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ストーリーマーケティングで思いを伝え、共感を呼ぶ
秀實社

高橋代表「人財養成」への思いを語る

日本を面白くしていく時代のキーマンを特集するSankeiBiz「時代の人
命を提唱する秀實社 高橋秀幸代表を取材しました。

日本を面白くする企業」で、教育革

「次代の日本を担う人財」を社会に送り出すことを目指し大学生対象の人財養成塾「One-Will」を設⽴した高
橋氏。その人財養成に賭ける熱い思いを語っていただきました。
「時代の人〜」企画は、チャレンジする経営者や企業戦⼠、時代を引っ張っていくリーダーたちを取材し、商
品やサービス、会社の魅⼒を多くの⽅に伝え、企業を⽀援する企画です。物語を通して、背景や思いを伝えるこ
とで、ユーザーの深い共感を呼び、企業や商品・サービスのファンを増やします。
詳細は弊社担当者までお問い合わせをお願いします。

前編2ページ、後編2ページの合計4ページに渡るロン
グインタビューで、訴求対象のストーリーを紡ぎます。
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「産経アプリスタ」アプリをリニューアル
より快適で便利に、スマホ⽣活を充実

トランスコスモスと産経デジタルは、共同事業のデジタルメディア「産経アプリスタ」のスマートフォンアプリ
をリニューアルしました。
今回、産経アプリスタでは無
料の専⽤アプリをリニューアル
して、より⾒やすいようにデザ
インを刷新。ユーザーの要望に
応え、保存済みの記事のオフラ
イン表示、セールアプリ情報な
どのプッシュ通知、記事や気に
なるキーワードのお気に入り保
存などを新機能として追加しま
した。

アプリダウンロードURL
【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id582877759?mt=8
【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sankei.aplista

Topics 3

「ツール・ド・フランス」現地取材で多彩なストーリーを展開
チームに密着し、レースの舞台裏に迫るレポートを連⽇掲載
⾃転⾞情報サイト「Cyclist」は、7月5日から27日にかけてイギリ
ス、フランスなどで開催された「ツール・ド・フランス」に記者を派
遣。連日、ウェブメディアならではのスピード感で現地発のレポート
を掲載し、世界最大の⾃転⾞レースの興奮と感動を伝えました。
特に、これまで日本のウェブメディアでは報じられなかった、トッ
プチームへの密着取材や、大会関係者へのインタビューによって、
レースの舞台裏を詳しく紹介。新聞社系サイトならではの正確で深い
取材によって多くの読者の共感を呼びました。
迫⼒のレース写真は、世界的に活躍する日本人サイクルフォトグラ
ファーの砂田⼸弦氏が撮影。また、⾃転⾞専門誌のライターによる珠
⽟のコラムも随時掲載し、ツールの魅⼒を幅広い情報や視点で伝えま
した。
さらに、ツールに合わせて開催された⾃転⾞関連メーカーによる新
製品プレゼンテーションなども取材・記事化し、クライアント企業か
http://cyclist.sanspo.com/
ら高い評価を獲得しました。
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30％超割引 スマホメニューを特別料⾦で！
初回クライアントキャンペーン実施中

産経デジタルは、初めてご出稿いただくクライアント様とご出稿から半年以上経過しているクライアント様に
限り、「スマートフォン最適化サイト」の広告メニューを特別料⾦にて提供するキャンペーンを⾏っています。
スマホ最適化サイトの初回クライアント割引は初めての試みです。ぜひ、この機会に、パフォーマンスをお試し
ください。
当キャンペーンは、2014年7-9月期の限定キャンペーンです。各商品のレギュレーションは弊社規定をご確認く
ださい。また最新在庫状況は弊社担当者までお問い合わせをお願いいたします。

掲載媒体

メニュー
SPヘッダーバナー
4サイトパッケージ

イザ!、SankeiBiz、
SANSPO.COM、 SPフットレクタングル
ZAKZAK
4サイトパッケージ
SP今週のトピックス

表示

掲載期
間

料⾦（税別）

300万imp保証

ローテーション

1週間

45万円→32万円

250万imp保証

ローテーション

1週間

20万円→14万円

貼り付け

1週間

52万円→35万円

imp

1,300万imp想定

Topics 5

ツール・ド・フランス2014年特別モデルの腕時計

先着30本にオリジナルサイクルジャージと「cyclist」ステッカーをプレゼント
ツール・ド・フランスのオフィシャルタイムキーパーとして22年目に
なるFestina（フェスティナ）から、2014年大会開催を記念して限定
バージョン「リミテッドエディション」が登場しました。
本体は各パーツとも大きめの仕様で、操作性抜群。ダイヤルは奥⾏き
があり⽴体的で、⽂字盤も⾒やすいため、⾃転⾞に乗りながらでも視認
しやすくなっています。フェイスに装備された1/20秒針は小刻みにタイ
ムを計測し、秒針が30秒を経過すると、一時停止。これは電池消費を抑
えるための仕様で、内部では計測を続けており、再度、スタート・ス
トップボタンを押すと、ペース確認や⾃己タイムの計測もできます。
リミテッドエディションモデルはベースに落ち着いたチョコレートIP
加工を施し、その他のフェイスリングやベルトのチェーンパーツ部分に
はブラックIP加工することで、メリハリあるスポーティ－なデザインに
なっています。カラーリングや特別ボックスは、リミテッドエディショ
ンだけの特別仕様。サイクルロードレースファンの⽅へのプレゼントや、
ご⾃身の愛⽤品としてもオススメの腕時計です。
http://sankeishop.jp/

