
朝日マリオン.コムのご紹介

https://www.asahi-mullion.com/

株式会社 朝日新聞メディアプロダクション



株式会社朝日新聞メディアプロダクション

朝日マリオン.コムのデータ

厳選した独自の会員限定プレゼントを紹介する日本有数の懸賞サイトです。

■サイト名：朝日マリオン. コム

■URL: https://www.asahi-mullion.com

■受賞

「All About スーパーおすすめ大賞」
チャネル（部門）賞を受賞

■主要コンテンツ：プレゼント情報

朝日新聞夕刊マリオンの情報を紹介

（2000年9月スタート）

※朝日新聞社が全額出資の子会社、
㈱朝日新聞メディアプロダクションが運営す
るホームページです。
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朝日マリオン.コムのデータ

• プレゼント応募の登録会員数・・・・・・・・・約２９６，０００人

• ＰＣ版（スマホ版含む）：ＤＭメール登録アドレス数・・・・約２１７，０００人

• 月間トータルページビュー数 ・・・・・・・・・・１０，３５８，０８８

• １日平均ページビュー数 ・・・・・・・・・・・・・・・ ３３４，１３１

パソコンからの閲覧が約65％と圧倒的に多い。

スマートフォンからの閲覧は約35％。

多くのサイト訪問者、登録会員を抱えています。

（２０２０年３月時）
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朝日マリオン.コムの会員の特性Ⅰ

①プレゼント応募者は６割が女性

②首都圏（１都３県）在住者が約７割

③女性は３０～６０代、主婦層が中心

④男性は５０～７０代が中心

首都圏在住の３０～６０代の主婦層、および中高年男性が中心です。

また、大部分が朝日新聞購読者です。

（２０２０年４月）
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【年代】

株式会社朝日新聞メディアプロダクション

【性別】

男

41%

女

61%

東京

28%

神奈川

19%
千葉

9%

埼玉

9%

その他

35%

【都道府県】
20-29歳

5% 30-39歳

10%

40-49歳

19%

50-59歳

24%

60-69歳

22%

70-79歳

16%

80-89歳

4%



朝日マリオン.コムの会員の特性Ⅱ
会員の多くは主婦層と会社勤め、興味の対象は食やレジャー、

エンターテイメントなどが多くを占めています。

36.1%

38.1%

39.9%

44.7%

48.4%

51.1%

53.9%

60.8%

64.8%

66.0%

ＴＶ・芸能情報

地域限定情報

インテリア・雑貨

プレゼント・ギフト

本・雑誌

家事・料理

外食・グルメ

お菓子・食品

映画・音楽・演劇

旅行・レジャー

女性

34.9%

35.4%

35.4%

36.3%

39.8%

43.5%

43.8%

45.2%

52.5%

64.7%

映画・音楽・演劇

地域限定情報

インターネット地域限定情報

自分でするスポーツ

スポーツ観戦

外食・グルメ

パソコン・モバイルツール

本・雑誌

映画・音楽・演劇

旅行・レジャー

男性
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【職業】

会社員

33%

専業主婦

23%

無職

11%

パート・アル

バイト

10%

その他

6%

自営業

5%

学生

4%

公務員

4%

会社役員

2%
専門職

1%

教職

1%
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プレゼント応募状況について

多様なジャンルのプレゼントを紹介しており、ページビュー応募数共に高く、
多くのユーザーに対して提供商品の興味喚起を促進させています。

〔食品〕

黒毛和牛・仙台牛（Ａ５肉）の切り落とし・・ 38,179
鹿児島県産のローストビーフ ・・・・・ 37,553
タラバガニ・・・・・・・・・・ 37,047 

〔レジャー（宿泊他）〕

強羅環翠楼・・・・・・・・・・29,295
玉樟園新井・・・・・・・・・・28,834
箱根小涌園天悠・・・・・・・・28,184

〔生活雑貨〕

機内に持ち込めるスーツケース・・・ 33,601
頭が沈み込まない枕・・・・・・・ 32,748
スチームアイロン・・・・・・・・ 32,437

〔その他〕

アイスクリームのギフト券・・・35,638
おこめ券・・・・・・・・・・・33,663
オリジナルクオカード・・・・・30,798

■応募反響実績上位商品（2019年・年間実績）

（2019年1月～12月実績）
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■応募平均数 ・・・16,784件（ＷＥＢのみ） はがきは除く。

