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TOCANA主催コラボイベント ～映画やドラマなど恐怖作品をTOCANA有名パネラーたちがイベントで語ります～

＜企画趣旨＞
テレビでは報道されない摩訶不思議なニュースを科学
的な妥当性だけを重視する一辺倒な報道ではなく、
様々な角度から検証し、知的好奇心を刺激すること
を目的としている「TOCANA」。この編集部が主催と
なり100名規模のトークイベントを開催します。
TOCANA出演有名人や連載人が登壇し、訴求作
品（映画・ドラマなど）に関連した摩訶不思議な体
験や出来事を語りつつ、作品に関連する描写やシー
ンをフォーカスして作品紹介をしていきます。

＜実施料金＞
￥1,000,000（税別）

＜保証形態＞
・イベント開催運営（YouTube生配信なども）
・開催告知記事配信（作品紹介含む）
・開催レポート記事配信（作品紹介含む）

＜準備進行＞
訴求作品と連動するテーマのトークイベントを編集部
で企画・構成します。内容に沿う有名人を編集部で
候補・選択します。イベント開催時に希望するPR項
目（トレーラー再生、会場ポスター貼付、チラシ配布、
ノベルティ制作など）をご提案下さいませ。

＜実施条件＞
・起用有名人によっては別途出演料をお願いする場
合がございます。
・イベント収益については弊社側となります。

＜お問合せ＞
株式会社サイゾー TOCANA編集部／広告部
お気軽にお問合せ下さいませ。

X-ファイルコラボイベント スケアリーストーリーズコラボイベント



編集長厳選 『TOCANA厳選映画評』 ～映画やドラマなど恐怖作品を編集長自らが紹介します～

＜企画趣旨＞
テレビでは報道されない摩訶不思議なニュースを科学
的な妥当性だけを重視する一辺倒な報道ではなく、
様々な角度から検証し、知的好奇心を刺激すること
を目的としている「TOCANA」。この編集部を束ねる
好奇心旺盛な編集長がご依頼いただいた作品を
隅々まで鑑賞し、数多くの見どころを読者へ伝える作
品紹介記事を特集として配信していきます。

＜掲載料金＞
￥50,000（税別）

＜保証形態＞
作品紹介記事配信（掲載保証）※PR表記あり

＜準備進行＞
訴求作品の映像データを事前に納品して下さい。
また、メインビジュアル・場面写真・文字資料・トレー
ラームービー（YouTubeなど）・リンクURLもお送り
下さい。納品いただきました作品を編集長自ら鑑賞し、
原稿執筆します。事前の原稿チェックを経て、記事配
信となります。

＜掲載条件＞
配信日時は平日（時間は編集部任せ）となります。

＜お問合せ＞
株式会社サイゾー 広告部



コンテンツ制作メニュー（原稿制作、LP制作、動画制作）

属性：エンタメ最新ニュース
名称：日刊サイゾー
表示：月間約1,200万PV
読者：男性50％／女性50％
対象：エンタメ全般、他

属性：女性向けエンタメ情報
名称：サイゾーウーマン
表示：月間約1,200万PV
読者：男性40％／女性60％
対象：暮らし、コスメ、通販、他

属性：経済・企業の最新情報
名称：ビジネスジャーナル
表示：月間約2,500万PV
読者：男性55％／女性45％
対象：ビジネス全般。お金、他

属性：男性向け大人ニュース
名称：メンズサイゾー
表示：月間約1,000万PV
読者：男性75％／女性25％
対象：アダルト関連全般、他

属性：摩訶不思議情報満載
名称：トカナ
表示：月間約1,800万PV
読者：男性50％／女性50％
対象：ホラー作品。通販、他

属性：正解のないWebマガジン
名称：ウェジー
表示：月間約900万PV
読者：男性20％／女性80％
対象：通販、美容、書籍、他

各種対応編集部

株式会社サイゾーには各メデイア制作に精通したプロの編集者が多く在籍しております。
連日、各分野や業界について良質なコンテンツを制作し、読者へ提供しております。
業界動向やトレンド発掘、ライフスタイルの最新ニュースやマニア向け情報など、幅広い分野で専門的な各メディアで活躍している編集者
より、顧客の有益な情報をご要望に基づいた「企画」「編集」を制作・提供させていただきます。
各編集部と連携している有識者や専門家を起用し、企画内容や記事広告に合わせて経験値の高いジャーナリストと専門のカメラマン、デ
ザイナーを準備することが可能です。
また、編集部に加えて「コンサルティング」「デザイン」「動画制作」も連携できますので、企画・編集からデザイン・配信までパッケージで対応
させていただきます。

