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会社名 株式会社リボルバー （英語表記：Revolver, Inc.）

設立 2012年7月30日

決算月 6月

代表者 小川　浩（CEO兼ファウンダー）

役員
取締役CTO 松本 庄司 
社外取締役 林 信行 
社外取締役 永山 隆昭

所在地
〒105-0004 東京都港区新橋5-33-10　
　モーターマガジンビル4F

事業内容
パブリッシングプラットフォーム「dino」の開発・販売
コンテンツマーケティング企画・制作・運用
インターネット広告事業（トレーディングデスク）

株式会社リボルバーは、2012年7月に創業した、コンテ
ンツマーケティング専門のファストマーテク企業です。 

社内のコミュニケーションや管理がIT化したように、
マーケティングもインターネットをベースとしたデジタ
ル化が進んでおり、2021年には国内でも4500億円市場
に成長する見込みです。 

とりわけ、自社メディア（オウンドメディア）で良質なデ
ジタルコンテンツを作り、潜在顧客にアプローチするコ
ンテンツマーケティングに大きな注目が集まっていま
す。デジタルマーケティングを行うために必要なテクノロ
ジー群をマーケティングテクノロジー、略してマーテク
と呼びますが、当社は 莫大な予算がなくても ネットに
詳しい人材がいなくても迅速にデジタルマーケティング
を始められるご支援を専門にしている企業です。 

コンテンツマーケティングのハブとなるオウンドメディ
アを作るための専用CMSや、作ったメディアのトラ
フィックを成長させる施策、そしてメディアを使ってマ
ネタイズする戦略まで、一貫してご提供します。
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求められるデジタルシフト

メディア総接触時間の構成比 時系列推移

博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所 「メディア定点調査2017」

変化する消費者との接点
潜在顧客、特に消費者との接点は、従来のマスメディアからインターネット中心へ変化しています。

とりわけSmartNewsやGunosyといったニュースアグリゲーションサービスやソーシャルメディアの消費が増加するな
ど、インターネットの情報収集においても多様化が進んできています。

マス広告など従来のマーケティング手法では顧客に十分にリーチできない時代。企業には、インターネットを活用し
た新しい接点が求められています。

デロイトトーマツグループ 「デジタルメディア利用実態調査 ～日本編～2017年」

世代別のメディア消費動向比較

© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.11

世代別のメディア消費動向比較（ニュース・情報を取得する際に、最も利用するチャネル［計100%］）

各世代、ニュース・情報を取得する際にテレビが最も利用されている一方、高年は
新聞、中年はアグリゲーター、Z世代はSNSと、次点のチャネルには世代差がある

テレビ
（ニュース番組）

新聞
（紙面）

アグリ
ゲーター*1 SNS その他*3

高 低

1位
41%

3位
12%

4位
7%

2位
18%

1位
35%

2位
22%

5位
6%

3位
10%

1位
44%

2位
24%

3位
8%

6位
2%

1位
56%
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15%

2位
16%

5位
1%

1位
62%

3位
5%

2位
19%

17%

16%

16%

8%

10%6位
1%

注：順位は各年代における値を示しており、「最新のニュース情報を調べない」を除いたもの
*1：Yahoo!ニュース、livedoorニュース、@niftyニュース、スマートニュースなど *2：Huffington Post、Buzzfeed、NewsPicksなど
*3：雑誌、ラジオ、ニュース番組以外のテレビ番組、最新のニュースを調べないなど *4：70歳以上の同率4位にはラジオ（3%）が入っている

新聞
（デジタル版）

6位
2%

6位
3%

4位
4%

4位
3%

新興オンライン
ニュースサイト*2

5位
3%

4位
7%

5位
3%

5位
1%

6位
1%

4位
3%*4

51歳～69歳

34歳～50歳

14歳～19歳
Z世代

20歳～33歳
ミレニアル世代

70歳以上
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デジタルマーケティングの進化

多様化するマーケティングテクノロジー
メディアのデジタルシフトに伴い、マーケティングもまたデジタル化が進んでいます。

そのテクノロジーはマーケティングテクノロジー（マーテク）と呼ばれ、マーケティングの方針や狙いに
即してマーテクをどう組み合わせ活用するかは「マーケティングテクノロジースタック（マーテクスタッ
ク）」と呼ばれています。その知見と活用こそが現在のマーケティングに求められているのです。

