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（代理店様用）

2023年4月〜6月版
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Mission

人に変化を、世界に想像力を。

Inspire people to fill the world with   imagination.

　CINRAは2003年に創業し、インターネットを軸に自社メディアの企画運営、

Webサイトや広告の企画・制作、イベント企画、動画制作など

多岐にわたる事業を展開してきました。

その中で一貫して大切にしてきたことは、「人に変化を届けること」。

あらゆるジャンル、業界、そして国境などの枠組を超えて、

人をインスパイアする「出会い」をつくってきました。

それを可能にするのは、編集力、企画力など、

これまでCINRAが培ってきた創造性です。

一つひとつのプロジェクトに眠る意思に耳をすませ、

それを多くの人に届け、世界をつないでいく。

それがCINRAのミッションです。
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メディア「CINRA」とは？

芸術文化をルーツとするメディアブランド。一人ひとり

の情熱や違和感、問題意識に耳を澄ませ、社会や文

化に好奇心を抱く人に向けて、思いを媒介するメディ

ア。2021年にフルリニューアル。

CINRAとは？

ABOUT CINRA
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数字でみるCINRA
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 サイトアクセス（月間）

PV  

ソーシャルネットワーク

万  500

UU
万  200

Twitter LINE
100

万 PV

400
万 PV

110,000
43,000

160,000
フォロワー

45,000
いいね

280,000
ユーザー

Instagram

10,000
フォロワー

YouTube

10,000
フォロワー

Facebook

43,000
45,000

いいね
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ユーザー属性

興味関心

買い物の価値観
6.2%

4.6%

性別

年齢層

◉男女比は半々。
◉年齢は25-44歳が全体の6割弱で最近は10代も増加傾向にあり、幅広く年代をカバー。
◉カルチャー、エンタメ、サステナビリティへの関心が強い。
◉4割以上のユーザーが商品のストーリーや製作過程を重視して買い物している。

※2021年10月〜2022年3月
CINRAアクセス分析＋読者アンケート
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CINRA読者アンケート結果
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ライブや映画を観に行ったり、社会課題に関心をもっ
て調べてみたりするなど、 CINRAで発信している情報
をきっかけに行動しています。

※CINRA読者アンケート
回答者数：約200人（ファンだけでなく初めてCINRAで記事を読んだ方にも回答をいただいております。）取得期間：2022年9月〜2022年10月

CINRAは行動を促すメディアで、
ソーシャルアクティブなユーザーが集まっています

2人に1人以上

環境問題や差別、貧困など、社会課題に対して何
らかのアクションを起こしている。
例：フードロスをなくす、フェアトレードの商品を買
う、アニマルライツを守る、エアコンの使用過多に
注意する、等。

81%
SNSやブログでの発信頻度。能動的な発信者が
多い。

1-3日に1回以上
社会問題に対するアクション率 SNSでの情報発信頻度

CINRAの情報をきっかけに行動している人
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CINRA読者アンケート結果
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CINRAは多様な人々の声に耳を傾け
想像力を拡張する「対話」を生む場所です

73%
7割以上のユーザーが、友人や家族な
どといった周囲の人と社会課題や政
治について議論しています。

Twitterでもさまざまな記事がシェア・拡
散・リツイートされ、
コンテンツが沈黙を破り、新たな「対
話」を生み出します。

周囲の人と社会問題や政治について議論する
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CINRA読者アンケート結果
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※ 総務省｜令和3年版 情報通信白書｜メディアに対する信頼

　

そのような読者たちが、CINRAを
メディアとして信頼しています

CINRAの情報は信頼できるものだと思い
ますか？という質問に対し、 96.4%が「は
い」と回答。

専門情報サイトに対する信頼度平均値は
45.3%(※)で、比較しても圧倒的にメディ
アとしての信頼度合いが高いことがわか
る。

インターネット上で不確実な情報が飽和し
ている中、これだけ多くの人が信頼できる
と回答してくれている。

▼コメント一部抜粋

・記事やインタビューから誠実さが伺える　

・SNSに散乱している情報を集めて記事が多い中、キチンと筆者が想い分析で書き

上げられ、そこに繋がる公式サイトの活用方法も的確で気持ち良いです

・品を保ち権威や流行に流されない 独自の記事

・いわゆる「カルチャー通」の外にも届く 発信。

・ずっとみている好きなメディア、 理念が好き。

・社会的なメッセージ性のある記事が好きです。

・実はあまり知らなかったメディアですが、 とにかく文章がいい。感動しました

・他のwebメディアに比べてフラットな印象を受けるところが気に入っている。アーティ

ストへのインタビューもきちんと掘り下げられていて 本当に知りたかった事を書いてく

れているので信頼しているし、面白い 。

・他のメディア記事のコピペを掲載することはない 信頼感がある。また、記事が記名で

あることも信頼できる。

・記事に憶測や嘘や誇張が全くなく 事実に基づいたことだけが書いてある のに引き込

まれた。

96%
CINRAの情報は信頼できると回答

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd125220.html#:~:text=%EF%BC%882%EF%BC%89%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BF%A1%E9%A0%BC&text=%E3%80%8C%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E6%80%A7%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%84%E3%80%82
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サイトコンテンツのご紹介
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2

3

時間とともに掲載位置
が下がっていきます

2

3

おすすめ

What’s happening now

Special Feature

コラムやインタビュー、レポートなど読み応えのある記事コンテンツや、時

事記事（briefing）、PR記事の中から編集部がおすすめする記事を掲載。

1

4 Series

速報性の高い情報を、要点をまとめたサマリー形式で紹介。

3ヶ月に1回更新される特集コンテンツ。1つのテーマを様々な角度から掘り

下げ、10本前後の記事で構成。ビジュアル訴求にも力をいれ、サイトから

独立したリッチページ仕様。

多数の記事からなる連載コーナー。1つの記事だけでは伝えきれない本質

的なメッセージを、文脈を作りながら読者に届けます。
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実績紹介

社会のさまざまな課題や事象に目を向けながら、

アーティストやサービス、プロダクト、企業、地域などあ

らゆるアクションを独自の切り口で紹介

CASE STUDIES



11

VOLVO様

オードリー若林「生きづらさ」の答え。あるべ

き論から自由になる

PR記事（過去ヒット記事） 
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事例紹介

ジャンルや有名・無名を問わず、「話題」「感動」を生む記事作りで

平均1万PVを超えるアクセスを記録

シェア

11000
PV

40万
シェア

 600
PV

 4万

UMAA様

谷川俊太郎×DECO*27対談 「詩はいつでも

歌に憧れてる」

『アウトレイジ  ビヨンド』様 ソニー・ミュージックレーベルズ様

東京国立近代美術館様

北野武が語る「暴力の時代」 菅田将暉が語る、芸術文化への問題意識。

米津らと共有する価値観

二階堂ふみと行くアートの世界『映画をめぐ

る美術』展

シェア

3000
PV

17万
シェア

9100
PV

 30万
シェア

 2000
PV

 8万

Nature Tokyo Experience様

「DASH村」はTOKIOをどう変えた？  番組プ

ロデューサーに訊く

シェア

6900
PV

40万

シェア PV
 20万

キョードー東京インターナショナル

ポール・マッカートニーが日本で語る、感受

性豊かな若い人たちへ

 7300

VOLVO様

戸田真琴と性を考える  セックスはいつまで

も、薄暗いものじゃない

シェア PV
 20万3300
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ご要望によって、CINRAと親和性の高い
クリエイターや文化人をキャスティングした特集記事を制作。
広告主様の作品や商材のブランディングをサポートします。

