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ねことの暮らしをより良く。

Wander to Wonder Inc .

「ねこのこと。」は、猫の暮らし、猫との暮らしが

もっと楽しくなる情報や、おもしろかわいい動画を

配信している猫専門メディアです。

猫と暮らしている人はもちろん、猫が好きなすべて

の方が楽しめるコンテンツを配信しながら、ねこに

ついての正しい情報を浸透させ、人と猫がより良く

共存できるようなカルチャーをつくります。

ね こ の こと 。 とは



ペット市場での犬と猫

芸能人など、インフルエンサーとの関係

Wander to Wonder Inc .

犬の飼育数は減少、猫は横ばい。
ペットとして、安定した人気が
あります。

女優の広瀬すずさんや筧美和子さんなど、有名人の間でも猫を飼い始める人が続出。
インスタグラムなどの SNS とも相性がよく、今後加速することが予測されます。

ペ ットとしての 猫
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Wander to Wonder Inc .

コ ン テ ン ツ

うごくねこ。
世界中から、短時間で楽しめるおもしろ・かわいい猫の動画をキュレーションしています。
キュレーションアプリ「SmartNews」 「Sony News suite」に配信中。

ねこと暮らす。
ねこを飼うことについての知識、おすすめ用品などの情報を配信しています。
はじめて猫と暮らす人にとっての疑問にお答えしたり、既に猫と暮らしている人たちが、
もっと素敵な時間を過ごせるためのとびきり楽しいアイテムなどを紹介しています。

ねこニュース
ねこ用品、ねこグッズ、ねこカフェ取材など、ねこにまつわるニュースを配信しています。
海外の写真集を取り上げた記事など、多彩な記事が人気を博しております。



Wander to Wonder Inc .

S m a r t  N e w s への配信について

世界中から集めてきた、おもしろ・かわいい猫動画は
SmartNewsにも配信しています。

SmartNews から「ねこのこと。」のサイトに、
1日あたり 30,000 件から 100,000 件の PVがあります。

SmartNewsへは「ねこのこと。」の他にも複数の弊社メディアから配信しています。

ねこのこと。 http://necocoto.com/

いぬのこと。 http://inucoto.com/

どうぶつのこと。 https://pandanocoto.com/



ね こ の こと 。

Wander to Wonder Inc .

オリジナルサイトのPV数とユーザーデータ

年齢

■35～44　■25～34　■45～54
■18～24　■55～64　■65以上

平均 1,560,000PV/月
PV数

●PV数 平均 1,252,100PV/月
●UU数 平均     388,500PV/月

平均 422,500UU/月
UU数

性別 リピーター
ペットオーナー
または潜在層

コアは
25～44歳の女性

リピーターが6割超

いぬのこと。

●PV数 平均 1,463,000PV/月
●UU数 平均     497,000PV/月

どうぶつのこと。

●PV数 平均 175,500PV/月
●UU数 平均 108,500PV/月

アニマルムービー

66.26％

32.25％

30.96％

17.39％
33.74％

6.97％

6.33％
6.11％

女性

男性

60.3％
リピーター

39.7％
新規

（Google アナリティクス 2020 年 1 月～3月実績）
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記事広告掲載のご案内

Wander to Wonder Inc .



記 事 広 告

選べる掲載プラン

基本プラン

月額1,025,000円～月額1,025,000円～
※お試しとして基本プラン175,000円～、LPプラン167,000円～もございます。（アニマルムービー広告枠）

月額1,017,000円～

YouTuberとタイアップし商品告
知動画を作成します。
動画の内容に合わせたYouTuber
コラボ記事を作成し配信します。

YouTuber動画タイアッププラン
（記事制作込み）

YouTube動画制作
15～20万円（2万フォロワーの場合）
※YouTubeのフォロワー数により価格は変動します。

バナー広告1点  制作費無料！
サイト内全記事へ月15日間無料掲載！

ＬＰプラン
掲載商品の特性などでＹｏｕTuber
動画制作が難しい場合は既存の
LPをご利用いただけます。LPが
ない場合は新規制作も承ります。

LPまたは商品サイトを使用するプラン
（ご提供または新規制作）

LPまたは商品サイトを元に
HTMLでの記事制作 10万円

※LPから内容を抜粋してテキストと画像を組み合わせて記事を制作します。

バナー広告1点  制作費無料！
サイト内全記事へ月15日間無料掲載！

Wander to Wonder Inc .