マーテクカテゴリーは、下記6つの領域に分類されます。リボルバーはコンテンツマーケティングを軸に
事業を展開しており、Content & Experienceに属しています。

Advertising & Promotion Content & Experience Social & Relationships

Commerce & Sales Data Management

広告や広報に関連するITツール。
DSPやSNS広告、動画広告など。

コンテンツマーケティング領域。 
CMSやマーケティングオートメー
ションなど。

ソーシャル＆エンゲージメント領
域。CRM、インフルエンサーマー
ケティング、チャットボットな

Eコマース・販促領域。 

ECサイト構築、SFAなど。
チーム管理やプロジェクト管理領
域。進捗管理や線表ツール、コラボ
レーションツールなど。

データの収集・管理・分析・可視化
領域。DMP、CDPなど。
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オウンドメディアの立ち上げから成長拡大、 
収益化・データ活用に至るまでトータルでサポート 

コンテンツマーケティングを一貫して支援

  Copyright © 2012 - 2018 Revolver, Inc All Rights Reserved.   Strictly Confidential  1

オウンドメディアを軸としたコンテンツマーケティング活用マップ

オウンドメディア運営潜在顧客流入 マネタイズ：顕在顧客化 CRM

オーディエンスに 
合わせた 

良質なコンテンツの 
配信と蓄積

検索流入 
（SEO）

ソーシャル流入 
（SMO）

広告・セミナー・ 
プロモーション EC・オムニチャネル

広告 
スポンサードコンテンツ

成長

3rd 
Party 
Data

1st 
Party 
Data

データ分析
ライフスタイル 

可視化

顧客理解
行動履歴

フィードバック｜PDCA

拡 
散

通 
知

Our Scope of Business
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コンテンツマーケティングのハブとなるのが、オウ
ンドメディアです。

パブリッシングプラットフォーム「dino」は、自社
開発のクラウドCMSを中心に、Webメディアの構築
から運営、 トラフィックブースト、マネタイズ支援
からデータ活用に至るまで、コンテンツマーケティ
ングに必要となるテクノロジーを一貫提供。企業の
コンテンツマーケティングを、リーズナブル なコス
トで迅速にサポートします。 

オウンドメディア専用CMS、トラフィック成長施策、マネタイ
ズ戦略まで一貫して提供するSaaSサービス「dino」

dinoで実現するオウンドメディアマーケティング

ネイティブアドサーバー

クラウドCMS

EC連携

トラフィックブースト

会員課金

ソーシャルマーケティング

6秒動画広告 データ解析 トレーディングデスク

dino マーテク（マーケティングテクノロジー）スタック
* マーテクスタック：デジタルマーケティングを行うために必要なテクノロ
ジー群をマーケティングテクノロジー（略称：マーテク）と呼び、自社の方
針や狙いに即してマーテクをどう組み合わせ活用するかを「マーケティング
テクノロジースタック（マーテクスタック）」と呼びます。 
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dino : コンテンツマーケティングの無駄を省き、効率的かつ効果的に

BEFORE AFTER

システム構築
セキュリティ対策
インフラ管理

SEO対策
新機能の開発
デザイン構築
更新作業

コンテンツ制作

マーケティング施策

＋

＋

パブリッシングプラット
フォーム 

dino

コンテンツ制作

マーケティング施策

＋

＋

dino導入により 
技術面、デザイン面、 
運用管理面でコスト削減

削減したコストから 

コンテンツ制作やブースト、 
マネタイズ施策の実施

専門知識を要するシステム関連業務がなくなるので、運用効率改善、ひいてはコスト削減にも繋がります。

マ
｜
ケ
テ
ィ
ン
グ
予
算

dinoを導入することで、技術的要素に関する余分なコストをカットし、肝心のコンテンツ開発やトラフィック
拡大やマネタイズ促進のためのマーケティング活動に予算を振り当てることが可能になります。より筋肉質な
コンテンツマーケティングを実現できます。

社内エンジニア不要 
社内デザイナー不要
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オウンドメディア専用クラウドCMS
•クラウドCMS 
•コンテンツ提供