キャスティング実績

12

記事出演

又吉直樹、是枝裕和、みうらじゅん、犬山紙子、ジェーン・スー、

折坂悠太、SIRUP、あっこゴリラ、長岡亮介、最果タヒ、浅野いに

お、いとうせいこう、小谷実由、辻愛沙子、戸田真琴、半田悠人、

和田彩花、野田クリスタル、、SKY-HI、CHAI、宮藤官九郎、常田

大希、谷川俊太郎、細田守、浦沢直樹、森山未來、池松壮亮、

松坂桃李、リリー・フランキー、松虫あられ

イベント・キャンペーン

角舘健悟（Yogee New Waves）、のん、茂木健一郎、川上未映

子、バービー、コムアイ、オードリー・タン、坂 口 恭 平、カズレー

ザー、後藤正文、Chara、ゆうこす、SIRUP、CHAI、大森靖子、

曽我部恵一、cero、カネコアヤノ、 New Waves、KID 

FRESINO、高木正勝、能町みね子、津田大介、ハローキティ、

瀧川鯉八、会田誠、和田彩花、青葉市子、あっこゴリラ、内沼晋

太郎、たなかみさき

後藤正文 浅野いにお あっこゴリラ 能町みね子 みうらじゅん和田彩花

事例紹介
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日本サムスン様

「Galaxy S7 edge」

PR記事（業種別実績）

13

事例紹介

製品、サービス、観光、商業施設、地方創生など

幅広いジャンルで実績を持つ

ロート製薬様

「肌ラボ  極潤」

共同PR株式会社様

Amazon Music

自虐から自信へ。ゆりやんレトリィバァから

考える、女芸人の今

セカオワの海外進出「 End of the World」が
Amazon Musicと組むわけ

ソニー・マーケティング様

「ウォークマン®A30シリーズ」

Women’s Health Action様
『わたしたちのヘルシー  』

ceroが邦楽を熱く語る  70年代から現在まで

オススメの11曲とは？
PMSや妊活、生殖のことを知り、話し合う。

犬山紙子、和田彩花も登壇

ぷよぷよの開発者・米光一成のスマホゲー

ム進化論

製品 通信機器メーカー

Airbnb様
「THE LIVE HOUSE」

Awesome City Clubが観客6名の超限定ラ

イブ＆  Airbnbの旅体験

伊勢丹様

「Discover Shinjuku Deep Culture」

吉澤嘉代子×文月悠光が新宿の若手文壇

バーで語る「言葉」の力

サービス 商業施設

SDGs

医薬・化粧品 サービス

静岡県島田市様

後藤正文が語る「もう都会に住む必要はな

い」 故郷・島田の思い出

地方創生
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広告掲載企業・団体様（敬称略）

14

事例紹介

サービス

Netflix
Amazon Prime
KDDI
ローソン

Spotify
LINE MUSIC
DMM
WOWOW
スペースシャワーTV
MTV Networks Japan

商業施設・スペース

プロダクト

ソニー・ミュージック

エイベックス

ユニバーサルミュージック

ワーナーミュージック

ワーナー・ブラザーズ

ポニーキャニオン

松竹

アミューズ

吉本興行

KIRIN
サッポロビール

サントリー

REDBULL
ヤマハ

LIXIL
BOSE
ワコム

JT
FRISK

東急

PARCO
伊勢丹

ルミネ

丸井

ルクア大阪

スパイラル

銀座ソニーパーク

渋谷モディ

コニカミノルタ

文化庁

国際交流基金

国境なき医師団

東京都歴史文化財団

日本芸術文化振興会

横浜市

多摩市

北九州市

アーツカウンシル東京

カルチャー・エンターテイメント

行政・観光・教育

電通

博報堂

ADK
読売広告社

ジェイアール東日本企画

DAC
CCI
東急エージェンシー

マッキャンエリクソン

ムサシノ広告社

広告代理店・PR

文化庁メディア芸術祭

グッドデザイン賞

横浜トリエンナーレ

アートフェア東京

大地の芸術祭

サンリオピューロランド

ギャガ

SUMMER SONIC
VIVA LA ROCK

CAMPFIRE
サイバーエージェント

エフエム東京

イープラス

ぴあ

Peatix
Airbnb
レコチョク

ZAIKO
minne

JAXA
日本遺産 村上海賊

武蔵野美術大学

多摩美術大学

京都精華大学

デジタルハリウッド

バンタン

日本デザイン振興会

渋谷未来デザイン

フィンランド政府観光局

金沢21世紀美術館

東京都写真美術館

東京都現代美術館

横浜美術館

国立新美術館

資生堂ギャラリー

山口情報芸術センター

KAAT神奈川芸術劇場

東京芸術劇場

東京国際フォーラム

Honda
Volvo
Galaxy（SAMSUNG）

講談社

マガジンハウス

資生堂

ロート製薬

ワコール

スクウェア・エニックス

マウスコンピューター

ベクトル

共同ピーアール

サニーサイドアップ

オズマピーアール

読売エージェンシー

PR TIMES
日本経済社

JR西日本コミュニケーション

ズ

ビルコム
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2022年下半期人気記事top8

カルチャーを社会的な切り口から読み解く記事や、
通常のメディアでは取り上げられない裏側の物語を掘り下げる記事が人気。

※2022年10月〜2023年3月CINRA記事ランキング

＜漫画×企業＞ ＜ドラマ×アクセシビリティ＞

＜ファッション×アイドル＞

＜音楽×歴史＞

＜漫画×アイデンティティー＞ ＜民俗文化×ルッキズム＞ ＜ドラマ×ドラッグビジネス＞

＜映画×民俗学＞
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広告枠のご案内

記事広告やバナーを中心に

クライアント様と読者の気持ちを繋ぐ

お手伝いを致します

ADVERTISING
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CINRAで用意しているソリューション

B:Breaking Boundary

蛸壺化したカルチャー間の分断を越境する。思
考の深度を深めるきっかけを作る。

おすすめ：文化芸術全般企業・団体・施設

culture social

継
続

単
発

A:Arts & Social

訴求テーマを人々が興味をもつテーマと掛け合
わせ、トリガーを増やす。

おすすめ：一般企業、新規事業会社

C:Context Connection

訴求テーマを個人の文脈と接続し、継続的な発
信を通してタッチポイントを増やす。

おすすめ：一般企業、地方自治体、社会貢献事
業会社

3パターン用意しており、それぞれお値引きしてプランをご用意しております。

タ
イ
ム
ラ
イ
ン

カテゴリー

※継続的な発信が重要なので、メディアプラン
ではご用意がございません。単発のワーク
ショップメニューはございますのでご相談くださ
い。
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CINRAで用意しているソリューション

B:Breaking Boundary

蛸壺化したカルチャー間の分断を越境する。思
考の深度を深めるきっかけを作る。

おすすめ：文化芸術全般企業・団体・施設

culture social

継
続

単
発

A:Arts & Social

訴求テーマを人々が興味をもつテーマと掛け合
わせ、トリガーを増やす。

おすすめ：一般企業、新規事業会社

C:Context Connection

訴求テーマを個人の文脈と接続し、継続的な発
信を通してタッチポイントを増やす。

おすすめ：一般企業、地方自治体、社会貢献事
業会社

タ
イ
ム
ラ
イ
ン

カテゴリー

※継続的な発信が重要なので、メディアプラン
ではご用意がございません。単発のワーク
ショップメニューはございますのでご相談くださ
い。

・取り組みがマンネリ化しており、売上が停
滞している
・間口を広げ、ターゲットが自分ごと化しやす
くなるような文脈を作りたい

・文化芸術事業を推進しているが、ターゲッ
トが固定化し広がりが見えない
・ターゲットとの深く持続的なコミュニケーショ
ンをとっていきたい

・ソーシャルアクションにおいてイメージ訴求
しかできていない
・何をどのように対外的に発信したらいいの
かわからないので文脈の深掘りをしたい

この中で、あてはまる課題感はございますでしょうか？
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package A

   　A Arts & Social
▼目的

キャンペーンが貴社のプロダクトドメインやサービスドメインを超えて、

多くのひとの興味関心に結びつけるトリガーを作り間口を広げる。

認知 興味喚起 共感深化

300
万円

600
万円

1,000
万円

SNS バナー イベント・動画 記事

①イベント告知（獲得特化：10万
click）

②記事拡散（PV特化）

SPヘッダーバナー（1ヶ月：40万imp）
SPスクエアバナー（1ヶ月：30万imp）

広いターゲット向けのカルチャー・ソー

シャル要素を掛け合わせたイベント
記事1本（10000PV）

190万円 64万円 700万円 100万円

①動画拡散（視聴特化：6.5万click）
②記事拡散（PV特化）

SPヘッダーバナー（2週間：20万imp）
SPスクエアバナー（2週間：15万imp）

ドラマ形式プロモーション映像 記事1本（7500PV）

120万円 32万円 400万円 75万円

①動画拡散（視聴特化：2.6万click）
②記事拡散（PV特化）

SPヘッダーバナー（2週間：20万PV） コンセプトムービー 記事1本（5000PV）

50万円 20万円 200万円 50万円

※イベント・動画・ Podcastの事例はあくまでもイメージで、
制作規模や出し戻しの回数に応じてお見積りは変動します。

※マージンは各メニュー制作費の 15%となります。制作物により
異なるため、詳細はお見積り時にご案内します。

https://www.cinra.co.jp/work/sns
https://www.cinra.co.jp/work/sns
https://www.youtube.com/watch?v=gZ3qNkRHbXs
https://www.youtube.com/watch?v=oWLIykNwEP8&t=1s
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事例