＜コンテンツ制作対象内容＞

ホームページ上原稿、記事広告LP、商品LP、書籍、広報誌、会員誌、販促誌、交通機関の機内誌、学校法人広報紙、政府・自治体広報紙、他

■コンテンツ制作 ￥100,000（税別）～ ※原稿内容の企画立案や専門家の起用、複数頁の制作は金額について要相談

■LP制作デザイン ￥300,000（税別）～ ※複数頁の制作やSEO対策は金額について要相談

■動画制作編集 ￥300,000（税別）～ ※企画立案や特殊撮影、複雑な編集は金額について要相談



サイゾーパブリシティ（安価プレスリリース配信サービス）

配信先メディア

属性：エンタメ最新ニュース
名称：日刊サイゾー
表示：月間約1,200万PV
読者：男性50％／女性50％
対象：エンタメ全般、他

属性：女性向けエンタメ情報
名称：サイゾーウーマン
表示：月間約1,200万PV
読者：男性40％／女性60％
対象：暮らし、コスメ、通販、他

属性：経済・企業の最新情報
名称：ビジネスジャーナル
表示：月間約2,500万PV
読者：男性55％／女性45％
対象：ビジネス全般。お金、他

属性：男性向け大人ニュース
名称：メンズサイゾー
表示：月間約1,000万PV
読者：男性75％／女性25％
対象：アダルト関連全般、他

属性：摩訶不思議情報満載
名称：トカナ
表示：月間約1,800万PV
読者：男性50％／女性50％
対象：ホラー作品。通販、他

属性：正解のないWebマガジン
名称：ウェジー
表示：月間約900万PV
読者：男性20％／女性80％
対象：通販、美容、書籍、他

「サイゾーパブリシティ」は、企業のプレスリリースをサイゾーの展開するメ
ディアで「スピーディにお安く配信する」サービスです。

制作された原稿を各媒体の「プレスリリース」カテゴリーでそのまま配信い
たします。メディアに取り上げられるのを待つだけの既存のプレスリリース
サービスとも、制作に費用も時間もかかる記事広告とも異なる新たなア
プローチとしてご活用ください。
配信料を頂戴することで、出したいメディアで確実に情報配信できます。

ジャンル、対象のターゲット層ごとに多方面にメディアを展開する弊社な
らではの「サイゾーパブリシティ」、お申込みをお待ちしています。

【掲載料】
1記事1媒体：50,000円（税別）

お申込みは下記URLからお願いします。
https://cyzo.co.jp/publicity/



WHAT’S TOCANA？

？ ？ ？ ホ ン ト か な ？ ？ ？

「都市伝説」「世界遺産」「パワースポット」「古代遺跡」「生物界の神秘」「非
科学的事件の真相」「名画に隠された秘密」「深海生物の謎」・・・・・・、世界
中の不思議な事件やニュース、人間・生物たちの生命の神秘、化学的に解明できな
い・されない謎、など、『ホントかな？』………と知りたく・探りたく・調べたく
なるニュースを、知的好奇心の塊なあなたへお届けするのが『TOCANA』（トカ
ナ）です。一般的な不思議ニュースだけでなく、最新のサイエンステクノロジーを
紹介したり、メディアでは報道されない事象を「民俗学・社会学・数学・物理学」
など、様々な視点から検証し、知的好奇心をさらに刺激することを目的とした“イン
テリジェンスニュースメディア”です。