P u b l i s h i n g  P l a t f o r m

•ソーシャル拡散 
•トラフィック 
ブースト 
•SEO

•ネイティブアド 
•会員課金 
•EC連携 
•O2O

構築・運営 成長・拡大 収益化 データ活用

•ユーザー分析 
•行動履歴分析 
•CRM 
•トレーディング
デスク

トレーディングデスク
オーディエンスデータを活用し、6秒動画
「FLASH AD」などの広告を外部サイトに出
稿できます。自社商品のプロモーションはも
ちろん、広告商品としての販売も可能です。

AD
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dinoは、クラウドCMSやコンテンツ配信ネットワーク、ネイティブアドサーバーなどを一貫して提供する
自社開発のパブリッシングプラットフォームです。
企業のオウンドメディアはもちろん、出版社など既存媒体のデジタル化にも活用されています。 
お申し込みから構築まで、専門知識がなくても迅速にメディアを開設できます。

クラウドCMSで手軽にオウンドメディア構築

概要

※2019年4月時点実績
80メディアを超える導入実績※

＊五十音順
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選ばれる理由
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dinoは5つの特長で多くの企業様に選ばれています。

クラウドならではのメリット

直感的に使えるエディター
公開されるページそのままの編集画面で、は
じめて使う方でも違和感なく直感的に記事を
作成できます。

分散するレポートを一元管理
閲覧数、オーディエンス数、よく見られた記
事などの分析を行えます。GoogleAnalytics、
Facebook、Youtubeと連携し、レポートを1つ
の管理画面に集約させることができます。

レスポンシブWebデザイン
閲覧端末に合わせて表示が自動的に最適化さ
れる「レスポンシブWebデザイン」を標準採
用しています。モバイルWebサイト高速表示規
格AMP（Accelerated Mobile Pages）にも対応
しています。

コンテンツの外部配信に対応
記事コンテンツのRSS出力に標準対応。さら
にGunosyやSmartNews等のRSS拡張フォー
マットにもオプション対応し、外部プラット
フォームへの記事配信が可能です。

※ 配信にあたっては、各サービス提供元と別途契約が必要です。

サーバーへのインストール不要のクラウドCMSです。 
アカウント発行と同時に運用を開始できるので、メディアをスピーディに構築、公開することができます。 
セキュリティ対策が自動でアップデートされるほか、新機能も自動で追加されるため、従来のサーバインストール型
CMSと異なり自社で対応する必要はありません。またアクセス状況に応じサーバ容量が自動最適化されるので、突発
的なアクセス増が発生しても安心です。
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ライフスタイルマガジン 
「LAWRENCE」│株式会社MGロレンス

子育てエンタメ誌 
「ベビモフ」│株式会社講談社

経営戦略Webマガジン 

「Executive Foresight Online」│株式会社日立製作所

FM OH! ステーションポータル（公式サイト） 
「FM OH!」│株式会社エフエム大阪

ゴルフ情報マガジン「みんなのゴルフダイジェスト」 
株式会社ゴルフダイジェスト社

アウトドア＆キャンプ情報メディア 
「ハピキャン」│名古屋テレビ放送株式会社

用途目的も様々なメディアで導入されています。

導入実績例
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クラウドならではのメリット
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最新のテクノロジーを取り入れた新機能を次々
と開発。常に最新機能をお使いいただけます。

セキュリティアップデートは完全自動。 
メンテナンスのトラブルとも無縁です。

アクセス数に応じてサーバ容量を自動増強。 
突発的なアクセス集中時も安心です。

クラウドのメリットを最大限に活かし、 
安定したメディア運営を最小限のコストで実現します。

主な特長

サーバーの手配やインストール作業は不要です。
お申込みいただくだけで利用できます。

月額利用で初期/運用コストを軽減。
スモールスタートで始める場合に最適です。

dino 
（SaaS）

サーバインストール型 
CMS

運用開始 アカウント開設から 
即日で運用開始

初期設定/デザイン完了後 
※サーバ、ドメイン設定、デザイ
ン、コーディング等作業が必要

ランニングコスト 月額5万円~ 
※ドメイン、サーバ費含む

別途業者へ依頼 
サーバメンテナンス等

保守メンテナンス ○ 
利用料に含む

☓ 
別途運用メンテナンス

セキュリティ更新 ○ 
自動アップデート

△ 
手動適用

サーバー拡張 ○ 
サーバ自動拡張

☓ 
プラン選択時の容量固定

dinoは、すべてのユーザーが1つのソフトウェアを使用する
SaaS（Software as a Service）方式のクラウドCMSです。
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直感的に使えるエディター
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公開されるページそのままの編集画面で、 
はじめて使う方でも違和感なく直感的に記事を作成できます。