森美術館様

20

予算規模：300万

ヨコハマトリエンナーレ2020
インタビュー映像と
タイアップ記事シリーズ制作

ABOUT :
ヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOWー光の破片をつかまえる」の告知

施策として、映像制作とインタビュー記事を3本制作。

文筆家・イラストレーターの能町みね子、ラッパーのなみちえ、DJのLicaxxx、
アーティストのコムアイ、学者ドミニク・チェンなどさまざまな分野で最前線で活躍

されている方をアサインし、それぞれの視点で展示をみてまわる。アートの根源

に存在する社会に対する問題提起に着目し展示を掘り下げた。

▼映像

・『ヨコハマトリエンナーレ2020「AFTERGLOWー光の破片をつかまえる」』能町

みね子インタビュー

▼記事

・コムアイ×ドミニク・チェン ヨコトリで考える孤立と共生の感覚 | CINRA
・Licaxxxとなみちえが『ヨコトリ』を通して向き合う「毒的」なもの | CINRA
・能町みね子が『ヨコトリ』で考えた、わからない物事との対峙 | CINRA

森美術館様

Output :
インタビュー映像制作、タイアップ記事3本

https://www.youtube.com/watch?v=Cr61qckOQkA
https://www.youtube.com/watch?v=Cr61qckOQkA
https://www.cinra.net/article/interview-202008-komidominick_myhrt
https://www.cinra.net/article/interview-202008-licaxxxnamichie_kawrk
https://www.cinra.net/article/interview-202009-nomachimineko_kngsh
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package B

   　B Breaking Boundary
▼目的

特定のカルチャーファンにしかアプローチができていない取り組みのリーチの限界

を解除する。

認知 興味喚起 共感深化

300
万円

600
万円

1,000
万円

SNS バナー イベント・動画 記事

①イベント告知（獲得目的：約1.4万
click）

②記事拡散（PV目的）

SPヘッダーバナー（1ヶ月：40万imp）
SPスクエアバナー（1ヶ月：30万imp）

異文化・異分野を融合し、体験を促す

イベント
イベントレポート記事（30000PV）

90万円 64万円 700万円 200万円

①Podcast拡散（視聴目的：約1.2万
click）

②記事拡散（PV目的）

SPヘッダーバナー（2週間：20万PV）

異文化・異分野を融合し掘り下げる6
本の番組

(e.g. アート×お笑い、映画×民俗学、

音楽×漫画 etc)

連載記事4本（7500PV×4）

80万円 20万円 250万円 280万円

①動画拡散（視聴目的：約4000click）
②記事拡散（PV目的）

SPヘッダーバナー（2週間：20万PV） インタビュー動画2本 記事1本（7500PV）

25万円 20万円 200万円 75万円

※イベント・動画・ Podcastの事例はあくまでもイメージで、
制作規模や出し戻しの回数に応じてお見積りは変動します。

※マージンは各メニュー制作費の 15%となります。制作物により
異なるため、詳細はお見積り時にご案内します。

https://www.cinra.co.jp/work/expop
https://www.cinra.co.jp/work/expop
https://www.cinra.co.jp/work/hillslifedaily_podcast
https://www.cinra.co.jp/work/hillslifedaily_podcast
https://www.cinra.co.jp/work/hillslifedaily_podcast
https://www.cinra.co.jp/work/hillslifedaily_podcast
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZwkK94RIa9B7JMjTcBw-sEYcLg-rFDhs
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事例

ポーラ美術館様

22

予算非公開

「ピカソ 青の時代を超えて」
美術館おしゃべりガイド制作と
プロモーション施策

ABOUT :
若年層の来館促進を狙い、チョコレートプラネットのお二人をアサイン。美術に詳しい長

田さん・はこね親善大使の松尾さんが、ポーラ美術館学芸員と作品を前にそれぞれの

視点でおしゃべりする、音声ガイドならぬ「おしゃべりガイド」を制作。チョコレートプラ

ネットと「青の時代」を掘り下げることで、ピカソ作品に対する「複雑で難しい」という世間

の印象から離れ、新鮮でユーモアのある視点から入ることにより、若年層も親しみを感

じられるコンテンツに。「アート」と「お笑い」という、対局にあるようなカルチャーを融合

することで間口を拡大し、美術館来館者層も広がった。

また、CINRAオリジナルの人気連載「美術のトラちゃん」とコラボし、タイアップ記事と

Instagramストーリーズ広告も制作・運用することで、新規ターゲットのみならず、既存

のアート関心層にもアプローチできた。

▼Podcast
・展示期間限定配信

▼ストーリーズ広告

・ポーラ美術館「ピカソ 青の時代を超えて」× 美術のトラちゃん

▼記事

・トラちゃんたち、ポーラ美術館へ行く。パピヨン本田が描くピカソの「ブルーピリオド」 | 
CINRA

ポーラ美術館  様

Output :
音声番組制作、タイアップ記事、

Instagramストーリーズ広告制作・広告運用、PR

https://youtu.be/N3dJyOYfEH8
https://www.cinra.net/article/202208-torachanpolamuseum_htrmm
https://www.cinra.net/article/202208-torachanpolamuseum_htrmm
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package C

   　C Context Connection
▼目的

社会課題への取り組みの背景を深堀りし、人々の日常の一部に接続し、一過性の

取り組みにせず持続的で丁寧な情報発信をして文脈を作る。

認知 興味喚起 共感深化

300
万円

600
万円

1,000
万円

SNS バナー イベント・動画 記事

①イベント告知（獲得目的：約1.8万
click）

②記事拡散（PV目的）

SPヘッダーバナー（1ヶ月：40万imp）
SPスクエアバナー（1ヶ月：30万imp）

ソーシャルアクションを広めるイベント 連載記事4本（7500PV×4）

110万円 64万円 600万円 280万円

①イベント告知（獲得目的：約1.3万
click）

②記事拡散（PV目的）

PCスクエアバナー（1ヶ月：14万PV）
SPスクエアバナー（1ヶ月：30万PV）

現代アートから社会課題を考える

WS、アーティストとコラボした課題発

見WSなど

連載記事3本（7000PV×3）

85万円 36万円 300万円 210万円

①動画拡散（視聴目的：約7000click）
②記事拡散（PV目的）

SPスクエアバナー（1ヶ月：15万PV）
ソーシャルアクションにまつわるコンセ

プトムービー・インタビューなど
記事2本（5000PV×2）

45万円 24万円 150万円 100万円

※イベント・動画・ Podcastの事例はあくまでもイメージで、
制作規模や出し戻しの回数に応じてお見積りは変動します。

※マージンは各メニュー制作費の 15%となります。制作物により
異なるため、詳細はお見積り時にご案内します。

https://www.cinra.co.jp/work/wha
https://www.cinra.co.jp/work/goldwin
https://www.cinra.co.jp/work/goldwin
https://www.cinra.co.jp/work/goldwin
https://www.youtube.com/watch?v=96WmMDLEmdc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=96WmMDLEmdc&t=3s
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事例

Women’s Health Action 様

24

予算規模:1000万〜

女性の心とからだの健康について
考えるオンラインイベント  「わたし
たちのヘルシー 〜心とからだの話
をはじめよう〜」

ABOUT :
国や自治体、医療・教育の現場や職場・家庭・地域などが一丸となって、現代日

本における女性の健康推進の必要性とその課題について考えるための取組み

を行うWomen’s Health ActionとCINRAで、オンラインイベント「わたしたちの

ヘルシー 〜心とからだの話をはじめよう〜」を、女性の健康週間（3月1日〜8
日）と国際女性デー（3月8日）に合わせて、2日間YouTubeとInstagramにて開

催。女性自身の心とからだのヘルスケアについて、見て、知って、ときには楽し

みながら考えられるイベントです。当日から3月末日までの約1ヶ月間で20代〜

30代の若者を中心に21,000名以上の方に視聴いただいたほか、フジテレビ「ノ

ンストップ」、「日刊ゲンダイ」など多数のメディアでもお取り上げいただきました。

2021年〜3回連続実施しています。

Women’s Health Action 様

Output :
オンラインイベント制作、タイアップ記事、

コンセプト動画制作、SNS広告制作・運用、広報

▼連載「わたしたちのヘルシー」

https://www.cinra.net/series/healthy
▼『わたしたちのヘルシー 心とからだの話をはじめよう』コンセプト動画

https://www.youtube.com/watch?v=oWLIykNwEP8

https://www.cinra.net/series/healthy
https://www.youtube.com/watch?v=oWLIykNwEP8
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その他単発メニュー（目次）