ARTICLES

（division 1）国内 知的ニュースの裏側、陰謀社会学、歴史・民俗、宗教学、場所地域、人物など

（division 2）海外 フリーメイソン、歴史、宗教、事件、人物など

（division 3）自然 動植物～人類の不思議、物理学・科学・数学の知的ニュース

（division 4）異次元 怪談、秘境・廃墟、占い、心霊スポット

（division 5）宇宙 惑星、衛星、月、太陽、NASA、JAXA、未確認飛行物体、未確認生命体

（division 6）芸術 話題性ある掘り出し物アートや神秘的な作品、芸術的映画の紹介・解説

（division 7）芸能 話題の驚き芸能ニュース、話題・トレンドを紹介



USER DATA
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USER DATA

【趣味】

・映像コンテンツ鑑賞（映画、Blu-ray、DVD、動画サイト、他）
例：アウトブレイク、ボルケーノ、インビジブル、ツイン・ピークス、フェノミナ、バイオハザード、ザ・フライ、ジョーズ、

スタートレック、アバター、エイリアン、ポルターガイスト、エクソシスト、チャイルド・プレイ、シックス・センス、ブレア・ウィッチ・プロジェクト、
パラノーマル・アクティビティ、羊たちの沈黙、エルム街の悪夢、13日の金曜日、ジェラシックパーク、ザ・リング、呪怨、仄暗い水の底、悪の教典、告白、
黄泉がえり、ストロベリーナイト、他

・ゲーム、ソーシャル
例：メタルギアソリッド、アサシンクリード、バイオハザード、トゥームレイダー、BioShock、東京ジャングル、ロリポップチェーンソー、かまいたちの夜、弟切草、

428 封鎖された渋谷で、魔法使いと黒猫のウィズ、アヴァロンの騎士、他

・博物館、科学館、美術館巡り
例：日本科学未来館、国立科学博物館、目黒寄生虫館、恐竜博物館、他

・読書
作家：スティーブン・キング、ウィリアム・アイリッシュ、トーマス・ハリス、星新一、誉田哲也、湊かなえ、東野圭吾、伊坂幸太郎、金沢伸明、 落合尚之、栗原正尚、

山本英夫、松本光司、竹谷州史、田島昭宇、他

・占い
タロット、姓名判断、電話占い、他

・デジタル家電
例：5.1chホームシアター、ミラーレス一眼、ロボット掃除機、Kindle、iPad、Surface、PS Vita、NINTENDO 3DS、他

好きなTV番組



SITE IMAGE

BANNER

BANNER

動画コンテンツ

最新記事

ペイドパブ

注目記事

オススメ記事

「見やすい」「わかりやすい」画像とニュースの大型表示と動画コンテンツも配信しています。



MANAGEMENT

「日刊サイゾー」を始めとするサイゾー運営各メディアへの記事配信、また、当メディアのコンテンツ外部配信先として
「Infoseek」「MSN」「BIGLOBE」「Excite」「Smart News」へ記事配信を展開中です。 さらに、「Twitter／約10,000（フォ
ロワー）」、「Facebook／20,000（ いいね！）」など、SNSを利用した拡散で多くの読者を（ユーザー）を集めています。



AD menu BANNER For PC

スーパー

レクタングル
「A」

レクタングル
「B」【注意事項】

・入稿締切日は掲載開始日の5営業日前までにご入稿下さい。
・クリエイティブにローテーションは2つまでとなります。※同時入稿必須
・掲載途中におけるクリエイティブやリンク先URLの変更はお受けできません。

スーパー（1枠）

掲載料金 ￥200,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定imp／1,000,000
想定CTR／0.09～0.12%
サイズ／728×90ピクセル、30Kb（gif.jpg）／40KB（fla）

レクタングル「A」（1枠）

掲載料金 ￥100,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定imp／1,000,000
想定CTR／0.0８～0.1%
サイズ／350×250ピクセル、40Kb（gif.jpg）／40KB（fla）

レクタングル「B」（1枠）

掲載料金 ￥100,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定imp／1,000,000想定CTR／0.0７～0.12%
サイズ／350×250ピクセル、40Kb（gif.jpg）／40KB（fla）



