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MediBang Paint ART street

MediBang（メディバン）のコア事業

MediBang Paint公式サイト

https://medibang.comhttps://medibangpaint.com

イラスト・マンガ制作アプリ「MediBang Paint」と、投稿サイト「ART street」の開発・運営をおこなっています

https://medibang.com
https://medibangpaint.com/


MediBang Paint（App）
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世界中の誰でもクリエイターになれる環境を！

2014/12
PC版
メディバンペイント
リリース

2015/7
Android版/iPad版
リリース

2015/8
iPhone版
リリース

2015/12
多言語に対応し
海外展開を開始

2016/4
対応言語を更に追加

※2017/6に「ジャンプPAINT by MediBang」がリリースされましたが、そちらの数字は含まれておりません。

2017/6
集英社と協業で
ジャンプペイント
リリース

2019/5
クラウド機能改善

2020/2
HUAWEI AppGalleryで配信開始

Windows / Mac / iPad / iPhone / Android  対応

基本機能は無料

17ヶ国語

マルチデバイス

プロまでOK

世界中の才能を発掘！

ほぼ全ての機能が無料で使える

初心者〜プロまでたくさんのユーザーが利用中

クラウドへの保存・端末をまたいだ作業が可能

クラウド

得意なスキルを活かしあった共同作業も可能

チーム制作

創作活動をより楽しめるプレミアム特典満載

有償フォント

プレインストール

プロまでOK

クラウド

チーム制作

MediBang Premium

HUAWEI端末にプレインストール

約 2,000,000人
※PC版は除く

MAU
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2021/9
新機能
MediBang Premium リリース

2022/09 時点

7,800万
ダウンロード



イラストやマンガのメイキングコンテンツ

かんたんダウンロード

チュートリアル

使い方講座

メイキング

PC / iPad / iPhone / Android  に対応

だれでも気軽に無料でアプリをダウンロード

スキルや目的に応じた様々なTipsを用意

専門学校へのインタビュー記事などインタビュー

出版社様との講習会や製品レビュー企画などコラボレーション
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MediBang Paint公式サイト（Web）

MediBang Paintの使い方、チュートリアル、FAQなどが掲載されているサイトです



ART street（Web）

誰でも無料で登録可能

ツールはなんでもOK

7ヶ国語対応

誰でも使える

グローバル展開により世界中の才能を発掘！

どんなペイントアプリで描いてもOK！

大手出版社や地方自治体主催の漫画賞を随時開催！マンガコンテスト

企業コラボや地方自治体主催のコンテストを随時開催！イラストコンテスト
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マンガやイラストを描いたらSNSに投稿しよう！

約2,300万人 月間PV 520万PV会員数

約580万作品日次投稿数 約800作品 総投稿数

2022/09 時点
会員数

2,300万人

2015/11
アプリから直接
メディバンへ
投稿可能に

2016/6
会員登録100万人

2016/3
少年ジャンプ＋
コラボコンテスト

2017/1
週刊少年マガジン
コラボコンテスト

2019/7
会員登録1,000万人

2019/8
タイムライン機能

2020/1
編集部とコラボした
Web持ち込み機能

2020/4
クリエイターランク機能

2020/8
素材販売ページ開始

2020/11
海外物販開始

2021/04
会員登録2,000万人
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ユーザー情報

MAU ※Google Analytics調べ

約200万人

約70万人

男女比 ※Google Analytics調べ

※合計で

年齢構成 ※Google Analytics調べ

※合計で 平均年齢25.4歳

クリエイター比率

アプリ累計DL数

約7,800万DL

メディバン会員数（ID発行数）

約2,300万人
※合計で

ペイントツール
ならではの特徴！

91%

女性

67%

男性

33%

※PC版は除く



ユーザー情報

言語圏別アクティブユーザ比率 OS別アクティブユーザ比率

OS別

2022年7月〜9月 Google Analytics 調べ 8
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広告メニュー一覧

WEB広告

アプリ内広告

ART streetでのバナー掲載

メディバンペイント公式サイトでのバナー掲載

メディバンペイントアプリでのバナー掲載

ニュースレター メディバン会員向けニュースレター配信

記事広告 サービス・製品の体験型記事広告

1

2

3

4

5

レビュー動画 サービス・製品のレビュー動画制作6

製品紹介・提供 MediBang主催コンテスト・キャンペーンでの製品紹介・提供7
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ART streetでのバナー掲載1