25

①記事タイアップ（単発・連載・特集）

最適な企画構成をCINRA編集部よりご提案し、単発の記事または連載や特集の形で発信。

②バナー広告（純広告）

CINRAサイト内にバナー広告をご出稿可能。同枠同時掲載は１本のみ。

③SNSブースト

CINRAで掲載した記事を、CINRAアカウントフォロワー以外にも SNS広告で発信することが可能。

④メディアinメディア

CINRAメディア内に、コンセプトを絞ったサブメディアの制作が可能です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　p.26

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　p.35

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　p.43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　p.44

単発での広告出稿も可能です。

目的・ご予算に合わせ、最適な組み合わせでご提案いたします。
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PR記事料金一覧
広告掲載

CINRAではクライアントのニーズに合わせて複数のPR記事プランをご用意しております。

PR対象となる商材・サービスに応じたターゲット設定を行い、適切に情報を届けることが可能です。

さらに、プレミアムプランとして、CINRAアカウントからのSNS広告配信をプラスし

1記事あたりの保証PV数を増加させたプランのご用意もございます。

メディアにて記事を掲載し

ブランディングに貢献いたします

多数フォロワーを抱える

SNSアカウントで記事の拡散を行います

× ＋
プレミアムプランでは、

Twitter広告を活用してリーチの最大化を実現

PVも最大3万PVまで保証いたします。

PV保証プラン プレミアムプラン

43,
00
0

160,000
フォロワー

45,000
いいね

プラン名
料金

（総額/税別）
PV保証

掲載費
（グロス）

制作費
（ネット）

SNS告知費
（ネット）

Twitter広告配信（ネット）

プレミアムプランA 200万円 3万PV 70万円 50万円 30万円 50万円 / 12,500click保証

プレミアムプランB 150万円 2万PV 60万円 45万円 20万円 25万円 / 6,250click保証

1万PV保証プラン 100万円 1万PV 50万円 35万円 15万円 -

7,500PV保証プラン 75万円 7,500PV 35万円 30万円 10万円 -

通常プラン 50万円 - 20万円 25万円 5万円 -

連載プラン 280万円
7,500PV
×4記事

1回あたり

30万円
1回あたり

30万円
1回あたり

10万円 -

※代理店様のマージンは 15%以内でお願いいたします。
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PR記事 – プレミアムプランA
広告掲載

PRテーマに合わせて、多くの読者にリーチ可能な記事を制作致します。

自社SNSアカウントでの発信と広告配信により、3万PVを保証致します。

TOPページの「Sponsored」枠
から記事ページに誘導

商材の情報は、ページ下部に情報

欄があるほか、記事内にて画像と

キャプションで紹介をさせていただ

きます（送客リンクも設置可能）

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します。

※制作費は内容によって変動する場合があります

料金：200万円　/ 3万PV保証（掲載後1ヶ月以内）

掲載費 70万円 / 制作費 50万円 / SNS告知費 30万円

Twitter広告配信 50万円- 12,500click保証

記事構成 ：2〜4ページ  5000〜8000文字前後を想定

　　　　※編集部の判断で記事を分割掲載して接触ポイントを拡大する場合があります

PV保証数：30,000PV（Twitter広告からの流入含む）　　　　　　　　　

告知方法（必須）：「おすすめ」枠からの誘導（1日は期間保証）

　 　          Twitter（2回〜）、Facebook（2回〜）に投稿

〜内訳〜

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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PR記事 – プレミアムプランB
広告掲載

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します。

※制作費は内容によって変動する場合があります

料金：150万円　/ 2万PV保証（掲載後1ヶ月以内）

掲載費 60万円 / 制作費 45万円 / SNS告知費 20万円

Twitter広告配信 25万円 - 6,250click保証

記事構成 ：2〜4ページ  5000〜8000文字前後を想定

　　　　※編集部の判断で記事を分割掲載して接触ポイントを拡大する場合があります

PV保証数：20,000PV（Twitter広告からの流入含む）　　　　　　　　　

告知方法（必須）：「おすすめ」枠からの誘導（1日は期間保証）

　 　          Twitter（2回〜）、Facebook（2回〜）に投稿

〜内訳〜

PRテーマに合わせて、多くの読者にリーチ可能な記事を制作致します。

自社SNSアカウントでの発信と広告配信により、2万PVを保証致します。

TOPページの「Sponsored」枠
から記事ページに誘導

商材の情報は、ページ下部に情報

欄があるほか、記事内にて画像と

キャプションで紹介をさせていただ

きます（送客リンクも設置可能）

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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PR記事 – 1万PV保証プラン
広告掲載

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します。

※制作費は内容によって変動する場合があります

料金：100万円　/ 1万PV保証（掲載後1ヶ月以内）

掲載費 50万円 / 制作費 35万円 / SNS告知費 15万円

記事構成 ：2〜4ページ  5000〜8000文字前後を想定

　　　　※編集部の判断で記事を分割掲載して接触ポイントを拡大する場合があります

PV保証数：10,000PV　　　　　　　　　

告知方法（必須）：「おすすめ」枠からの誘導（1日は期間保証）

　 　          Twitter（2回〜） 、Facebook（2回〜）に投稿

〜内訳〜

PRテーマに合わせて、多くの読者にリーチ可能な記事を制作致します。

自社SNSアカウントからの発信などを通して、1万PVを保証致します。

TOPページの「Sponsored」枠
から記事ページに誘導

商材の情報は、ページ下部に情報

欄があるほか、記事内にて画像と

キャプションで紹介をさせていただ

きます（送客リンクも設置可能）

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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PR記事 – 7,500PV保証プラン
広告掲載

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します。

※制作費は内容によって変動する場合があります

料金：75万円　/ 7,500PV保証（掲載後1ヶ月以内）

掲載費 35万円 / 制作費 30万円 / SNS告知費 10万円

記事構成 ：2〜4ページ  5000〜8000文字前後を想定

　　　　※編集部の判断で記事を分割掲載して接触ポイントを拡大する場合があります

PV保証数：7,500PV　　　　　　　　　

告知方法（必須）：「おすすめ」枠からの誘導（1日は期間保証）

　 　          Twitter（2回〜） 、Facebook（2回〜）に投稿

〜内訳〜

PRテーマに合わせて、多くの読者にリーチ可能な記事を制作致します。

自社SNSアカウントからの発信などを通して、7,500PVを保証致します。

TOPページの「Sponsored」枠
から記事ページに誘導

商材の情報は、ページ下部に情報

欄があるほか、記事内にて画像と

キャプションで紹介をさせていただ

きます（送客リンクも設置可能）

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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PR記事 – 通常プラン
広告掲載

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します。

※制作費は内容によって変動する場合があります

料金：50万円〜

掲載費 20万円 / 制作費 25万円 / SNS告知費 5万円

記事構成 ：2〜4ページ  5000〜8000文字前後を想定

　　　　※編集部の判断で記事を分割掲載して接触ポイントを拡大する場合があります

PV保証数：なし（想定5,000PV）　　　　　　　　　

告知方法（必須）：「おすすめ」枠からの誘導（1日は期間保証）

　 　          Twitter（2回〜） 、Facebook（2回〜）に投稿

〜内訳〜

PRテーマに合わせて、多くの読者にリーチ可能な記事を制作致します。

自社SNSアカウントからの発信などを通して、 CINRAの読者に届けます。

TOPページの「Sponsored」枠
から記事ページに誘導

商材の情報は、ページ下部に情報

欄があるほか、記事内にて画像と

キャプションで紹介をさせていただ

きます（送客リンクも設置可能）

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％



32

PR記事 – 連載プラン
広告掲載

 

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します（手数料15%頂戴致します）

※制作費は内容によって変動する場合があります

料金：280万円〜（1記事70万円×4本）

※連載回数によって変動（最低3本より）

掲載費30万円/ 制作費30万円 / SNS告知費10万円

〜1回あたりの内訳（連載の場合3回以上必須）〜

連載として複数記事をお作りさせていただくことで、制作コスト圧縮が可能に。また、記事数が増え

ることで露出面や、伝えられる量・幅が広がり、PR効果もより深まります。

1記事 ：2〜4ページ  5000〜8000文字前後を想定

PV保証数：7,500PV　　　　　　　　　

告知方法（必須）：「Series」枠からの誘導

　　　※3記事掲載されたタイミングで「 Series」枠を掲載

　　　　　　　　　　　　　  その後、1ヶ月間の誘導枠掲載保証

　 　          Twitter（2回〜） 、Facebook（2回〜）に投稿

状況に応じて運用：CINRA.NETバナー広告

　　　　　　　　　Twitter、FacebookなどのSNS広告

商材の情報は、ページ下部に情報

欄があるほか、記事内にて画像と

キャプションで紹介をさせていただ

きます（送客リンクも設置可能）

3記事以上掲載された時点でTOP
ページの「Series」枠
に専用のコーナーを用意し記事

ページに誘導（それまでは

「Sponsored枠から誘導）

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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CINRAの人気連載