※画面はイメージです。

※画面はイメージです。

配信）
オリジナルサイトへ記事が掲載されます。
また、大手ニュースアプリにも同時配信されます。

いぬのこと。記事例）
YouTuber動画をメインとした記事

オリジナルサイト記事例）
「いぬのこと。」オリジナルサイト内にバナー設置

「いぬのこと。」
オリジナルサイトへ

記事掲載枠と内容について

オリジナルサイトから記事配信の流れについて。

広告枠（2枠）
ここから記事広告へ
リンクします。
「いぬのこと。」記事内の下部に
表示されます。
・商品LPリンクを直接置くことはできません。
記事広告を経由しLPへ誘導します。
・記事広告内では申込みフォームへ誘導する
ボタン設置も可能です。

「いぬのこと。」
オリジナルサイト
に記事が掲載さ
れます。 【特典】各媒体ごとに

全記事TOPにバナー設置。
商品LPへリンクします。

《15日間限定》
1月1日に記事を配信した場合
①1月1日～15日まで
②1月16日～1月31日まで
ひと月の前半か後半どちらかに
バナーを設置できます。

大手ニュースアプリ
いぬねこ もっとどうぶつ
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い ぬ のこと。

いぬのこと。
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いぬのこと

うごくいぬ。

○○○○○○○○○○○○○○○○

うごくいぬ

記事掲載

いぬのこと。

わんわんチャンネル

大手ニュースア
プリにも同時配
信されます。

Wander to Wonder Inc .



YouTuberコラボ記事例）
YouTuberとコラボした商品紹介記事

基本プランとして YouTuber とコラボしたオリジナル記事の配信が可能です。

オリジナルサイトの
全記事TOPにバナー設置。
商品LPへリンクします。

いぬのこと。記事例）
YouTuber動画をメインとした記事

「いぬのこと。」
オリジナルサイトへ

広告枠（2枠）
ここから記事広告へ
リンクします。
「いぬのこと。」記事内の下部に
表示されます。
・商品LPリンクを直接置くことはできません。
記事広告を経由しLPへ誘導します。
・記事広告内では申込みフォームへ誘導する
ボタン設置も可能です。

わんわんチャンネル

YouTuber動画に合わ
せた記事内容は編集部
に一任いただきます。
※読者が離れないように、なる
べく広告要素を排除した楽しめ
る記事として掲載します。

紹介したい商品を使用
した動画をYouTuberに
作成いただきます。

記事内にLPや申込み
フォームへ誘導するボタ
ンの設置が可能です。

商品LP例）
商品のLPページへ誘導

夏本番！愛犬の暑さ対策は大丈夫？

「筋トレわんわん」発売記念プレゼント

Wander to Wonder Inc .

記事掲載枠と内容について基本プラン



広告枠（2枠）から入った記事広告例）
LPから抜粋した内容の記事になります。

いぬのこと。広告枠（2枠）

商品LP例）
商品のLPページへ誘導

YouTuber との動画タイアップが難しい場合は LP プランになります。

【特典】各媒体ごとに
全記事TOPにバナー設置。
商品LPへリンクします。
《15日間限定》
1月1日に記事を配信した場合
①1月1日～15日まで
②1月16日～1月31日まで
ひと月の前半か後半どちらかにバナー
を設置できます。

「
い
ぬ
の
こ
と
。」オ
リ
ジ
ナ
ル
サ
イ
ト
へ

お申込みボタン
記事内にプレゼントやお申し
込みフォームへ誘導するボタ
ン設置も可能です。

※TOPバナーが設置できない期間でも
記事広告内から商品LPへリンクさせる
ための画像を設置することもできます。

※自社サイトやLPのURL掲載、バナー
設置も可能です。

商品LPへリンクする
画像設置も可能。

※画面はイメージです。

※画面はイメージです。

配信）
オリジナルサイトへ記事が掲載されます。
また、大手ニュースアプリにも同時配信されます。

大手ニュースアプリ
の「いぬのこと。」が
配信元のすべての記
事から広告枠（2枠）
に繋がります。

「いぬのこと。」
オリジナルサイト
に記事が掲載され
ます。

大手ニュースアプリ
いぬねこ もっとどうぶつ
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うごくいぬ

記事掲載

いぬのこと。

Wander to Wonder Inc .