イラストページ下部　オーバーレイ
728✕90px

【Mobile用サイト】

※掲載箇所は申し込み期間中に表示されますが、広告効果を最大限に発揮するために掲載場所以外にも表示される場合があります。
※想定CTR、クリック数は弊社内にて算出した予想値であり、これを保証するものではありません。
　訴求する商品やサービスの内容、及び原稿の内容により変わります。
　日本語以外での掲載をご希望の際は、別途ご相談くださいませ。

コンテストページ
メインバナー上
320✕50px

コンテストページ
応募ボタン下
300✕250px

【PC用サイト】

Ad
Ad

※掲載枠は、上記3箇所以外にも複数ございます

Ad

掲載箇所（例）

PC用サイト:
　イラストページ下部 オーバーレイ 728✕90px
Mobile用サイト:
　コンテストページメインバナー上 320✕50px
　コンテストページ応募ボタン下 300✕250px

期間 4週間

想定imp 80,000imp（日本語の場合）

imp単価 1.0円

想定CTR 0.04％

料金 80,000円（税抜）
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メディバンペイント公式サイトでのバナー掲載2

掲載箇所（例）

PC用サイト:
　新着記事の右枠 300✕250px
Mobile用サイト:
　新着記事の上枠 300✕250px

期間 4週間

想定imp 300,000imp（日本語の場合）

imp単価 1.0円

想定CTR 0.1％

料金 300,000円（税抜）

【Mobile用サイト】

※想定CTR、クリック数は弊社内にて算出した予想値であり、これを保証するものではありません。
　訴求する商品やサービスの内容、及び原稿の内容により変わります。
　日本語以外での掲載をご希望の際は、別途ご相談くださいませ。

TOPページ
300✕250px

【PC用サイト】

TOPページ
300✕250px

Ad

Ad

Ad
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メディバンペイントアプリでのバナー掲載3

掲載箇所
PC版:起動画面　450✕375px
（入稿サイズはwindows:660x550 mac:450×375）
アプリ版:起動画面　300✕250px

期間 4週間

想定imp 370,000imp（日本語の場合）

imp単価 1.0円

想定CTR 1.50％

料金 370,000円（税抜）

【PC版】アプリ起動時にポップアップウィンドウでの表示

【タブレット版（iOS、Android）】ツール内のホーム画面広告スペースでの表示

【スマホ版（iOS、Android）】ツール内のホーム画面広告スペースでの表示

Ad

Ad

Ad

AdAd

※想定CTR、クリック数は弊社内にて算出した予想値であり、これを保証するものではありません。
　訴求する商品やサービスの内容、及び原稿の内容により変わります。
　日本語以外での掲載をご希望の際は、別途ご相談くださいませ。



掲載箇所 メディバン会員向けニュースレター

配信数 最大2,700,000通

想定開封率 30〜35％ （日本語の場合）

想定CTR 3~5％　   （日本語の場合）

入稿内容 ニュースレター内に使用する原稿・素材

 基本料金
※税抜

日本語　　　240,000通　　600,000円
英語　　　　370,000通　　925,000円

※繁体字・韓国語・スペイン語での配信は、
　別途ご相談ください。
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サービス・製品を紹介するニュースレターを独占的に配信します

メールサンプル

メディバン会員向けニュースレター（独占）4

※想定CTR、クリック数は弊社にて算出した予想値であり、これを保証するものではありません。



掲載箇所 メディバン会員向けニュースレター

配信数 最大2,700,000通

想定開封率 20〜25％ （日本語の場合）

想定CTR 3~5％　   （日本語の場合）

入稿内容 ニュースレター内に使用する原稿・素材

 基本料金
※税抜

日本語　　　240,000通　　420,000円
英語　　　　370,000通　　647,500円

※繁体字・韓国語・スペイン語での配信は、
　別途ご相談ください。

※想定CTR、クリック数は弊社にて算出した予想値であり、これを保証するものではありません。 14

定期的に配信する会員向けニュースレター内に、サービス・製品の紹介を掲載します

メールサンプル

メディバン会員向けニュースレター（差し込み）4



サービス・製品の体験型記事広告5
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想定PV 5,000~10,000PV