エディタ対応機能

段落テキスト 見出し作成

引用挿入

画像貼り付け 動画貼り付け

URLリンク

ボックス表示 HTML入力

編集画面

URLを最適な表示形式に自動整形

カルーセル表示 クイズ作成
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モバイルファースト設計

閲覧端末に合わせて表示が自動的に最適化される 
「レスポンシブWebデザイン」を標準採用。

PC表示 スマートフォン表示

dinoで構築したメディアでは使えばすべてのページがレスポンシブWebデザインで生成されます。 
1つのURLで全デバイスに対応できるので、シンプルに管理できるほか、SEO上も有利です。 
さらに、GoogleによるモバイルWebサイトの高速表示規格AMP（Accelerated Mobile Pages）にも
対応。モバイルGoogleのインデックス上有利になるとともに、読者の体験を向上させることができ
ます。

 14

Google AMP
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メディアに最適化された設計

メディアに最適化されたdino独自の標準機能が、 
スムーズな運営を強力にサポートします。

オートページング
記事読了後も次の記事が自動で表
示される無限スクロールを記事
ページにも採用。自動的に次の記
事が表示されるため、滞在時間や
閲覧ページ数がアップします。

ライターを立たせたメディア運営

ソーシャルで拡散しやすい設計

タグを活用した、コンテンツが主役のサイト設計

各記事には、執筆者の名前とアイコンが表示。クリックすると、
その執筆者のプロフィールと記事一覧を見ることができます。その
ままオートページングで読み進めることも可能です。

記事の見出しやカバー画像をそのまま表示させることができる設
定に標準対応。FacebookやTwitterで記事をきれいにシェアするこ
とができます。

タグを活用しやすいサイト設計。特定のタグが付いた記事のみで
オートページング表示できるほか、ヘッダー部分に固定表示される
カテゴリーメニューとしても利用可能です。
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多彩な表示デザイン

TOPページのレイアウトは、プルダウンで選ぶだけ。 
コンテンツの特性に合わせて、効果的なデザインを設定できます。

メニューフィードタイプ
メニューブロック単位で
最新記事が一覧表示され
ます。
ニュースフィードタイプ
最新記事から順番に表示
されます。

TOPページだけでなく、ヘッダの各メニューにそれぞれ異なる表示形式を設定することも可能です。

メニューフィードタイプ ニュースフィードタイプ 
《カード型》

ニュースフィードタイプ 
《ギャラリー型》

ニュースフィードタイプ 
《リスト型 A》

ニュースフィードタイプ 
《リスト型 B》

ニュースフィードタイプ 
《リスト型 C》

ニュースフィードタイプ 
《リスト型 D》

ニュースフィードタイプ 
《フレックス型》

 16
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記事管理

サイト全体と記事作成で完全に管理画面が独立。サイトオーナーとライ
ターで管理画面を分けられるほか、ログイン不要のプレビューURL発行
や公開優先度設定にも対応します。

エディターの権限を管理者、記事
作成者に分けて管理することがで
きます。記事の公開権限有無も設
定できるため、原稿レビュー後に
記事を公開できます。

権限設定

「メディアマネージャー」と「エディター」は、そ
れぞれ個別にユーザーアカウントを発行する仕組み
になっています。サイト管理者には両方のアカウン
ト、記事作成者にはエディターのみのアカウントを
発行するなど、業務範囲に応じた使い分けが可能で
す。

メディアマネージャー（サイト全体管理）

・サイトの表示設定 
・デザインカスタマイズ設
定 
・ドメイン設定 

エディター（記事投稿

・記事作成者の設定と管理 
・コンテンツ（記事）作成 
・コンテンツ（記事）管理

任意の記事を優先して上位に表示
することができます。優先する期
間の設定や、優先度の設定も可能
です。

公開優先度設定

公開前記事の確認依頼など、確認専
用のプレビューURLを発行。ログイ
ン不要で外部関係者に共有できま
す。

プレビューURL発行

最大7日間の有効日数を指定できます。
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外部メディアへのコンテンツ提供もRSS配信フィードで配信可能。
FacebookやYoutubeのレポートも一元管理できます。