商品名：
Festina クロノバイク2014
リミテッドエディション F16776

価格 :102,600円（税込）
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メディアデータ

計測：Google Analytics

PC

計測：Google Analytics

PC

SP

トータルPV/月

96,662,592

トータルPV/月

ユニークユーザー

12,973,438

ユニークユーザー

38,398,424
8,055,719

アクセスランキングPC版（6/1〜6/30）

SP

トータルPV/月
ユニークユーザー

12,111,228
1,816,726

トータルPV/月

4,423,570

ユニークユーザー

1,679,167

アクセスランキングPC版（6/1〜6/30）

1

「日本は助けない」発⾔に韓国高官は絶句

1

「にわかセレブ」の生態と没落 銀座ホステスが明かす

2

【Ｗ杯異聞】「日本より弱い」とベルギーに断定

2

「国産⾞でガマンしてる…」 年収１２００万円で

3

厚木の男児白骨遺体 「ＤＶがひどくて家を出た」

3

なぜホンダの収益⼒は上がらないのか

4

小保⽅さん、論⽂取り下げで借⾦危機 笹井氏らも

4

【株主総会ライブ】ソニー（１） 経営不振を平井社⻑

5

【衝撃事件の核心】売り場で裸にされた少⼥たち…

5

【株主総会ライブ】ＮＴＴドコモ（１）

6

命乞いの⼥性をメッタ刺し 「１人殺害」で死刑、

6

“若者の居酒屋離れ” 「とりあえずビール」が通⽤しい

7

「⽀配と優越感…」⼥⼦中学生にＨさせ撮影 携帯に

7

時給１０００円の時代終わった 「Ｎ」と「Ｒ」

8

死亡した小学生の父「どうしてこんなことに…」

8

なぜ？高級⾞のカフェ参入相次ぐ レクサスの

9

【衝撃事件の核心】娘と孫を死なせた“軽はずみ”な

9

レクサスの頂点 “大人の魅⼒”つまった「ＬＳ」

10

【衝撃事件の核心】頭蓋骨割れ、⾜⾸も切断…

10

資産６億円…幸運掴んだ元四畳半ＯＬ “効果てきめん”

計測：Google Analytics

PC

SP

トータルPV/月
ユニークユーザー

63,980,885
4,885,512

計測：Google Analytics

PC

トータルPV/月

25,233,790

ユニークユーザー

4,185,977

アクセスランキングPC版（6/1〜6/30 ）

SP

トータルPV/月
ユニークユーザー

46,815,819
3,417,737

トータルPV/月
ユニークユーザー

11,346,697
2,606,431

アクセスランキングPC版（6/1〜6/30）

1

史上最年少で当選も…⼥⼦高生とみだらな⾏為で市議

1

韓国経済、狂乱ウォン高で輸出産業総崩れ ３度目の

2

⻑友「代表を引退…」４年間の取り組みがあっけなく

2

中韓大ショック！日本が“好影響ランク”で圧勝

3

本田「優勝とまで⾔って散々な結果…口だけで終わっ

3

塩村⽂夏氏 から騒ぎ発⾔は「必要以上に膨らませた」

4

浜ちゃん、グラドルと３年前から“不倫” フライデー

4

小保⽅さん、論⽂取り下げで借⾦危機 笹井氏らも道連

5

ジラルディ監督、マー君を褒めちぎる「本当に彼の

5

有吉弘⾏ 家賃20万円から70万円の部屋へ引っ越すも

6

マー君、メジャー単独トップの１１勝目！刺客の、

6

日テレの「⼥帝」木村優⼦アナが異動 局内でざわめき

7

⻄武・伊原監督電撃辞任！規律重視スタイルは選手と

7

米メディア「中国経済は歴史的破綻の淵に」 従中路線

8

ギリシャ、日本戦を前に内紛？選手同⼠が殴り合い

8

【新・悪韓論】朴大統領は中国に睨まれたカエル状態

9

ジラルディ監督「チームの成功の理由の大部分は田中

9

小保⽅さん、孤⽴無援に… 責任著者の若⼭氏

10

ザック監督後任、売り込み殺到！世界的地位向上で

10

多くの日本人 韓国のことは「よくわからん」と突き放
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