株式会社朝日新聞メディアプロダクション



朝日マリオン.コムを利用した
広告・サービスのご案内

https://www.asahi-mullion.com/

株式会社朝日新聞メディアプロダクション



朝日マリオン.コムのサービス

朝日マリオン.コムでは、企業と消費者との橋渡しを「安心して」行える、

様々なサービスを用意しています。

◆ プレゼント（懸賞）掲載（無料/HP掲載）

プレゼント（懸賞）掲載までの流れ ・・・2P

プレゼント（懸賞）掲載のご案内 ・・・・3P

◆ 応募者返信メール（有料/電子メール配信）

応募者返信メールの流れ・・・・・・・・・・・4P

応募者返信メールのご案内・・・・・・・・・5P

◆ ＤＭ配信メール（有料/電子メール配信）

DM配信メールの流れ・・・・・・・・・・・・・・6P

DM配信メールのご案内・・・・・・・・・・・・7P

◆ メールマガジン広告掲載（有料/電子メール配信）

メールマガジン広告掲載のご案内・・・・・8P

※ Ｗｅｂページ内広告については、別途、お問い合わせください。

-1-https://www.asahi-mullion.com/ 株式会社朝日新聞メディアプロダクション



応募者

サイト閲覧者

プレゼント（懸賞）掲載までの流れ

商品プレゼント、サービス招待企画の掲載を致します。

プレゼント商品（１人あたり千円以上、総額１万５千円以上）をご提供頂ければ、朝日マリオン.コムの

プレゼント情報欄に無料で掲載致します。※

当選者通知

当選者

御社

応募者の個人情報は弊社で管理し、

当選者のみの情報をお渡しします。

商品のご発送は
ご提供者様に
お願いしております。

商
品
発
送

※掲載の可否は編集判断となります。掲載する場合に限り、当社よりご連絡いたします。不掲載の連絡、資料返却はいたしません。

プレゼント提供
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プレゼント（懸賞）掲載のご案内

商品プレゼント、サービスのご案内、ご招待などの情報を掲載を致します。

◆掲載条件の詳細
朝日マリオン.コムでは、ご提供いただく商品、招待の合計金額には原則、総額１万
５千円 以上が規定となっております。ただし、宿泊招待の場合、価格にかかわらず
ペア３組以上、演劇、コンサートの場合も価格にかかわらず原則としてペア３組以上
の提供をお願いしています。
※演劇、コンサート、展覧会招待、試写会などの掲載をご希望の方は、公演日の
３週間以上前までに、必ず公演日、開催期間を書いてお送りください。

◆以下のような商品、招待はお取り扱いできません
・当選者が利用にあたって、追加の出費、契約、メインテナンスを強いられる商品
・商品の価格と比較し、ランニングコストが多くかかる商品
・日本国の法律等で取引が禁止されている商品、またはプレゼントなどの取り扱いが
できない商品
・その他、公序良俗に反するもの。特定の政党、宗教の宣伝に関わるもの。当社が
適当でないと判断したものはお取り扱いできません

◆発送について
商品、招待状などの発送は、ご提供者側でお願いしています。

◆個人情報の保護について
応募者の個人情報は弊社で管理し、当選者のみの情報をお渡しします。
当選者情報など個人情報の保護について、当社の規定を遵守していただきます。
その他情報掲載、利用者保護のため、当社との情報共有にご協力いただきます。

◆お申し込み
指定の申込書にご記入の上、メールまたはファクスにて、編集制作部(マリオン編集)
宛てにお送りください。
http://www.asahi-mullion.com/information/present 

送付先 = ＦＡＸ：０３-３５４５-０５２５ ／ Eメール： mullion@asahi.com

※掲載の可否は編集判断となります。掲載する場合に限り、当社よりご連絡いたします。不掲載の連絡、資料返却はいたしません。

【例示】朝日マリオンコム プレゼント欄

プレゼント提供者様個別ページ
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ヘッダー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
朝日マリオン・コムからのお知らせ

━━http://www.asahimullion.com/━━━━━━━━━
このメールは「朝日マリオン・コム」で、●月●日応募締切「●●」に応
募いただいた際、プレゼント提供者からのお知らせをお送りすることにご
了承いただいている方へお送りしています。