想定文字数 3,000字前後

掲載期限 無期限（※1）

アーカイブ 有：無期限（※1）

対応言語 日本語・英語・簡体字
  　　繁体字・韓国語・スペイン語（※2）

特典 MediBang Paint, ART street公式Twitterでの拡散
MediBang Paintアプリお知らせ欄での告知

料金 800,000円（税抜）

申込期限 掲載開始希望日の1ヶ月以上前（※3）

※1 今後、掲載期限を設ける可能性がございます。

※2 2言語以上の掲載ご希望の際は、P.18をご参照ください。

※3 記事制作の申し込み期限は、P.17をご参照ください。

読者の91%はクリエイター！
（P.7参照）「やってみた」系記事を中心にサービス・製品をアピールします

Ad

Ad

新着記事
掲載箇所



体験型記事広告の流れ5
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製品の
ご提供

製品の
使用

記事
執筆

記事
監修

記事
公開

MediBang社内クリエイターが、
実際にサービス・製品を
利用し、レビューします

（例：ペンタブを使用して
　　　イラストを描く　など）

利用風景を撮影しつつ、
MediBang社内クリエイターの

製品レビューをもとに
記事を執筆します

執筆した記事を企業様にお見せし、
「アピールしたいポイント」

「情報の正誤」などの点を中心に、
記事の監修をしていただきます

約1ヶ月

製品のご提供から公開までの一連のステップに、通常1ヶ月ほどお時間をいただきます



オプション：多言語翻訳5
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他国ユーザー向けプロモーションのための、記事の多言語展開も可能です

料金 100,000円（税抜）/言語

対応可能言語 英語・簡体字・繁体字
韓国語・スペイン語

対応内容
記事内テキスト
記事サムネイル
各言語SNS拡散

多言語翻訳オプション詳細
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参照）https://www.youtube.com/watch?v=HidLOneFIm4&t=48s

製品レビュー動画を制作しMediBang運営YouTubeチャンネルに投稿します

チャンネル名 MediBang
URL: https://www.youtube.com/c/MediBangOfficial

チャンネル
登録者数 約153,000人（2022年9月末時点）

想定視聴回数 5,000~10,000回

言語（※1） 日本語

プロモーション
（※2）

動画撮影・編集
ART street TOPバナー掲載

SNS拡散
MediBang Paintお知らせ欄掲載

料金 別途ご相談

※1 英語・スペイン語・中国語繁体字・中国語簡体字での翻訳も可能です。
　　
※2 プロモーション内容は、記事広告プラン（P.16）と同様です。

サービス・製品のレビュー動画制作6

▼【最速レビュー】HUAWEI MatePad 10.4でイラストメイキング【メディバンペイント】

https://www.youtube.com/watch?v=HidLOneFIm4&t=48s
https://www.youtube.com/c/MediBangOfficial
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提供圏 日本語圏

対応内容 コンテストページTOPでの製品紹介
製品詳細・記事広告リンク掲載

料金 600,000円（税抜）

提供可能圏 英語、繁体字、韓国語、スペイン語

料金 100,000円（税抜）/言語

オプション：提供言語圏拡大

基本プラン

月間600万PVを誇る投稿サイト『ART street』で開催されるイラスト/漫画コンテストにて、
製品の紹介や製品詳細ページへの導線を設計するとともに、特賞などを設定しユーザーが製品に触れる機会を創出します

MediBang主催コンテスト・キャンペーンでの製品紹介・提供7

コンテストページTOPに製品の詳細や購入ページへのリンクを掲載
製品の魅力を訴求し、スムーズな導線を設計します
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月例イラストコンテスト イラスト投稿キャンペーン

MediBang主催コンテスト・キャンペーンでの製品提供事例7

▲提供事例①8月月例イラストコンテスト
　提供製品：BELLEMOND（ペーパーライクフィルム）

▲提供事例②MediBang Paint 7周年キャンペーン
　提供製品：EIZO ColorEdge CS2410（PCモニター）
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PC

オプション：コンテストページ内全バナーでの広告掲載7

：
：

Ad

※上記以外のバナーサイズも必要となります。（詳細は別途）
※個別枠での掲載も可能です。（詳細はP.10）

掲載箇所

PC用サイト:
　詳細ページ上部 728✕90px
　作品ページ左上 300×250
Mobile用サイト:
　作品ページ上部 320✕100px
など

期間 別途ご相談

料金等 別途ご相談

コンテストの詳細ページと
全投稿作品ページの広告枠をジャックし、
製品・サービスの訴求を大々的に行います

コンテストテーマと関連性の高い広告を掲載することで、
より高い効果が期待できるオプションです

AdAd Ad

Ad

Ad

Mobile

Ad

Ad



会社情報・問合せ先

お気軽にお問合わせ下さい。

Mail: int-ads@medibang.com

株式会社MediBang（MediBang Inc.）

東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス10F

代表取締役　高島 秀行

2014年1月27日

100,000,000円(2021年12月31日現在)

社名

本社

代表者

設立日

資本金

本資料更新履歴

 2022年  1月18日
5月18日

8月2日
11月4日

mailto:int-ads@medibang.com