外部連携

dinoで構築したメディアのPV（Google Analytics）、Facebook
ページのリーチ数、Youtubeの再生回数を、「コンテンツ
ビュー（CV）」という指標で一元管理。コンテンツそのもの
が見られた回数をリアルタイムで測定できます。

分散するレポートを一元管理

nor. SmartNews Gunosy LINE NEWS エキサイト 
ニュース

nor.配信先メディア

配信

Antenna

コンテンツの外部配信
RSS2.0形式でフィードを出力。全記事対象のフィードに加え、タ
グ単位・記事作成者単位でのRSSにも対応しています。

さらにオプションサービス※1として、GunosyやSmartormatな
ど、様々なニュースプラットフォームの独自形式の出力にも対
応。各サービスと契約することで、コンテンツを自動的に配信す
ることが可能です。

配信
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SEO、入力フォーム、問合せ管理、ABテスト、アンケート機能など
デジタルマーケティングを促進させる機能を搭載

マーケティング機能

SEO 入力フォーム 問い合わせ管理 アンケート機能
OGPやmetaなどのSEOに必要な
情報は、メディアの設定と記事情
報を読み取り自動生成されます 

これにより、見出しや本文な
ど、原稿そのものの内容に集中
することができます。 

もちろん各項目を手動で最適化
することも可能です。

お問い合わせフォームなどの入力
フォームを作成できます。 

項目も自由に編集できるため、さ
まざまな目的で活用可能です。

フォームからのお問い合わせを、
リストとして蓄積していくことが
できます。また対応状況をプルダ
ウンで選択できるため、作業の重
複を回避することができます。 

CSV形式での書き出しも可能で
す。

記事コンテンツ内にアンケート
を埋め込む事ができます。 

オウンドメディアでの簡易アン
ケート調査や、読者コミュニ
ケーションとして活用可能で
す。 

回答直後に、答え合わせとして
結果をグラフで表示することも
できます。
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その他機能一覧

機能 説明

全文検索 サイト内の全文検索に標準で対応しています。

コメント機能 Facebookコメントのオン／オフを選択できます。

固定ページ作成 HTMLで自由に記述できる固定ページを作成可能です。

ウィジェット作成 記事の一覧を外部サイトに貼り付けるウィジェットを生成可能です。

独自ドメイン設定 任意のドメインを設定可能です。新規で取得する場合、追加の費用は不要です（一部の高額ドメインを除
く）。

外部コンテンツインポート RSSフィードやInstagram、ニュース配信サービスの自動インポートに対応。既存のコンテンツネットワー
クを有効に活用できます。

ABテスト 一つの記事について、タイトルもしくはサムネイル画像をABの2パターン設定し、ランダムで表示。どち
らが多くクリックされるかを測定することができます。

 20
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オプションメニュー
•クラウドCMS 
•コンテンツ提供

P u b l i s h i n g  P l a t f o r m

•ソーシャル拡散 
•トラフィック 
ブースト 
•SEO

•ネイティブアド 
•会員課金 
•EC連携 
•O2O

構築・運営 成長・拡大 収益化 データ活用

•ユーザー分析 
•行動履歴分析 
•CRM 
•トレーディング
デスク

トレーディングデスク
オーディエンスデータを活用し、6秒動画
「FLASH AD」などの広告を外部サイトに出
稿できます。自社商品のプロモーションはも
ちろん、広告商品としての販売も可能です。

AD
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adino - 広告を一括管理・配信可能 

ネイティブアド配信システム「adino」を使えば、
オウンドメディアの収益化も可能です。
通常の記事と同じフォーマットのネイティブアド、バナー形式で静止画／動画を組み込むことができるス
トリームアドとインフィードアドの3種類の広告メニュー作成に対応。クライアントの課題に合わせて提
案できます。任意のページにバナー広告やアドネットワークタグを組み込むことも可能です。