AD menu Paid publicity For PC＆SP

ペイドパブ（1本）

・掲載料金 ￥300,000（税別）
※1万imp保障（保証impに到達するまで誘導枠に表示致します）

＜備考＞
・一般記事と同様に配信されます。
・記事制作は編集部でおこないます。
・事前の記事校正（チェック）をおこないます。
・掲載は平日営業日のみ対応します。
・スマートフォン版でも同様に掲載されます。
・その他、動画の作成も可能です。お問い合わせ下さい。

オススメ記事（１週間）

･掲載料金 ¥100,000（税別）
〈備考〉
･記事の更新によって掲載位置の下がってきた記事を追いかけ
オススメの最新記事として露出します。

【注意事項】

・記事閲覧数の想定値はわかりません。
・記事内からのリンク先URLへの計測は弊社でおこなっておりません。
・掲載後のレポート（記事閲覧数提示）は可能です。
・見出しか本文中に【PR】が入ります。

ペイドパブ

オススメ記事



AD menu BANNER For Smart Phone

・入稿締切日は掲載開始日の5営業日前までにご入稿下さい。
・クリエイティブ（アニメGIF可）にローテーションは3つまでとなります。※同時入稿必須
・掲載途中におけるクリエイティブやリンク先URLの変更はお受けできません。

■ヘッダ（1枠）
掲載料金 ￥300,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定CTR／0.10～0.12%
想定imp／3,000,000

サイズ／左右320×天地100ピクセル、ピクチャー（gif）30kb
以内

■ミドル（1枠）
掲載料金 ￥300,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定CTR／0.12～0.15%
想定imp／3,000,000
サイズ／天地320×左右100ピクセル、ピクチャー（gif）

30kb以内

■フッタ（1枠）
掲載料金 ￥200,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定CTR／0.08～0.10%
想定imp／3,000,000
サイズ／左右320×250ピクセル、ピクチャー（gif）40kb以

内

■レクタングル（1枠）
掲載料金 ￥150,000（税別）
掲載期間／4週間（月曜日～翌々日曜日）
想定imp／3,000,000
想定CTR／0.07～0.9%
サイズ／左右300×天地250ピクセル、ピクチャー（gif）

40kb以内

ヘッダ
ミドル

フッタ

レクタングル

SOLD OUT



AD menu BANNER For Smart Phone

・入稿締切日は掲載開始日の5営業日前までにご入稿下さい。
・掲載途中におけるクリエイティブやリンク先URLの変更はお受けできません。

■サムネイル+テキスト
掲載料金 ¥300,000 （税別）
掲載期間 4週間
想定imp/ 3,000,000
サイズ/  270×204ピクセル
テキスト/ 40文字以内
表示量/ 3 種類ピクチャ＆テキストローテーション可能

あああああああ
あああああああ

サムネイル+テキスト



Rules

1 swfファイル

2 flaファイル 設定確認用

3 gifファイル （代替用）

4 html

5 1フレーム目最大容量

6 2フレーム目以降バンド幅

flaファイル

swfファイル

1

2

3

4

説明

禁止事項

アクションスクリプトバージョン

フォント

背景色指定

背景レイヤー指定

アニメーション

ボタン設定

パブリッシュ時指定項目

フレームレートについて(FPS)

音声 1

音声のデフォルト設定

※音声使用が可の場合のみ
2

Flash内動画の使用 1

音声圧縮指定

※Flash内動画使用可の場合のみ
2

リンク先URL数 1本 （リンク先URLは別途入稿メール内で指定）

点滅の制限

同時掲載本数

原稿差替

ALT 代替Gif

OS

ブラウザ

プラグイン FLASH6以上

透明ボタンを作成のこと。

指定なし

可※動画のロード等に際して、アクションスクリプトを使用する場合は、あらかじめご連絡下さい。

デフォルト再生オフ　※ボタン必須　※SWFファイルの容量は50KB以内とする。

注意）動画を使用する場合、admissionへの登録が必須となります。

OFF

15fps以下

IE5.0以上

マウスを外して5秒以内に停止 ループ不可

有：バックグランドカラーはレイヤーに指定すること 

原則１本

原則禁止

指定不可

指定ファイル形式：MP3

Flash内の音声使用可　※ボタン必須　※SWFファイルの容量は50KB以内とする。

注意）音声使用の場合JASRACの楽曲登録確認が必要となります。

点滅は原則不可

有：背景色はデフォルト（白）を指定

アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているかの説明をしてください。再度プログラムの変更を依頼することがあります。

