
月間2,381万ユーザーが読む
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「『伝える』を、もっとわかりやすく」

ニュースサイトSirabeeは、2014年に創業。
現在17名ほどの編集部員と複数の外部ライターによって、
1日50本程度の記事を執筆・配信しています。

2019年12月からは、一般社団法人日本インターネット報道協会に加盟。編集部員の中には、
出版社やニュースサイトなどで経験を積んだ社員も多くおります。

「速報ニュース」「芸能エンタメ」「リサーチ」「グルメ」の4ジャンルにとくに注力し、
「伝えるを、もっとわかりやすく」という方針のもと、取材・編集活動を行っています。

ニュースサイトSirabee編集長タカハシマコト

1997年博報堂入社 第3制作局に配属され、一貫してコピーライター、クリエイティブディレクター として広告制作に
携わる。

2014年、株式会社NEWSYを起業し代表取締役に就任。

東京コピーライターズクラブ会員。カンヌライオンズシルバー、TCC審査委員長賞、ACC審査員特別賞、朝日広告賞、
日経広告賞など受賞多数。



サイト名 Sirabee

サイトURL https://sirabee.com/

サービス開始 2014年6月16日

記事数/月 約800本

更新日 毎日

ページビュー/月 8,847万PV

ユニークユーザー/
月

2,381万UU

SNSアカウント

Twitter: 107,269人
Facebook: 170,076人
（2021年12月7日時点）
アプリダウンロード数：約15万DL

スマートフォンアプ
リ

iOS / Android OS

Sirabeeとは？
Sirabeeは「気になるアレを大調査」するニュースサイトです。

世の中の話題や気になるネタを独自調査で深堀りし、アンケート結果やランキングの形式で配信します。

2021年12月、月1億PV、2,520万ユーザー達成しました！



男女比 年代 デバイス

52.8％

47.2％

92.4％

4.2％
3.4％

男女比・年代・デバイス：Google Analyticsより（2021年9月）未既婚・個人年収：オリジナルユーザー調査より

300万円未満 300万～500万円未満

500万～700万円未満 700万～1,000万円未満

1,000万円以上 わからない・答えられない未婚 既婚 その他

未既婚 個人年収

43.3％

52.6％

38.8％

28.5%

15.2％

8.4％

3.5％4.1％ 5.6％

Sirabee 読者プロフィール

男性 女性

11.2%

23.3%

18-24歳 25-34歳 35-44歳

45-54歳 54-64歳 65+歳

30.1%

18.3%

10.5%

6.6%

モバイル PC タブレット



記事配信先

数多くのポータルサイト・サービスに記事を提供しています。

配信契約済み

記事提供

ユーザー来訪

※広告記事は外部には配信されません（一部メディアへの特定プランを除く）



調査記事事例

『メガネ』VS『メガネなし』
どっちが好きか論争に決着！ 本当にモテるのは…
https://sirabee.com/2018/05/07/20161592445/

若く見られる人が「毎日摂っている栄養成分」がかなり意外
https://sirabee.com/2018/04/10/20161521528/

6割が友達になりたくない！？
「喫煙者」の現実がツラすぎて泣ける
https://sirabee.com/2017/05/31/20161138807/

マックのアルバイト100人に聞いた
『マクドナルドの秘密』がスゴい
https://sirabee.com/2017/02/16/20161047546/

20代会社員が語る「上司を嫌いになった理由」
https://sirabee.com/2016/04/28/103989/

プリウスに乗る男性はおごってくれる？
HVに乗る人の傾向が判明
https://sirabee.com/2016/02/03/81070/

「おしぼりで顔をふく男性は恋愛対象外」
と考える女性は衝撃の割合
https://sirabee.com/2015/04/13/23866/

家の中で「冬服」が占めている面積は？
家賃に置き換えてみると驚愕の結果に！
https://sirabee.com/2015/05/01/27759/

「妊活」を女性まかせにするのは絶対NG！
男子が簡単に挑戦できる妊活の方法とは
https://sirabee.com/2019/02/28/20162018921/

ボロボロの車に乗っている人必見！
メンテナンスしてない車は高級車でも9割が乗りたくない
https://sirabee.com/2019/02/05/20161982210/

https://sirabee.com/2018/05/07/20161592445/
https://sirabee.com/2018/04/10/20161521528/
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https://sirabee.com/2016/02/03/81070/
https://sirabee.com/2015/04/13/23866/
https://sirabee.com/2015/05/01/27759/
https://sirabee.com/2019/02/28/20162018921/
https://sirabee.com/2019/02/05/20161982210/