BRANDING  
ブランディング

AWARENESS  
認知

CONVERSION  
コンバージョン

COMPREHENSION  
理解

ネイティブアド

広告 
プラン

課題

ストリームアド

インフィードアド
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adino - 様々な形式の広告を配信可能

ネイティブアド（記事型広告）をはじめ、様々な形式の広告を配信できます。

記事

記事

ネイティブアド ストリームアド

インフィードアド バナー

記事と記事の間に、広告クリエイティ
ブ（テキスト、画像、動画、リンクな
ど）を表示する広告です。一般的なバ
ナー広告よりも大きなクリエイティブ
を掲載できるので、高いブランディン
グ効果が期待できます。

記事と記事の間に、記事型広告（ネイ
ティブアド）を表示する広告メニュー
です。通常記事を読む流れで、自然に
リーチすることができます。

トップページや各メニューフィード内に「サムネイル＋タイトル
テキスト」のバナーリンクを表示し、外部LPサイトに誘導しま
す。すでに訴求ページが存在する場合に最適です。

各記事の末尾に小型のバナーを表示するタイプの広告です。

通常記事②

通常記事③

広告記事

通常記事①
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dinoでサブスク｜Subscribe with dino

会員限定コンテンツを提供する会員制メディアを運用できます。※1 

囲い込んだユーザーに対するメールマーケティングや、課金ビジネスも展開可能です。

＊記載の内容は、すべて開発中のものです。開発上の問題等により、予告なく変更する場合があります。

「続きを読む」をクリック

無料会員登録へ誘導

無料会員になると、 
限定記事も読み放題に

続きを読む

コンテンツ課金型

一般公開記事の中に、会員限定記事が混じるペ
イウォール型メディアです。有料会員登録する
と、すべての記事が読めるようになります。

メーター課金型

ペイウォールを発展させたフリーミアムモデル
です。本数制限のある無料会員と、全記事読み
放題の有料会員の二段階になっています。

サービス課金型

コンテンツ自体への課金は必須とせず、有料会
員に対して定期購入や会員特典などのサービス
を提供するモデルです。

課金ビジネス例
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ブーストプラン

ご予算やターゲットに応じて、開設したメディアへ集客を行い
オウンドメディアの成長を加速させます。

AD

Recommend

アプリ内誘導枠

AD

SNS広告

オーディエンスデータ

AD

属性/興味関心

レコメンド型広告

集客したいコンテンツ（記事）を
独自アルゴリズムで解析し、”あな
たにオススメの記事”としてネイ
ティブアドネットワークへ広告を
掲載します。

SmartNewsやGunosyなど、
ニュースアグリゲーションアプリ
へ広告を掲載します。
記事と記事の間に表示される広告
枠で、通常記事を読む流れで自然
にリーチすることができます。

FacebookやinstagramなどのSNS
へ広告を掲載します。
リボルバーが運営するFacebook
ページのユーザー向け広告はもち
ろん、属性やエリアなどのターゲ
ティング配信も可能です。

dino上に構築されたメディアの
オーディエンスデータを活用した
オーディエンス拡張配信や、属性
がマッチするメディアからの誘導
など、ご要望に応じてカスタマイ
ズします。
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コンテンツ提供

プロフェッショナルライターによる専門コンテンツを提供します。

5割が経験ありと回答

オウンドメディアへ掲載

概要 料金

調査アンケート記事 アンケート調査結果から必要なデータを抽出して記事化

別途お見積メディアオリジナル記事 専門知識を有するメディア企業によるオリジナル記事提供

その他記事 ストレートニュースや取材記事などご要望に応じた記事提供

46% 54%

調査アンケート記事 メディアオリジナル記事 その他記事

ストレートニュース 
取材記事

46% 54%コンテンツパートナー（一部抜粋）
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FLASH AD（超短尺動画広告）

モバイルユーザーに最適な6秒間の超短尺動画広告：25万円+税～
モバイルユーザーは気が短く、従来の15秒CMでも”長い”と感じてしまうようです。 
そこで6秒という超短尺動画広告が注目を集めています。短い再生時間ゆえに、途中離脱者が少ないのが最大の
特徴です。ストーリーではなく印象を重視する、ブランディングに最適な広告と言われています。 
リボルバーで提供する『FLASH AD』はこの6秒というフォーマットにフォーカスした動画の制作から配信ま
で、フルパッケージで提供する広告メニューです。オウンドメディアへの集客やマネタイズにお使いいただけま
す。