メール配信は朝日マリオン・コムが提供元に代わって、プレゼント応募１
回につき１通のみ送っています。個人情報が商品提供元等外部に渡るこ
とはありません。
以下、「●●」からのご案内です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ここに送付されたい内容を挿入します

文字数制限はありませんが、あまり長文は受信者に嫌が
られます。
１行全角３５文字以内でお願いします。
フッター

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■掲載記事の無断転載を禁じます
Copyright(C)：株式会社 朝日新聞メディアプロダクション

弊社が代行して、DMメールの配信を致します。

プレゼント応募の際、提供社からのＤＭ送付の可否について、毎回アンケートを取っております。

送付を許諾した応募者に、御社に代わって弊社からメール（有料）をお送りすることができます。

応募者返信メールの流れ

ＤＭメール依頼

【例】ご優待のご案内

DM許諾しない

プレゼント応募者
（朝日マリオン.コム会員）

応募者（約４割）

応募者の個人情報は

弊社で管理します。

DM許諾
する

弊社が代行して
ＤＭメール配信

【事例】
② 舞台演劇（優待価格でのチケット販売）

応募数：8,321 許諾数：4,823
DM配信料＝５０，０００円(税別）

③ 女性化粧品（無料サンプルの案内）

応募数：15,643 許諾数：6,432（女性のみ）

DM配信料＝７０，０００円(税別）

① 高級化粧品 （応募の御礼、キャンペーンの案内）

応募数：20,487 許諾数：10,428
DM配信料＝７０，０００円(税別）
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朝日マリン.コムからの
お知らせ

株式会社朝日新聞メディアプロダクション

御社
プレゼント掲載

記事



提供社様のDMメールを弊社より配信します。
プレゼント応募者への配信のため、効果的に、優待、アンケート、新商品告知等、ご活用頂けます。

【価格】

１回分送付件数 ５０００件未満・・・・５万円
５０００件以上・・・・・・・・・・・７万円

（消費税別）

応募者返信メールのご案内

【掲載例】

・原稿はテキスト形式 （ワード可）で入稿ください。
・１行全角３５文字まで。半角カタカナは使えません。
・タイトル[PR]全角２０文字程度
・メール内に写真を貼り付けることはできません。
・必ずお問い合わせ先（社名、住所、電話番号、営業時間）をご明
記ください。
・原稿内容は、弊社広告掲載基準によって記述の変更を求める場
合があります。公序良俗、法令に反しない内容でお願いします。
・用語や文章の表現については弊社の表記基準で手直しさせてい
ただく場合がございます。
・原稿は送付希望日の原則３日前（営業日）までにテキストデータを
電子メールでお送り下さい。配信前日までに原稿をメールでお送
りし、内容をご確認いただきます。

【原稿制作にあたっての留意点】
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※本サービスはプレゼント掲載を前提にしています。DM配信実施まで約１カ月
かかります。詳細は弊社担当までお問い合わせください。
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ヘッダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
朝日マリオン・コムからのお知らせ
━━━http://www.asahimullion.com/━━━━━━━━━━━━━
このメールは「朝日マリオン・コム」で、●月●日応募締切「●●」に
応 募いただいた際、プレゼント提供者からのお知らせをお送りする
ことにご了承いただいている方へお送りしています。

メール配信は朝日マリオン・コムが提供元に代わって、プレゼント応
募１回につき１通のみ送っています。個人情報が商品提供元等外部
に渡ることはありません。
以下、「●●」からのご案内です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・ここに送付されたい内容を挿入します。
・文字数制限はありませんが、あまり長文のものは受信者に嫌がられ
ます。
・１行全角３５文字以内でお願いします。

フッター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■このメールへのお問い合わせは、
下記、お問い合わせフォームからお送りください。
http://www.asahi-mullion.com/inquiry
■掲載記事の無断転載を禁じます
Copyright(C)：株式会社 朝日新聞メディアプロダクション