海外記事事例

日本の「ストロングビールと新ジャンル」
本場ドイツ人がガチ評価
https://sirabee.com/2018/06/14/20161667324/

アメリカ人BBQマニアが日本のバーベキューの定番
『烏龍茶』を飲んだ結果
https://sirabee.com/2018/04/13/20161551405/

スウェーデン美女が絶賛！
外国人にもモテる『ハロウィンコスプレ』を選ぶ方法
https://sirabee.com/2017/10/05/20161296891/

日本に来て間もない海外美女モデルが
「ジャージを着たオジサン」を見た結果
https://sirabee.com/2018/04/12/20161540200/

お茶にうるさいドバイの富豪が日本の
『烏龍茶』を飲んでみた結果
https://sirabee.com/2017/12/19/20161415391/

日本で大ブレイク中の電子タバコを
「ドバイの富豪」が試してみた結果
https://sirabee.com/2016/02/03/81070/

日本のシャンプーとコンディショナーを
髪型に悩むアメリカ人が使った結果
https://sirabee.com/2019/04/01/20162043104/

フィンランド人が初めて烏龍茶を飲んだ結果
まさかの「ホットチーズ烏龍茶」が誕生

https://sirabee.com/2018/12/21/20161837502/

「イギリスを徘徊するゾンビ」
に烏龍茶を飲んでもらった結果がスゴい
https://sirabee.com/2018/10/26/20161836140/

ドバイの富豪がユニクロの『エアリズム』を
着てみた結果
https://sirabee.com/2019/07/26/20162109119/

https://sirabee.com/2018/06/14/20161667324/
https://sirabee.com/2018/04/13/20161551405/
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https://sirabee.com/2018/10/26/20161836140/
https://sirabee.com/2019/07/26/20162109119/


AD

誘導枠

掲載イメージ

特徴：記事広告を初めてお試しいただく場合のお試しプランとなります。

広告内容

記事想定PV数 25,000PV～

掲載料金 600,000円

掲載期間 無期限

記事公開日時 平日10:00（変更可）

お申込期限 原則10営業日前（要調査の場合＋数営業日）

記事内容

オリエンを受けて編集部にて企画・制作

またはオリエンシートにご記入頂いた内容から
製作

※配信前に1回の内容確認をさせていただきます。

付帯サービス
・公式Facebook・Twitterアカウントから記事を
投稿

レポート
・記事ページのPV・UU数

・配信記事スクリーンショット

※アンケート調査が必要な場合は、別途費用がかかります（都度見積り）。
※地方取材、長時間の取材などは、別途費用がかかります（都度見積り）。
※記事に「提供／貴社名（サービス名）」の表記が入ります
※コンテンツ提供先（ポータルサイト・キュレーションアプリ等）へは配信されません

タイアップ記事広告（お試しプラン）

しらべぇ公式Facebookページ

しらべぇ公式Twitter

P
C

SP



掲載イメージ

P
C

※アンケート調査が必要な場合は、別途費用がかかります（都度見積り）。
※地方取材、長時間の取材などは、別途費用がかかります（都度見積り）。
※記事に「提供／貴社名（サービス名）」の表記が入ります
※コンテンツ提供先（ポータルサイト・キュレーションアプリ等）へは配信されません

広告内容

記事想定PV数 35,000PV～

掲載料金 800,000円

掲載期間 無期限

記事公開日時 平日10:00（変更可）

お申込期限 原則10営業日前（要調査の場合＋数営業日）

記事内容

オリエンを受けて編集部にて企画・制作。

またはオリエンシートにご記入頂いた内容から
製作

※配信前に1回の内容確認をさせていただきます。

付帯サービス

・公式Facebook・Twitterアカウントから記事を
投稿

・全ページ下部「編集部イチオシ」掲載

レポート
・記事ページのPV・UU数

・配信記事スクリーンショット

特徴：スタンダードメニューです。独自調査・取材によって、注目を集める広告記事を作成します。

タイアップ記事広告（基本プラン）

誘導枠

しらべぇ公式Facebookページ

しらべぇ公式Twitter

全ページ下部『編集部おすすめ』枠

SP



掲載イメージ

P
C

※アンケート調査が必要な場合は、別途費用がかかります（都度見積り）。
※地方取材、長時間の取材などは、別途費用がかかります（都度見積り）。
※記事に「提供／貴社名（サービス名）」の表記が入ります