CINRAで連載している人気企画の一例。
既存連載でのタイアップもご相談可能です。

▼美術のトラちゃん

人気漫画家パピヨン本田氏による、美術をわかりやすく紐解く漫画連載。
※ポーラ美術館様・サントリーホール様とのタイアップ実績あり。

▼加賀美健×とんだ林蘭の創作対談

現代美術作家加賀美健氏とアーティストのとんだ林蘭氏が、リサイクルショップの雑貨など
を使い作品を作る創作対談企画。※ミツカン様とのタイアップ実績あり。

▼海外ドラマの固定概念を解きほぐす、北欧ドラマ考

北欧ドラマから北欧の社会的な背景を深ぼる。
※WOWOW様とのタイアップ連載。

▼日本のまつりと出会いなおす

日本の伝統行事まつりを、音楽・ダンス・漫画などカルチャー視点で紐解く。
※キヤノンマーケティングジャパン様とのタイアップ連載

https://www.cinra.net/series/bijyutsunotorachan
https://www.cinra.net/series/kagamitondabayashi
https://www.cinra.net/series/viaplay_kawrk
https://www.cinra.net/series/matsurito
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タイアップ記事制作スケジュール
広告掲載

タイアップ記事のご発注から掲載までのスケジュールは、1ヶ月〜2ヶ月が通常です。キャスティングに長期間かかることが想定される

場合や、ご取材を行わない場合、レポート記事、レビュー、コラム記事など、企画内容によってスケジュールが変動いたしますので、

詳細につきましては、ご要望をお伺いしながら決定していきます。

※通常スケジュールよりも早いスケジュールの場合、社内外の制作リソース確保の必要があるため、特急料金(10万円)をご請求させていただいております。

ご発注
キャスティング・

ライターアサイン期間
（約2〜5週間）

原稿制作期間
（約2週間）

ご取材
原稿確認
期間

(約1週間)
ご掲載

取材準備
期間

(約1週間)

ご発注からご掲載まで 7〜10週間程度

▶取材記事（ゲストアサインを行う場合）

ご発注
原稿制作期間
（約2週間）

原稿確認
期間

(約1週間)
ご掲載

ご発注からご掲載まで 5〜7週間程度

ライター
アサイン
期間

(約1週間)

▶レポート・レビュー・コラム記事（ゲストアサインを行わない場合）

ヒアリング&
企画ご提案
(約1週間)

ヒアリング&
企画ご提案
(約1週間)
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バナー広告 料金一覧
広告掲載

CINRAでは、PC、SPそれぞれの豊富なインプレッションと、カルチャー層にターゲティングされた

読者に向けて、適切なサイズ、適切な箇所への様々なバナー広告枠をご用意しております。

ブランディング、認知向上、クライアントサイトへの誘導、それぞれの目的に合わせて

最適なバナー広告枠をご提案いたします。

デバ
イス

プラン名 掲載費-2週間
想定imp
（非保証）

掲載費-1ヶ月
想定imp
（非保証）

imp単価
(目安)

バナー
制作費

サイズ

PC

ビルボードバナー ¥70,000 70,000 ¥140,000 140,000 ¥1.0 オプション 1940x500px

スクエアバナー ¥60,000 70,000 ¥120,000 140,000 ¥0.9 オプション 600x500px

ブランディングバナー* ¥140,000 70,000 ¥280,000 140,000 ¥2.0 30万円〜 300x600px（Gifアニメーション）

PCバナージャック* ¥250,000 180,000 ¥500,000 360,000 ¥1.5 50万円〜

ビルボード 1940x500px
ブランディングバナー 300x600px

フッター 1940x500px

SP

ヘッダーバナー ¥200,000 200,000 ¥400,000 400,000 ¥1.0 オプション 640x360px

スクエアバナー ¥120,000 150,000 ¥240,000 300,000 ¥0.8 オプション 600x500px

SPバナージャック* ¥300,000 350,000 ¥600,000 700,000 ¥0.9 40万円〜
ヘッダー 640x360px
スクエア 600x500px

※ブランディングバナー・PCバナージャック・SPバナージャックについて

「ブランディングバナー」「PCバナージャック」「SPバナージャック」は、企業様とCINRAのコラボレーションとして、独自のGifアニメー

ション（4シーンほど）を制作し、掲載いたします。

制作したクリエイティブは掲載と同時に納品させていただき、企業活動にそのままご活用いただくことが可能です。
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想定imp数　　：140,000imp              平均CTR          ：0.10%

料金：14万円

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：70,000imp              平均CTR          ：0.10%

料金：7万円

〜2週間掲載の場合〜

PCビルボードバナー
バナーサイズ：1940ピクセル×500ピクセル　　　　　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

36

PCビルボードバナー（PCサイト）
広告掲載

全ページに表示されます。

PCビルボードバナーは画像サイズが大きいため、

ビジュアルインパクトと情報訴求の両立が可能です。

※代理店様のマージンは、15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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37

PCスクエアバナー（PCサイト）
広告掲載

PCバナーは画像サイズが大きいため、

ビジュアルインパクトと情報訴求の両立が可能です。

1

想定imp数　　：140,000imp             平均CTR          ：0.05%

料金：12万円

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：70,000imp             平均CTR          ：0.05%

料金：6万円

〜2週間掲載の場合〜

PCスクエアバナー
バナーサイズ：600ピクセル×500ピクセル　　　　　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

記事の下部に掲載されるバナーです。

記事を読んだ読者に対して訴求が可能です。

※代理店様のマージンは、15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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38

PCブランディングバナー（PCサイト）
広告掲載

CINRAサイト内のもっとも大きく視認性の高い枠で、企業様とCINRAのタイ

アップバナー（Gifアニメーション）を制作し、掲載いたします。

想定imp数　　：140,000imp　　平均CTR：0.65%

料金：28万円〜　

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：70,000imp　　平均CTR：0.65%

料金：14万円〜

〜2週間掲載の場合〜

PCブランディングバナー
バナーサイズ：300ピクセル×600ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF　　　　　　

※制作費は内容によって変動する場合があります

※制作物は納品いたします

・Gifアニメーション（4シーン想定）×1
〜制作物〜

※制作費は内容によって変動する場合があります

※制作物は納品いたします

・Gifアニメーション（4シーン想定）×1
〜制作物〜

※代理店様のマージンは、合計15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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39

PCバナージャック（PCサイト）
広告掲載

2 PCブランディングバナー

1 PCビルボードバナー
バナーサイズ：1940ピクセル×500ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG
CINRAのビッグバナーをジャックするプレミアムプランです。

コラボレーション感を強めるための独自のバナーを制作いたします。

2

1
バナーサイズ：300ピクセル×600ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

3 PCフッターバナー
バナーサイズ：1940ピクセル×500ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

想定imp数　　：360,000imp　　 　　　平均CTR          ：0.25%

料金：50万円〜　

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：180,000imp          　　　平均CTR          ：0.25%

料金：25万円〜

〜2週間掲載の場合〜

※制作費は内容によって変動する場合があります

※制作物は納品いたします

①Gifアニメーション（4シーン想定）×1、②静止画像×2　計3点をCINRAにて制作

〜制作物〜

※制作費は内容によって変動する場合があります

※制作物は納品いたします

①Gifアニメーション（4シーン想定）×1、②静止画像×2　計3点をCINRAにて制作

〜制作物〜

3

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承ください。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％

※代理店様のマージン15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります
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SPヘッダーバナー（スマートフォンサイト）
広告掲載

スマホヘッダーバナーは、

もっとも多くのユーザーの「目にふれる」バナーです。

交通広告のように、情報の認知拡大、浸透にも役立ちます。

想定imp数　　：400,000imp

料金：24万円

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：200,000imp

料金：12万円

〜2週間掲載の場合〜

SPヘッダーバナー
バナーサイズ：640ピクセル×360ピクセル　　　　　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

平均CTR　：0.16%
※時期やクリエイティブにより変化する可能性があります。

※代理店様のマージンは15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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SPスクエアバナー（スマートフォンサイト）
広告掲載