秒数指定なし ループ不可

15秒以内ループ可。

2.0まで

デバイスフォントは使用不可。全てのフォントは必ずシェイプに変換すること。

外部ファイルの読み込み処理　／　外部サーバーとの通信処理　／　ユーザー環境情報の取得更新

処理　／　ユーザーのクリックアクション以外の行動を取得する処理　／　外部機器の使用が必要
になる処理　／　過度にCPUに負荷のかかる処理　／　ActionScriptで「LoadMovie」

「LoadVariable」の使用　／　タイムライン上でActionScript「getURL」の使用

入稿ファイルのバージョン
FLASH CS4まで

各メニューのレギュレーションに準ずる

各メニューのレギュレーションに準ずる

20KB以内

14300B/s以内

必要ございません。
原稿ファイル

大文字小文字の差異が無いように記述してください。

FLASH CS4まで

「GetURL」の設定

一番上のレイヤーに透明ボタンを作成し、ボタン上に以下のAction Scriptを記述する。

on (release) {if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {getURL(clickTAG,"_blank");}}
※"http:"部分はこのままで、URLは入力しないようご注意ください。

掲載環境（右記環境での表示を保証するものではあ

りません）＊JavaScript ON

Windows

変数は「送信しない」を指定

「ボタンを離す」チェックボタンにチェック

アクションスクリプト

オンマウスアクション/

オフマウスアクション



ARTICLES

●広告掲載基準

広告掲載につきましては、掲載審査をさせていただいております。以下の項目に関連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（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、ダイヤルＱ２、在宅ワーク、ねずみ講、ネットワークビジネス、
アダルトグッズ、風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系）などについては、掲載をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。
詳しくは、広告部営業担当までお問い合わせ下さいませ。

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、公正競争規約に違反、又は、その恐れがあるもの。
3. 許可・認可の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、又は、虚偽であるもの。
5. 編集コンテンツに似せた原稿内容（クリエイティブ）であるもの。
6. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生省が承認していないもの。
7. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定、又は、美化するもの。犯罪行為を誘発する恐れのあるもの。
8. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの。
9. 醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感、又は、不快感を与える恐れのあるもの。
10. 商標権、著作権等の知的財産権を侵害する恐れのあるもの。
11. 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害の恐れのあるもの。
12. 非科学的、又は、迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与える恐れのあるもの。
13. 詐欺的、又は、健全性を欠いた経済行為に係るもの。
14. 宗教団体の勧誘、又は、布教活動の係るもの。
15. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの。
16. 選挙の事前運動、選挙運動、又は、これらに類似する行為、及び、公職選挙法に抵触する恐れのあるもの。
17. その他、広告掲載管理者が不適切だと判断したもの。

●免責事項

1. 当社の原因によらない停電・天災などの不可抗力、各通信会社・各プロパイダ会社・各データセンター側の都合、システムメンテナンス、
保守点検を行う場合、その他の原因により、本広告が掲載されずに広告主様に損害が生じたとしても、当社は一切の責任は負わず、
免責されるものとする。

2. メールソフト・ブラウザなどによっては、文字化けが生じ、正常に表示されない場合があります。これが原因となり、広告主様に損害が
生じた場合、当社は一切責任を負わず、免責されるものとする。

●お申込・ご入稿・お問い合わせについて

【お問い合わせ・掲載可否・お申込みメールアドレス】yamashita@cyzo.com 担当：山下

mailto:yamashita@cyzo.com
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