誘導枠

しらべぇ公式Facebookページ

しらべぇ公式Twitter

全ページ下部『編集部イチオシ』枠

Gunosy 掲載

SmartNews掲載

特徴：Gunosy,SmartNews,LUCRA,ニュースパス4媒体への外部出稿が付きます。

タイアップ記事広告（外部配信プラン）

広告内容

記事想定PV数 45,000PV～

掲載料金 1,600,000円

掲載期間 無期限

記事公開日時 平日10:00（変更可）

お申込期限 原則10営業日前（要調査の場合＋数営業日）

記事内容

オリエンを受けて編集部にて企画・制作。

またはオリエンシートにご記入頂いた内容から製
作

※配信前に1回の内容確認をさせていただきます。

付帯サービス

・公式Facebook・Twitterアカウントから記事を
投稿

・TOPページ下部「編集部イチオシ」掲載

・他媒体掲載

レポート

・記事ページのPV・UU数

・配信記事スクリーンショット

・外部出稿媒体のレポート

LUCRA掲載 NEWSPASS掲載

SP



姉妹サイト『fumumu』同時掲載のご案内（スペシャルプラン）

サイト名 fumumu（フムム）

サイトURL https://fumumu.net/

サービス開始 2018年4月1日

記事数/月 120本

ページビュー/月 169万

更新日 毎日

調査パネル
20代女性：3,090名
30代女性：4,645名

SNSアカウント
@fumumunet
（Twitter,Instagram,Facebook,Youtube
）

掲載イメージ

fumumuは女の子のリアルな本音や意外なデータをお届けするウェブメディアです

女子大生や女性ライターを中心にした編集部が、毎日、最新の記事を取材・執筆。

女性だけに絞った独自の「fumumu調査パネル」から、「女子の生の声」を明らかにしていきます。

ユーザー属性や料金など、詳しくは『fumumu媒体資料』をご確認ください。



『ニュースサイトSirabee』のNEWSYが提供する
「ウェブ/オウンドメディアコンサルティング」サービス

オウンドメディア/ウェブメディアの悩み…ありませんか？

✓運用していくノウハウがない

✓読まれる記事を作る方法がわからない

そんな運営上の「困った」を解決します！
本サービスでは、サイト立ち上げ時の運営方針検討だけでなく、運営中の編集体制の最適

化や、自社運営（内製化）のサポートもいたします。

他に、記事制作・編集のコーチングや効果測定方法のレクチャー、制作額の相場の共有も

しますが「最後まで読まれる記事の作り方」や「記事タイトルの最適化」「企業のビジョ

ンを読者と共有するためのメディア作り」に価値を感じてもらっています。

ネットメディア『ニュースサイトSirabee』などを運営する「NEWSY」の知見を元に、

メディアの課題を一緒に解決していきます。

✓事業の成果に結び付かない

✓自社運営（内製化）したい

株式会社NEWSY info@newsy-inc.jp 担当：京岡

mailto:info@newsy-inc.jp


『ニュースサイトSirabee』のNEWSYが提供する
「ウェブ/オウンドメディアコンサルティング」サービス

◎ご利用の流れ
ヒアリング（無料） サポート提案（無料） 契約 サービス開始

設計 構築 制作 公開

▼メディア新規立ち上げ時に提供できること

・やることリストの提示

・運営目的の設定方法

・運営方針の決め方 など

・協力パートナー選定

・KPIの設定方法

・CMS/ツール選定 など

・編集ガイドラインの設定

・執筆者選定/費用目安共有

・記事制作フロー確立 など

・SNS/自社サイト連携提案

・タイトル/OGPの最適化

・分析準備 など

企画 記事制作 記事配信 効果測定
▼運用中のメディアに提供できること

・運営方針＆ゴールの再確認

・企画の出し方コーチング

・中長期的な企画立案 など

・SEO向け&ファン向け執筆術

・編集者育成コーチング

・編集部内製化支援 など

・他メディアへの配信検討

・キュレーションAppとの連携

・SNSの取捨選択方法 など

・アクセス解析の利用法

・レポートフォーマットの提案

・記事や執筆者の評価法 など

「ウェブメディア/オウンドメディアコンサルティング」サービス概要 費用（概算）税別

ウェブ/オウンドメディアの新規立ち上げ支援 月額¥150,000～

運用中ウェブ/オウンドメディア支援 月額¥150,000～

メールアドバイザー（相談や質問に対しオンラインで回答） 月額¥75,000～

運用ノウハウワークショップ 随時

株式会社NEWSY info@newsy-inc.jp 担当：京岡

※このサービスに実際の原稿執筆・編集作業は含まれません。
※当初予定の作業範囲が超過した場合、又はスケジュールが延伸された場合の費用につきましては別途ご相談。
※スポット利用、定期利用、会議の回数など、ご要望に応じお見積もりいたします。

・本資料の概算見積は、2021年8月25日現在での情報をもとに作成。
・税抜き価格です。
・サービス開始時期は、両社協議の上別途定めるものとします。

mailto:info@newsy-inc.jp


タイアップ記事広告 掲載までのスケジュール（※下記は最短スケジュール）

■調査系記事

