに入稿
申し込み確定空枠確認

◼ 掲載開始までの流れ

◼ お申し込みにあたって

• お申し込みを頂く前に、必ず当該商品・当該サービスの掲載可否確認のお問い合わせをお願い致します。

• 掲載可否の回答は、「可」「不可」のみでお答え致します。※掲載可否の理由につきましては、回答致しかねますのでご了承ください。

• お申し込み・ご入稿は弊社からの受領メールを持って、正式な受付とさせて頂きます。

弊社から受領メールをお送りしていない案件に関しましては、対応致しかねますので、予めご了承くださいませ。

• 仮押さえはご依頼いただいてから、5営業日とさせて頂きます。それまでにご連絡が無い場合、自動的に開放をさせて頂きます。

• お申し込みからご入稿までは、全てメールでのやり取りになります。

• 広告原稿は入稿後に弊社広告掲載規約及び制作規定による審査がございます。規定などに抵触する場合、修正をお願いすることがございます。

• 広告の仕様は、2022年3月現在のものであり、サイズ・容量などは変更になる場合がございます。

• 利用者や広告主のサービス向上を目的とした調査などを、広告メニューを活用して行う場合がございます。

• 競合・同載の調整は致しませんのでご了承ください。

◼ 入稿規定

• 広告原稿：各広告メニューをご参照下さい。

• 入稿締切日：掲載開始日の5営業日前までにご入稿ください。

• 入稿方法：Ｅメールで担当まで、添付ファイルにてご入稿ください。入稿確認後、受領メールをお送りいたします。

• リンク先について： 動作確認の関係上、掲載開始日の5日前までに指定のＵＲＬを立ち上げてください。

◼ 広告掲載規定

• 弊社が掲載に不適当と判断した場合、掲載をご遠慮頂く場合がございます。何卒ご了承ください。

◼ 注意事項

• 各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、お申込み前に必ずご確認下さい。

• 期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。

• 広告内容変更初日の午前10時から同日14時までの間および終了日23時59分から終了日翌日9時59分までの時間は掲載調整時間とし、

調整時間内での不具合につきましては責任を負いかねます。予めご了承ください。

• 火災、停電、天災地変等の不可抗力やシステムの定期的なメンテナンスのため、広告を掲載及び配信されない時間がございます。

その場合、月間48時間を超えない場合、また配信に関しては、24時間以内に配信された場合は免責といたしますので御了承ください。

• 当媒体資料・過去事例で使用しております画像データは、広告商品の説明・紹介、企画書作成、拡販資料としての利用目的に限定します。

また、画像はあくまでも他社の過去事例であることをご理解ください。同様のクリエイティブ、同様の素材を作成することはできません。

• 記載されている料金は税抜きの価格となっております。ご了承ください。
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イードマッピング・媒体一覧
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媒体名 取扱いニュースジャンル

Response 自動車

mirai.Response 自動車ビジネス

RBB TODAY IT・ビジネス

INSIDE 一般ゲーム（国内・スマホ）

ReseMom 教育・受験

CinemaCafe.net 映画

NEWS CAFE 生活情報ポータルサイト

Game Spark コアゲーム（海外・PC）

アニメ！アニメ！ アニメ

e燃費 燃費・環境

Diet Club ダイエット

GameBusiness.jp ゲーム

Push on! Mycar-life カー用品

Scan Net Security セキュリティ

Spyder7 エンタメ（男性向け）

CAR CARE PLUS 自動車（修理・メンテナンス）

マネーの達人 マネースキル

SeeingJapan 観光地情報
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ユーザー年齢 高

女
性
向
け

男
性
向
け

ユーザー年齢 低