想定imp数　　：300,000imp

料金：24万円

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：150,000imp

料金：12万円

〜2週間掲載の場合〜

SPスクエアバナー
バナーサイズ：600ピクセル×500ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

記事が表示された際に表示され、さらに「続きをみる」を押下し記事を読んだ場合、最終的に記事最下部に

表示される、1箇所で2回の認知獲得が期待できるオススメのバナーです。

スマホスクエアバナーは、記事読者の目に確実に触れるスクエアバナー。サイト内のバナーで最も高いクリッ

ク率となっています。

平均CTR　：0.1%
※時期やクリエイティブにより変化する可能性があります。

※代理店様のマージンは15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承くださいませ。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％
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SPバナージャック（スマートフォンサイト）

42

広告掲載

1

2 SPスクエアバナー

1 SPヘッダーバナー
バナーサイズ：600ピクセル×360ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

バナーサイズ：600ピクセル×500ピクセル　

容量：400KBまで　形式：GIF・JPG・PNG

想定imp数　　：700,000imp　　 　　　平均CTR          ：0.15%

料金：60万円〜　

〜1カ月掲載の場合〜

想定imp数　　：350,000imp          　　　平均CTR          ：0.15%

料金：30万円〜

〜2週間掲載の場合〜

※制作費は内容によって変動する場合があります

※制作物は納品いたします

①Gifアニメーション（4シーン想定）×1、②静止画像×1　計2点をCINRAにて制作

〜制作物〜

※制作費は内容によって変動する場合があります

※制作物は納品いたします

①Gifアニメーション（4シーン想定）×1、②静止画像×1　計2点をCINRAにて制作

〜制作物〜

2

スマホのバナーを、CINRA制作のGifアニメバナーと静止画バナーでジャックいたします。もっとも多くの

ユーザーの目に触れ、かつサイトとの親和性が高くクリックされやすいバナーです。

※バナー制作を弊社で行う場合は、制作費（5万円〜）を頂戴致します

※動画バナー、エクスパンドバナーなどは別途お見積りになります

※クライアント様都合での掲載枠のキャンセル・変更は、キャンセル料を頂く場合がございます。ご了承ください。

・掲載1か月前のキャンセル・変更 … 掲載料金の50％
・掲載1週間前のキャンセル・変更 … 掲載料金の100％

※代理店様のマージンは、15%以内でお願い致します

※PCサイト内全ページ掲載
※クリエイティブのローテーション掲載可能
※掲載日開始日、終了日は通常営業日であればいつでも可能
※imp保証、クリック数保証はございません。期間保証のみとなります
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記事ブーストプラン（Facebook、Twitter、LINE）
広告掲載

PR記事をTwitterやFacebook、Instagram、LINEで広告配信。

CINRA読者に限らず、より多くのターゲットに記事を届けます。

媒体名 ご予算 想定IMP数 想定click数 想定CPC 配信期間

Twitter ¥250,000 625,000 7,500 ¥33 1週間～

Facebook ¥250,000 227,273 2,500 ¥100 1週間～

LINE ¥250,000 900,000 6,250 ¥40 1週間～

ご予算に応じてシミュレーションプランを作成いたします。

※最低ご予算は25万円とさせて頂いております。

全体ご予算の内訳  ：運用費（20%）＋配信費用 （80%）

※ご予算の中から運用費を20%頂いております。

※バナー制作が発生した場合は別費用となります。

※記事以外の広告出稿もご相談可能です。その場合プランニング費用が発生いたします。

例：最低出稿金額での配信シミュレーション 

※代理店様のマージンはネットで15%以内でお願い致します

※配信対象の記事は、CINRA上で掲載する記事に限ります。

※CINRAの公式アカウントで配信を行います。クライアント様アカウントでの配信は承っておりません。

※目的や商材に応じて最適な媒体・ターゲティングをご提案させて頂きます。

※上記の数値はclick以外は想定値です。市場や競合の状況により、想定値と結果の数値に乖離が発生する場合がございます。

※報告レポートは基本的に簡易的なものとさせて頂いております。日別数値やターゲティング別数値など細かい分析を希望される場合は発

注時にご相談ください。
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メディアinメディア 制作・運営 – プラン一例
コラボレーション

（備考）

※キャスティングが必要な場合は別途ギャランティが発生致します（手数料15%頂戴致します）

※メディア構築費やコンテンツ制作費は内容によって変動する場合があります。

料金：550万円〜（初期） / 200万円〜（運用：毎月4記事掲載）

メディア構築費 : ドメイン・SSL設定、サーバー初期設定費含む

初期コンテンツ構成 ：インタビュー・コラム 4記事 (1000〜8000文字前後）

　　　　　　　　　　 　　　　　　
告知方法（必須）： CINRAトップページにメディア枠の設置

　　　　　　　　　記事一覧ページ等CINRA内部から導線を各所に設置

　　　　    　　　  「おすすめ」枠からの誘導（ランダム掲載）　  　　
　　　　　                CINRAのTwitter、Facebook（各2回〜)に投稿

オプション：記事本数追加、ニュース記事掲載、Smartnews配信等

※CINRA内のメディア構築になるため、レイアウトや表示ロジックなどはCINRAの仕様に準じたものになります

※記事フォーマットにつきましてもサイトレイアウトと同様にCINRAの仕様に準じたものになります

※メディアの権利はCINRAに帰属し、契約終了後もCINRAにて運用を続ける可能性がございます

※サイト内に広告主体明記を行います

※KPI設計についてはお打ち合わせでヒアリングさせていただいた後にご提案いたします

※記事や画像の転載、二次利用には別途費用が発生致します

※遠方への取材につきましては、別途費用がかかります

※特殊フォントや特殊素材、イラスト制作等が発生する場合別途費用がかかる場合があります

CINRAサイト内に独自テーマのオウンドメディアを制作。

メディアの独占協賛として、企業やブランドの発信や、サービス・製品などのプ

ロモーションを継続的に行います。

記事制作

 Spotify協賛の音楽ガイドメディア「Kompass」

CINRAトップページ下部にコーナー

を設けて記事ページに誘導

サイト右カラムには

独自の告知コーナーを設置
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2 CINRAのユーザー層にアプローチできる

4 CINRAのSNSで記事を拡散

培ってきたネットワークを活かし、メディアのコンセプトに最適な人選やニュース
など、厳選したコンテンツ制作が可能です。

CINRAのユーザー層にダイレクトにアプローチできるため、

一から集客を行う必要がありません。

CINRAで抱えているTwitter、Facebookフォロワーに対して

拡散を行うため、メディアや記事公開後すぐに拡散・集客できます。

・毎月の編集会議の実施

・記事本数に応じた企画のご提案

・アクセスレポートの作成・分析  など

フォロワー数  (22年4月現在）

Twitter=160,000人
Facebook=45,000人

CINRAのノウハウが活かせる1

5 公開後も継続的な運用を行うことができる

メディア公開後も継続的な運用が可能。専任のCINRA編集者が記事の企

画から公開・運用までをサポートいたします。

コラボレーション

CINRAでメディアを作る6つのメリット

3 SEO効果が高く、検索でリーチしやすい

CINRA自体のSEO効果が高いため、新メディアで制作したコンテンツに関

しても、検索からの流入が期待できます。

6 CINRAサイト上にも記事を掲載

オウンドメディアサイトとして記事掲載されると同時に、CINRAサイト上にも

記事が掲載されるため、CINRA読者の目にも必ず触れることになります。
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コラボレーション事例

メディアinメディア 制作・運営

CINRA内に独自テーマのオウンドメディアを制作し、継続的に運営。

コンセプトに沿った記事を制作することで、CINRA読者に継続的にアプローチ

「Fika」はCINRAとVOLVOが送る、北欧カルチャーマガジン
です。北欧デザインの思想の基盤を「クラフトマンシップ×最
先端技術」と捉え、そこに学びながら、これからのカルチャー
やライフスタイルにまつわるコンテンツをお届けします。
※現在はCINRA名義となっております。

「Kompass」はCINRAとSpotifyが送る、音楽ガイドマガジ
ン。ストリーミングサービスの登場によって、膨大な音楽ライ
ブラリにアクセスできるようになった現代。音楽を主体的に
楽しみ、人生の1曲に出会うガイドになるようなメディアを目
指します。

PCトップページ SP記事ページ PCトップページ SP記事ページ
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様々なソリューション実績紹介