営業日前 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

企
画
決
定

初
稿
確
認

修
正

最
終
確
認

掲
載
開
始

■取材系記事

営業日前 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

企
画
決
定

初
稿
確
認

修
正

最
終
確
認

掲
載
開
始

※別途取材が必要な場合や、調査設計が複雑な場合は別途調整。

※ただし遠方取材等が必要な場合には、別途調整。

※調査内容の確認、集計、執筆期間

※取材内容の確認
執筆期間



タイアップ記事広告オプション

外部媒体に出稿し、記事への接触者数を増やします。（詳細はお問い合わせください）

15

記事広告（追加誘導型）

記事想定PV数 各媒体に準ずる

掲載料金 要見積り

掲載期間 予算・選定媒体の掲載期間による

記事公開日時 選定媒体による

お申込期限 原則10営業日前

内容 タイアップ記事の内容に準ずる

付帯サービス 各媒体に準ずる

レポート 各媒体に準ずる

出稿可能媒体



JIAAガイドラインに準拠

編集タイアップ広告記事の配信にあたっては

インターネット広告推進協議会（JIAA）のガイドラインに準拠し、

「広告企画」であることを明示しています。

JIAA加盟各社ややニュースメディアが採用しているガイドラインに準拠しているため、

「ノンクレジットタイアップによるステマ」を指摘されるリスクはありません。



全記事末尾の「関連記事」

枠にタイアップ記事ページ

へのリンクを一定期間設置。

公開時に新着記事として、

サイトTOPページに表示。

PC版TOPページ下部の

「編集部イチオシ」枠

に一定期間掲載。

（記事本文）

誘導イメージ

公式SNS

タイアップ
記事ページ

文中にYoutube動画の埋め

込みなども可能。

スマートフォン
アプリ

外部広告
（オプション）

※グノシー、スマートニュースは
外部配信プランのみ付帯。

サイト内誘導



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。以下の広告については、掲載をお断りさせていただきます。

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、またはそのおそれがあるもの
3. 許可・認可のない広告主によるもの
4. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの
5. 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
6. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定または美化するもの、又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
7. 醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの
8. 商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの
9. 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害のおそれのあるもの
10. 非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの
11. 詐欺的または健全性を欠いた経済行為に係るもの
12. 宗教団体の勧誘又は布教活動の係るもの
13. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの
14. 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おそれのあるもの
15. わいせつな図画、またはそれを連想させる文言が含まれているもの
16. その他弊社が不適切だと判断したもの

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、出会い系サイト、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。詳しくは、お問い合わせください。

■免責事項
1. 広告内容およびリンク先サイト内での全ての情報・表現に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。
2. 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、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. メールソフト・ブラウザなどによっては、文字化けがおこり正常に表示されない場合があります。これが原因で広告主様に損害が生じた場合、 当社は一切責任
を負わないものとします。
4. ただし上記問題が生じた場合、別途協議の上、可能な限りのフォローを行わせていただきます。

■広告原稿の入稿広告原稿の入稿は電子メールでおこない、掲載開始日の5営業日前の18時までとします。

■キャンセルについて正式申し込み後のキャンセルについては、広告掲載費の100％のキャンセル料金を申し受けます。