記事掲載枠と内容についてＬＰプラン



●基本プラン（YouTuber動画タイアップ）

YouTuberへの打診

〈約1週間〉

告知したい商品に合いそ
うなYouTuberを選定し
打診します。

※商品によりYouTuberの選定に
時間がかかる場合がございます。

※サンプル発送等の実費がかか
る場合がございます。

サンプル使用

〈約1～2週間〉

数人のYouTuberに商品
サンプルを試してもらい
動画撮影が可能か判断い
ただきます。

●LPまたは商品サイト
・ご提供または新規制作

●バナー画像
・ご提供または新規制作

●バナー画像サイズ
・600×500px または
・728×90px

お申し込み
商品サンプルをご準備
いただきます。

動画撮影

〈約1～2週間〉

YouTuberを決定し動画
撮影していただきます。
必要であれば商品サンプ
ルの追加をお願いします。

●YouTuber動画　制作
・新規制作

記事広告制作

〈約1～2週間〉

動画に合わせて記事を制
作します。
（htmlデータ）

●YouTuberコラボ記事
・新規制作

●記事広告用サムネイル
画像
・ご提供または
  買取画像より選定
・750×500px 以上

●記事広告用タイトル
・32文字程度
・広告会社名

ご確認

〈約1週間〉

配信日に合わせて記事を
配信します。
大手ニュースアプリにも
同日配信。

配信ご確認

※

オリジナルサイト配信

Wander to Wonder Inc .

記事掲載までの流れ基本プラン

規 

定

600×500px

728×90px

750×500px
以上



Wander to Wonder Inc .

記事掲載までの流れＬＰプラン

● LPプラン

（LP制作）

〈約1ヶ月〉

LPがない場合は別途制
作を承ります。画像やテ
キスト等の素材はご支給
いただきます。

HTML記事広告制作

〈約2～3週間〉

LPを元に配信用HTML記
事広告制作を行います。

お申し込み
既存の商品LPがある場
合はご提供ください。
ない場合は別途制作を
承ります。

入稿

〈約2週間〉

LPおよびhtml記事の入稿。
配信予定日の2週間前に
入稿します。

配信日に合わせて記事を
配信します。
大手ニュースアプリにも
同日配信。

配信ご確認ご確認

オリジナルサイト配信

規 

定

●LPまたは商品サイト
・ご提供または新規制作

●バナー画像
・ご提供または新規制作

●バナー画像サイズ
・600×500px または
・728×90px

600×500px

728×90px

●HTML記事広告制作
・新規制作

●記事広告用サムネイル
画像
・ご提供または
  買取画像より選定
・750×500px 以上

●記事広告用タイトル
・32文字程度
・広告会社名

750×500px
以上

●H



●広告枠と料金について

記事1枠分（1ヶ月間掲載）
＋

特典「いぬのこと。」
全記事のTOPバナー広告（15日間）

商品LPへの誘導

記事1枠分（1ヶ月間掲載）
＋

特典「ねこのこと。」
全記事のTOPバナー広告（15日間）

商品LPへの誘導

記事1枠分（1ヶ月間掲載）
＋

特典「アニマルムービー」
全記事のTOPバナー広告（15日間）

商品LPへの誘導

記事1枠分（1ヶ月間掲載）
＋

特典「どうぶつのこと。」
全記事のTOPバナー広告（15日間）

商品LPへの誘導

100万円 120万円 15万円 200万円

2枠 2枠 2枠 2枠

広告枠料金 掲載期間1ヶ月
（半年契約～）

記事内容

広告掲載枠

約 100～130 万 PV 約 140～160 万 PV 約 14～23 万 PV 約 100～200 万 PVPV数

YouTuber動画タイアッププラン（記事制作込み）

YouTube動画制作　15～20万円（2万フォロワーの場合）
※YouTubeのフォロワー数により価格は変動します。

掲載商品の特性などでYouTuber動画制作が難しい場合は
LPをご提供いただき内容を抜粋した記事制作となります。

（LPがない場合は新規制作も承ります。）

html記事制作　10万円

基本プラン

LPプラン

「いぬのこと。」「ねこのこと。」「アニマルムービー」「どうぶつのこと。」の広告料金

※すべて税抜き価格です。 ●PV数は 2020 年 1月～3月実績

いぬのこと。媒体名 ねこのこと。 アニマルムービー どうぶつのこと。
http://inucoto.com/ http://necocoto.com/ http://anml.jp/ https://pandanocoto.com/

いぬ・どうぶつ某大手ニュースアプリ
カテゴリ ねこ・どうぶつ いぬ・ねこ・どうぶつ いぬ・ねこ・どうぶつ

新規LP制作費 ・LP企画料
・LP制作　1000pixl
・応募フォーム制作
・HTML化、コーディング一式
・バナー広告制作（600×500pixel）

50,000～100,000円
10,000円
15,000円
50,000円
10,000円

Wander to Wander Inc .



Wander to Wonder Inc .

お 問 い 合 わ せ

記事広告に関するご相談は取扱代理店までお申し付けください。

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿 4-4-5 4F
Tel.03-5791-5858
mail：info@ibisty.co.jp
URL:https://ibisty.co.jp

広告取扱代理店

Wander to Wonder 株式会社
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-28-4
岩崎ビル 4F
URL:https://w2w.co.jp

メディア運営会社



Wander to Wonder Inc.
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