自社のメディアブランドやアーティストネットワークを駆使し、ブ

ランド構築、 デジタルマーケティング、イベントプロデュースな

どを通して、企業や行政の課題を解決し、人に新たな出会い

や変化を提供しています。

SOLUTIONS
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CINRAのソリューション力

48

培ってきた「編集力」を活かし
戦略立案から制作、PRまでをワンストップで

各種マーケティングにおける戦略立案から、最先端のクリエイティブスキルを用いた制作、PRまでをワンストップで行っています。
そのコアにあるのは、これまでメディア運営で培った「編集力」。戦略に沿って最大効果を見込めるソリューションをご提供しています。

・CINRA.（月間700万PV、300万UU）
・SNS告知（約16万フォロワー）
・20代から30代後半 / 男女比はほぼ同率
・カルチャー/クリエイティブ業界層
・学生層 約30% / 社会人層約60%

自社メディアの強みを活かし

 感度の高いインフルエンサー層を集客

メディア力（PR）

編集力（コンセプト）

・コンセプト、コピーライティング
・コンテンツプランニング
・アートディレクション
・PRなどコミュニケーション施策
・プロジェクトマネジメント

編集者やプランナーが心に響く

コンセプトや企画を立案

ネットワーク（実現力）

・アーティスト、タレントのキャスティング
・トップクリエイターとのコラボレーション
・サービス連携、協業

カルチャー、クリエイティブ業界

との長年のネットワークを活用

クリエイティブ（制作）

デザイン、サイト構築、記事、
イベント（フェス、展示、トーク、オンライン）
映像、ポッドキャスト、
プロダクト、空間　etc..

プロフェッショナルな専門チームが

最先端のクリエイティブを制作

https://www.cinra.co.jp/work/wha
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幅広いソリューション

49

キャスティング

アーティスト、タレント、芸人、文化人、学

者、起業家、インフルエンサー

ポッドキャスト・楽曲

トーク番組、楽曲、 BGM、ジングル、オー

ディオブック、プレイリスト

PR・広報

テレビ、WEB、ラジオ、新聞、地域誌、広

告運用、KPI設計、インフルエンサー

教育・人材

社内研修、勉強会、スキルアップ講座、

キャリア支援、キッズイベント

WEB・アプリ制作

メディア、コーポレイト、採用、観光、

サービス、キャンペーン、 EC

ブランド構築・コンサル

リサーチ、戦略、ミッション、コンセプト、コ

ピー、ロゴ、VI、CM、分析

コンテンツ制作

インタビュー、レポート、コラム、小説、詩、

漫画、写真、電子書籍

イベント制作 （オンライン含む）

フェス、ライブ、マーケット、展示、トーク、

上映、交流会、フード、講演会

DTP・印刷物制作

パンフレット、雑誌、書籍、ポスター、チラ

シ、フラッグ、屋外広告

映像制作

トーク、ブランドムービー、ライブ、 MV、ドラ
マ、観光、ドキュメンタリー

プロダクト制作

ノベルティ、ギフト、グッズ、 Tシャツ、

iPhoneケース、バッテリー、バッグ

空間制作

内装、ディスプレイ、舞台美術、 POP、アー

ト、オブジェ

https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
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特に多いクライアントカテゴリー

50

業界やターゲット層を問わず
ニーズに合わせて最適なソリューションを提供

企業

地方創生

カルチャー

製品

大学・教育

商業施設

JAXA広報紙『JAXA’s』
フルリニューアル

『大地の芸術祭』公式サイト   
  +WEBメディア

みんなでつくる文化祭
『NEWTOWN』

カルチャースペース
『MADO』@渋谷ヒカリエ

アシックス新商品「MOTION 
SENSOR」プロモーション

BrooklynBreweryアーティスト支援プロ
ジェクト『Alternatives』

早稲田大学 公式Webルサイト 國學院大学 公式Webサイト デジタルハリウッド
『EAT creative program』

福岡市公式シティガイド
 『よかなび』

あいみょんフリーペーパー「東京バー
ジン」

『SNS 展 「#もしもSNSがなかった
ら」』（LINEモバイル）

ADKオウンドメディア
「POSTAD」

FRISK WHITE
『#SmileWith』プロジェクト

『台湾高雄市』アウトバウンドプロ
モーション

LINE RECORDSカバー動画PJ
『Old To The New』

LUMINE池袋キャンペーン動画「ルクア大阪の5周年祭」

https://www.cinra.co.jp/work/asics
https://www.cinra.co.jp/work/jaxas
https://www.cinra.co.jp/news/kirin
https://www.cinra.co.jp/work/yokanavi
https://www.cinra.co.jp/work/kokugakuin
https://www.cinra.co.jp/work/aimyon
https://www.cinra.co.jp/work/sns
https://www.cinra.co.jp/work/postad
https://www.cinra.co.jp/work/takao
https://school.dhw.co.jp/p/eat_creative_program/
https://sheishere.jp/lp/friskwhite/
https://www.cinra.co.jp/news/line-music
https://www.cinra.co.jp/news/mado
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音楽ライブ
美術展
映画上映
演劇
ダンス
落語
ポエトリーリーディング
のど自慢大会
トークショー
ワークショップ
盆踊り・阿波踊り
マーチングバンド
子どもの遊び場
脱出ゲーム
大道芸
お笑いライブ
フードマーケット
カルチャーマーケット
レコード市

イベント事例

みんなでつくる文化祭『NEWTOWN』（CINRA主催）

51

CINRA主催のカルチャーフェス。毎年多摩ニュータウンの元小学校跡地を開催し、2019年
は多摩センター駅前にも拡大。500人以上の出演者、200以上のプログラムを開催し、6万人
の来場者を記録した。プロのライブだけではなく、地域住民など数多くの一般の方も表現活
動を披露する場になっており、子供から高齢者までがともに芸術文化に触れ、楽しむことが
できるのが特徴になっている。

街とカルチャーと魅力を伝える大型フェス

業務・実施内容

▼プロデュース
・コンセプト設計〜実施まで
・イベント制作、運営
・PR、クリエイティブ制作
・市民との連携企画
・行政や協賛企業との取り組み

▼協賛企業・助成金
・キリン
・YAMAHA
・マウスコンピューター
・JT
・アーツカウンシル 東京
・脱出ゲーム
・ROLAND

▼後援・協力
・八王子市
・多摩市
・京王電鉄
・多摩モノレール
・報知新聞
・多摩市文化振興財団

キャスティング

相対性理論
カネコアヤノ
Yogee New Waves
曽我部恵一
折坂悠太
シャムキャッツ
和田彩花
NakamuraEmi
Awesome City Club
坂口恭平
眉村ちあき
柳亭小痴楽
瀧川鯉八ロロ
会田誠
武田砂鉄
七尾旅人
エリイ（Chim↑Pom）

田中宗一郎
鹿野淳
青柳文子
平野紗季子
小谷実由

絵コンテとキャンペーンムービー WEBサイトとSNSキャンペーン施策

プログラム

予算規模：3000万〜
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イベント事例

『ルクア大阪の5周年祭』イベント＆キャンペーン

52

予算規模：2000万〜

全国でもトップクラスの売り上げを誇る大阪駅直結の商業施設「ルクア」の5周年キャンペー
ンとイベントを制作。多数競合がある中コンペを勝ち抜き、結果的には受託業社としてではな
く、共同主催社としてコラボレーションを実施。お客様に対する感謝の気持ち、もっともっと近
くにいる存在になっていきたいという思いを届けられるよう、ビジュアルからイベント内容まで
一貫したコンセプトで統一しました。

日本トップクラスの商業施設の周年キャンペーン

業務・実施内容

▼企画領域
・キャンペーンコンセプト設計
・コピー制作
・イベント企画
・テナントコミュニケーション設計

▼クリエイティブ領域
・メインビジュアル
・ポスター / チラシ
・WEBサイト
・キャンペーンムービー
・館内装飾
・交通広告
・サイネージ素材
・舞台セット
・SNS運用 / SNS作品募集

▼イベント領域
・出演者キャスティング
・ライブ
・トーク
・展示
・のど自慢
・フリーマーケット
・似顔絵
・イベント運営/制作

キャスティング（一部）

コムアイ

吉澤嘉代子

ビッケブランカ

和田彩花

チャランポランタン

こやまたくや（ヤバイTシャツ屋さん）

ピエール中野（凛として時雨）

Homecomings

平賀さち枝

柴田紗希

たなかみさき

柴田聡子

永原真夏

MICO

施設装飾とキャンペーンムービー WEBサイトとSNSキャンペーン施策
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CINRAの強みであるアーティストとの関係性を活かした音楽イベントを開催