✔ 動画の方向性・構成をコンパクトにまとめて最適なメディアに配信

✔ 制作から運用まで一貫して担当するので、出稿までスピーディかつスムーズに進めます

✔ 記事コンテンツとの相性も◎。ネイティブアドとの連携ももちろん可能です

ゴルフダイジェスト社 雑誌販促用広告での事例。トンマナを雑誌と揃えつつ、構成・エフェクト・秒数配分等を
考慮し、視聴者の目線を迷わせないつくりに。出稿～運用も一貫して担当。
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■ ホンダに関する情報をさまざまな角度からご紹介するオウンドメディア「A Little Honda」
の公式Instagramとして、ユーザーが投稿したホンダバイク・車の写真を活用し運用

■ 2018年4月中旬開始、広告なしで、1ヶ月でフォロワー480人近くを獲得
■ エンゲージメントも40％を超える高いポテンシャル

プロフィール画面 投稿画像一覧

A Little Honda　公式サイト 公式Instagramアカウント

オウンドメディアとの連携を含め、各種ソーシャルメディアの企画・運営代行も行います。
若年層に人気のInstagram（インスタ）マーケティングを併用しませんか。

インスタなどSNSマーケティング併用

▼
運
営
事
例
▲

ハッシュタグのご提案

#
アカウントの特性や様々なテーマに合わせ、ブランディ
ング用・新規流入用ハッシュタグなど、目的に応じた
ハッシュタグをご提案いたします。

様々な施策のご提案

自社アカウントを継続的に成長させていくため、アカウ
ントの特性に合わせ、効果的だと想定される様々な施策
をご提案いたします。

投稿テーマのご提案

各種数値分析

各投稿のエンゲージメント数や増加フォロワー数の差
異、投稿に付与したハッシュタグなど、各種の数値を
分析しレポートを作成します。

季節や国内外の記念日、各イベントなど、アカウン
トの特性やその月ごとのトピックに合わせた投稿
テーマをご提案いたします。

全世界の 
月間利用者数
8億人 2000万人

日本国内の 
月間利用者数

4：6

日本国内の 
男女比率

日本国内の 
企業アカウント
1万社

参照：https://webtan.impress.co.jp/n/2017/10/04/27058
　　　https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
　　　https://find-model.jp/insta-lab/

with 提携パートナー



Copyright © Revolver, Inc.

料金プラン

基本費用

初期費用：30万円～ 
月額費用：5万円/月*～

・サービス利用料・サーバー利用料込み

・独自ドメイン利用料金込み 
（特殊なドメインを除く）

・作成記事数、管理者アカウント数制限なし

※金額はすべて税別です。

＊月間100万PVまでの価格です。超過した場合は、100万PV
単位で追加料金5万円を申し受けます。
　（～100万PV：基本料金 ／ ～200万PV：基本料金＋5万円 
／ ～300万PV：基本料金＋10万円、以降同様）

dino利用料

dino+αの提供価格は、予算やメディア規模に応じて対応できる柔軟なプライスレンジに
なっております（お客様メディアの成長に応じてオプションを順次追加可能）。

主要オプション

＋

＋

＋

＋

adino利用料（広告配信）
初期費用：10万円　月額費用：5万円/月

公開用アカウントとは別に、テスト用のサブアカウント（ステージ環境）をご用意。

テスト用サブアカウント
初期費用：10万円　月額費用：2万円/月

コンテンツ外部配信
初期費用：10万円　月額費用：無料
※別途各プラットフォームと契約が必要です。当社として契約や掲載を保証するものではありません。

常時SSL対応
初期費用：10万円　月額費用：1万円/月

推奨

dinoCare（インシデントベースの技術サポート）
初期費用：無料　月額費用：5万円/月

Gunosy/SmartNews/LINE News/
Excite News/ANtenna/Nor.

Subscribe with dino（会員・サブスク機能）
初期費用：10万円　月額費用：5万円/月

※ニュースレター（メルマガ）配信：別途見積もり

＋

＋
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本件に関わるご連絡は 
sales@revolver.co.jp 
050-3816-3798 
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