DM配信サービスの流れ

【朝日マリオン.コム登録会員 配信対象者数】（2020年3月現在）

ＰＣ（スマホ含む） ・・・ ・・ 約２１７，０００人

【配信数例】（いずれもＰＣ、２０２０年３月現在）

・男性 → ８９，２０６人×＠３円
＝２６７，６１８円（税別）

・40～70歳、男女 → １４５，７１９人×＠３円
＝４３７，１５７円（税別）

・東京都在住、30～59歳、女性→ ２４，５８２人×＠３円

＝７３，７６４円（税別）

朝日マリオン.コムでは、ご希望の属性に該当する登録会員に向けて、安価で効率よく

ＤＭメールを配信することができます。

PC・スマートフォン

１通/３円

御社 朝日
マリオン

ＤＭメール

配信依頼

朝日マリオン.コムからの
お知らせ

会員に
配信

朝日
マリオン

.コム
会員
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DM配信メールのご案内

【価格】

ＰＣ（スマホ含む）への配信・・・・・・・３円／通
（消費税別）

最低料金・・・・・・・５万円（消費税別）
※配信数が少なく（＝16,666通以下）ともこの金額を申し受けます。

・上記料金が基本ですが、対象、対象数、回数などに応じて
料金交渉に応じます。ご相談ください。

【掲載例】

【原稿制作にあたっての留意点】
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・原稿はテキスト形式 （ワード可）で入稿ください。
・１行全角３５文字まで。半角カタカナは使えません。
・タイトル[PR]全角２０文字程度
・メール内に写真を貼り付けることはできません。
・必ずお問い合わせ先（社名、住所、電話番号、営業時間）をご明
記ください。
・原稿内容は、弊社広告掲載基準によって記述の変更を求める場
合があります。公序良俗、法令に反しない内容でお願いします。
・用語や文章の表現については弊社の表記基準で手直しさせてい
ただく場合がございます。
・原稿は送付希望日の原則３日前（営業日）までにテキストデータを
電子メールでお送り下さい。配信前日までに原稿をメールでお送
りし、内容をご確認いただきます。

※本サービスは原稿制作時間を加味すると、DM配信実施まで約１週間程の
お時間をいただいております。詳細は弊社担当までお問い合わせください。
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ヘッダー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

朝日マリオン・コムからのお知らせ
━━━http://www.asahimullion.com/━━━━━━━━━━━

このメールは、朝日マリオン・コムが広告主に代わりまして
会員の皆様にお送りしています。以下、「●●」からのご案
内です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・ここに送付されたい内容を挿入します
・文字数制限はありませんが、あまり長文は受信者に
嫌がられます。
・１行全角３５文字以内でお願いします。

フッター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■掲載記事の無断転載を禁じます
Copyright(C)：株式会社 朝日新聞メディアプロダクション



メールマガジン配信
毎週、火・金・土曜日にメールマガジンを発行します。
ＷＥＢの更新情報告知を中心としたマガジン内に
広告スペースを設け、先着順で掲載しています。
約２２３，０００通と多くの方に配信されています。

※DＭメール登録アドレス数との差は、ＤＭ配信メール受取りを許諾されない方がいるためです。

【価格】

ＰＣへの配信（スマホ含む） ：１回・・・・５万円（消費税別）

２回８万円、３回１０万円、４回以降１回増えるごとに＋２万円。
（回数による割引は一括してご依頼いただいた場合に限ります）

【掲載文字数】
全角３５字（半角７０字）×５行まで
※半角カタカナは使えません
上下に広告欄を示すラインを入れます。

【体裁】
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━━

【掲載例】
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お問い合わせ

株式会社 朝日新聞メディアプロダクション
〒104-8011
東京都中央区築地5-3-2
朝日新聞東京本社 新館13階

◆ プレゼント（懸賞）掲載（無料/HP掲載）

上記記事掲載に関するお問い合わせ・お申込み

ＦＡＸ：０３-３５４５-０５２５ ／ Eメール： mullion@asahi.com
編集制作部（マリオン編集）宛
※ご依頼いただいた個別の記事の掲載の可否に関するお問い合わせは受け付けておりません。ご了承ください。

◆ 応募者返信メール（有料/電子メール配信）

◆ ＤＭ配信メール（有料/電子メール配信）

◆ メールマガジン広告掲載（有料/電子メール配信）

上記広告に関するお問い合わせ・お申込み

TEL ：０３-５５４０-７２５１ ／ ＦＡＸ：０３-３５４５-０５２５
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