10年以上にわたり、月1回の無料ライブの実績も実施

規模

2000名

渋谷のライブハウス 7会場をを利用して開催しているサーキットフェス。コラボレーションラ

イブや、トリビュート企画、映像やダンスと音楽のコラボなど、ここでしか見ることのできな

いライブを企画。 2020年は新型コロナの影響でオンラインフェスに切り替えて実施。

Twitterトレンド入りを果たす大きな反響を得た。

出演者：King Gnu、KOHH、Chara、折坂悠太、CHAI、曽我部恵一、大森靖子、カネコアヤノ、崎山蒼志、君島大空、藤井

隆、GRAPEVINE、STUTS、indigo la End、Yogee New Waves、Awesome City Club　など

協賛：ヤマハ様、 CAMPFIRE様、トゥルースピリットタバコカンパニー様

10年以上開催を続けている入場無料のライブイ
ベント。若手ミュージシャンの登竜門として知ら
れ、あいみょん、  King Gnu 、SEKAI NO 
OWARI、Suchmos、相対性理論、中村佳穂、
cero、indigo la Endなどが出演している。

協賛：LINE様、レコチョク様

exPoP!!!!! 
規模

300名

規模

3000名

exPoP!!!!! 100回目の記念公演は日比谷野外音
楽堂にて入場無料にて開催。相対性理論、
Yogee New Waves、シャムキャッツ、 Chris 
Cohenらが出演した。

協賛：キリンビール様

exPoP!!!!! Vol.100　2017年8月20日

exPoP!!!!! 番外編として渋谷 WWWでライブイベ
ントを開催。田我流、 COSA、TENDREなどが出
演し、マウスコンピューターの協賛でリアルタイム
エフェクトを活かした VJ演出も実施。

協賛：マウスコンピューター様

exPoP!!!!! 番外編　　2018年7月10日
規模

500名

イベント事例

CINRA主催の音楽イベント

『CROSSING CARNIVAL』
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イベント実績
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『わたしたちのヘルシー』

Output : 配信イベント / トーク / ライブ

『SNS展 #もしもSNSがなかったら』

Output : 美術展示 / トークイベント  

みんなでつくる『多摩市ONLINE 文化祭』

Output : 配信イベント / ライブ / トーク / 盆踊り

『EAT creative program』

Output : 教育プラグラム

『TAIWAN PLUS 2018』@上野公園

Output : ライブ / フード / マーケット / トーク 

Netflix『全裸監督』試写会

Output : 試写会 / 映像上映

『まとうを楽しむ』渋谷ファッションウイーク

Output : 配信 / トーク / ライブ / お笑い / ダンス

「お試し福岡リモートワーク生活」

Output : トーク / おためし移住

『Adobe & Creators Festival』フリマ

Output :  マーケット

glo配信イベント「THE FADE OUT」
Output : オンライン番組、映像

京都精華大学「キャリアガイダンス」

Output : 講演 / ガイダンス

NEO ASIA FES  Supported by HereNow
Output : マーケット / 展示

https://school.dhw.co.jp/p/eat_creative_program/
https://www.cinra.co.jp/work/wha
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://www.cinra.net/report/201810-taiwanplus
https://www.cinra.net/report/201810-taiwanplus
https://www.cinra.co.jp/work/wha
https://www.cinra.co.jp/news/neo_asia_fes
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ブランド認知向上キャンペーン

映像事例

Old To The New（LINE）
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予算規模：600万〜

Old To The New
〜忘れられない名曲を、歌い継ぐ〜

ABOUT :
LINE社と共に、名曲をカバー・アレンジし現代に歌い継ぐ新プ

ロジェクト『Old To The New』を始動、第一弾アーティストとし

て女優・松本穂香さんが歌う「守ってあげたい（原曲：松任谷由

実）」をリリース。

松本穂香さんの歌の力をそのまま感じていただけるボーカル

オンリーの歌唱サイド「side A」、錚々たるミュージシャン（ウエ

ノコウジ、フジイケンジ、高野勲、あらきゆうこ）が終結し、ギ

ター、ベース、ドラム、キーボードといったサウンドオンリーのイ

ンストサイド「side B」をLINE RECORDS公式YouTubeチャ

ンネルで公開。TV番組などでも取り上げられ、80万近い再生

数を記録。

LINE 株式会社様

Output :
企画・撮影・編集・音源制作、PR
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映像実績
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Charisma.com「MIDNIGHT REBOOT」
CL：ルミネ池袋様

エンドレスジャーニー

CL：国境なき医師団様

角舘健悟 × 青葉市子 Live at Waseda Scotthall

CL：KIRIN様

川島小鳥 x 9m88 の台湾・基隆さんぽ

CL：基隆観光局  様（台湾）

Cintiq Creators Mash-Up
CL：WACOM 様

LUMINE ART FAIR - My First collection

CL：ルミネ様

はじめまして、リコーです。

CL：リコージャパン株式会社 様

YAMAHA Guitar Meet Your Other Half
CL：YAMAHAグローバル様

DeepX
CL：DeepX 様

社員1日密着ドキュメンタリー

CL：リコージャパン株式会社 様

オンライン番組『WORKSHOP CAMP』
CL：自社企画

Emerald×環ROY  Crossing Session
CL：YAMAHA 様

http://www.youtube.com/watch?v=3RYJ_XvTNXY
http://www.youtube.com/watch?v=W1Ceyq4KdF4
http://www.youtube.com/watch?v=m3HNYGG6fX8
http://www.youtube.com/watch?v=gZ3qNkRHbXs
https://docs.google.com/presentation/d/1gdtDW0Lc7zAZICpTDiMZQcc56haem2MmJuQ6xv55fu4/edit#slide=id.gdb69b3555c_0_146
https://www.cinra.co.jp/work/tamacity-online-bunkasai
https://docs.google.com/presentation/d/1gdtDW0Lc7zAZICpTDiMZQcc56haem2MmJuQ6xv55fu4/edit#slide=id.gdb69b3555c_0_122
https://www.cinra.co.jp/news/workshop_camp
https://docs.google.com/presentation/d/1gdtDW0Lc7zAZICpTDiMZQcc56haem2MmJuQ6xv55fu4/edit#slide=id.gd7b11e2b52_0_102
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WEB・DTP・プロダクト実績
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あいみょん『東京バージン』（フリーペーパー）

CL：レコチョク様

こちら、銀座　資生堂 センデン部

CL：資生堂様

早稲田大学 オフィシャルサイト

CL：早稲田大学  様

『The Inland-sea SETOUCHI Japan』
CL：せとうちDMO様

ADKオウンドメディア『POSTAD』

CL：ADK 様

Japanese FilmFestival
CL：国際交流基金 様

アシックス「MOTION SENSOR」パンフ

CL：アシックスジャパン様

Wantedly「Peak」プロモーションツール

CL：ウォンテッドリー  様

大地の芸術祭 WEBサイト

CL：アートフロントギャラリー様

FRISK WHITE ギフトボックス

CL：博報堂様

アイドル神宿グッズ

CL：神宿 様

 JAXAの広報紙『JAXA’s』
CL：JAXA様

https://www.cinra.co.jp/work/jaxas
https://docs.google.com/presentation/d/1gdtDW0Lc7zAZICpTDiMZQcc56haem2MmJuQ6xv55fu4/edit#slide=id.gdb69b3555c_0_146
https://www.cinra.co.jp/work/asics
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株式会社CINRA概要
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CINRA.NETへの広告掲載に関するお申し込み、バナー広告や

タイアップに関するご質問、またはお気軽に下記までご連絡ください。

社名 役員

所在地 資本金

TEL FAX

E-mail URL

従業員数

株式会社 cinra

（英文表記：CINRA, Inc）

代表取締役　杉浦太一

取締役　柏井万作

加藤修吾

事業内容

1000万円

03-5784-4561

hello@cinra.net https://www.cinra.co.jp/

81名（アルバイト含む）

1. Webサイトの企画・開発・運営 

2. Webサイト・DTP・映像・音源などの企画・デザイン・制作業務 

3. 書籍・フリーペーパーの制作・出版・販売 

4. 音楽CDの制作・販売 

5. イベントの企画・運営 

6. アーティスト・クリエイターのプロデュース・マネージメント業務 

7. アーティスト・クリエイターの制作物の販売に関する支援業務 

8. アーティストやアーティストの制作物の著作権管理業務 

9. 前各号に附帯する一切の業務

設立
2006年5月

（活動開始：2003年2月）

〒155-0031 東京都世田谷区

北沢2-27-9

03-6555-4056

ad@cinra.net（担当：小河原・妹尾・高野）

mailto:ad@cinra.net

