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Medium of Apple Culture

広告企画のご案内

Mac Fan2020 年 10 月号（8 月 28 日発売号）

株式会社 マイナビ出版　総合企画部 総合企画課
TEL：03-3556-2732／FAX：03-3556-2743

テレワークをもっと捗らせる！
iPad と MacBook 用周辺機器＆アクセサリ 

ディスプレイ、Web カメラ、ヘッドセット…、
在宅ワークをもっと快適にするおすすめ製品を紹介！
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【企画趣旨】

新型コロナウイルスの影響によりすっかり変わってしまった働き方。
急遽テレワークを導入することが決定し、急ぎ足で環境構築した方も多いのではないでしょうか。
iPad や MacBook シリーズは標準で Web カメラやキーボード等を搭載するオールインワン型で、
しかも持ち運びが楽なことから、テレワークや在宅ワークに最適のコンピュータです。

ただし、テレワークをもっと「快適に」行うためには、周辺機器やアクセサリを活用するのがコツです。
ディスプレイを外付けしてもっと広い画面で作業したい！　Web 会議のときのカメラ画質を向上したい！
もっとネットの回線を早くしたい！ キーボードやマウスを新調して作業効率をアップしたい！
テレワークを実際に経験したことで、人それぞれさまざまな困り事が表面化していきているのが、まさに
今なのです！

そこで、本特集では iPad や MacBook シリーズを使ったテレワークをもっと快適にする周辺機器＆アク
セサリの最新トレンドと選び方、そして Mac Fan 編集部おすすめの製品を紹介していきます。
ディスプレイ、Web カメラ、ヘッドセット、キーボード、マウス、無線アクセスポイント、スピーカ、ス
タンド、アダプタ…、
まだまだテレワーク周辺機器の需要が落ちない今、貴社のイチオシの製品をプロモーションしてはいかが
でしょうか。

インフルエンサー的存在の Apple ユーザに積極的にこの企画をきっかけに使用してもらうことで、その周
囲にいる方々への認知・普及スピードを高めます。
ぜひこの機会に Apple 情報専門誌「Mac Fan」を貴社製品のプロモーションにご活用ください。

Apple ユーザにテレワーク用周辺機器を認知させる絶好の機会です。
貴社製品・サービスのプロモーションに『Mac Fan』をご活用ください。

参画のメリット
①紙、電子書籍、読み放題サービス、
Mac Fan Web といった弊社が取り
扱うすべての媒体を通して、貴社製品
の認知を拡大することができます。

②誌面に掲載する貴社製品へ動線を引
くことで、製品に対するエンゲージメ
ントを高めることができます。
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【企画概要】

Mac Fan の各メディアから貴社製品へ誘導します！
Mac Fan（雑誌、電子書籍、読み放題サービス、Mac Fan Web）に掲載した貴社製品の紹介記事に、
貴社ストアや購入サイト、キャンペーンサイト等への URL ／ QR コード等を掲載し誘導いたします。

Mac Fan 本誌＋電子版＋アプリ

10
万部

31
万 PV

14
万 UU

Mac Fan Web

990
万 PV

10
万 UU

読み放題サービス

● d マガジン
● Kindle Unlimited
●楽天マガジン
●その他

※ 2019 年 7月までの 5カ月平均
　dマガジンレポートより

貴社ストア、購入サイト
キャンペーンサイト等

URL

QR

URL

URL
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【企画概要】

特集企画でスペシャル感をアピールし、読者の興味を喚起します！
特集企画として編集記事を制作し、テレワーク用周辺機器の選び方などを徹底紹介。

これによって読者の興味を喚起し、目にとまって読まれるページになります。

【編集記事構成案】

テレワークを快適にする MacBook と iPad のアクセサリをカテゴリごとに解説していきます。
テレワークを始めたばかりの初心者から、最新事情について知りたい初級～上級ユーザをターゲットにした内容となります。

※内容やページ数は変更になる場合があります。
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【全体構成】

編集記事と広告記事を合わせて一つの特集となります
編集記事（2 〜４ページ前後）の後に広告記事が入ります。編集記事と広告記事が一体となって特集としての存在感をアピール※ 1 します。
フォーマットに則らない独自のタイアップ記事※ 2 も承りますので、営業担当にご相談下さい。

※ 1 総ページ数は参画社数によって変動します。
※ 2 別途お見積もりとなります。

編集記事

広告記事広告記事広告記事

編集記事

➡

➡➡

➡
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【掲載枠内構成】

Mac Fan 編集部が貴社製品の紹介記事を執筆します！
掲載枠は 1 ページ（4 色）か 1/2 ページ（4 色）で、掲載枠内には①製品キャッチ、②ロゴ、③製品名、④ QR コード／ URL、⑤本文、⑥製品ハイラ
イト、⑦製品メインカット、⑧製品サブカット、⑨製品スペック、⑩ご担当者様顔写真とコメントを掲載いたします。

※テレワーク関連製品が対象となります。
※掲載は 1 製品となります。
※⑦⑧は製品写真や製品紹介サイトの画面キャプチャな
　どをご用意ください
※コメント文字数、画像の仕様は 7 頁をご参照ください。
※構成は変更になることがあります。
※レイアウト図はイメージです。

1 ページパターン

※ 1/2 パターンの場合は担当者コメントは入りません。

1/2 ページパターン

⑥
製品
ハイライト

⑦
製品
メインカット

⑩
ご担当者様
顔写真と
コメント

⑤本文

①製品キャッチ

③製品名

④ QR コード
　URL

②ロゴ

⑧製品サブカット

⑨製品スペック

（本文 300 字程度）（本文 600 字程度＋担当者コメント 150 字程度）

②

①

③

④

⑤

⑥

⑧

⑦

⑨
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【価格】

　標準価格（１P） 　450,000 円（税別）
　標準価格（1/2P） 　250,000 円（税別）
　申し込み締切 　2020 年 7 月 27 日（月）
　素材入稿締切 　2020 年 7 月 31 日（金）　　　　　　
　掲載号 　2020 年 10 月号（2020 年 8 月 28 日発売号）
　掲載スペース 　4C1P or 4C1/2P
　掲載製品数 　1P の場合、1/2P の場合ともに 1 製品

　ご用意いただく素材

　製品ロゴ、会社情報、ご担当者様コメント（150 字）、ご担当者様顔写真
　製品名、製品情報、スペック、おすすめポイント、キャンペーン情報、
　製品写真、URL ／ QR コード
　　　※画像点数は 1 ページ発注の場合 3 点をご用意ください。1/2 ページ発注はご相談ください。
　　　※顔写真および画像の解像度は 350dpi でお願いいたします（1 ページ発注の場合のみ）。
　　　※ロゴは CMYK の ai データでお願いいたします（RGB/ 特色不可）。
　　　※ QR コードはグレースケールの ai データでお願いいたします（RGB/ 特色不可）。

　費用内訳
　スペース費
　制作費（編集費、執筆費、デザイン、DTP）
　Mac Fan Web・読み放題転載費用
　ｄマガジン転載費用

【その他の注意事項】
●掲載順は弊社の判断にて決定させていただきます。
●掲載時には「企画協力」or「PR」の表記を入れさせていただきます。
●原則としてページ構成の関係上、本企画の掲載頁の位置は本誌の後半になります。


