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癒しの情報サイトとしてスタート 

心と身体をキレイにするホリス
ティックや癒しの情報を提供。 
 
エルメスを買う人も幸せを買っているのだ。そして、裕福な男

性と結婚したい人もその先に“幸せ”をみているのだ。精神の

強さ・肉体の健康・容姿の美しさには連動性があり、女性の幸

せにはそのどれもが欠かせないというのが、トリニティの基本理

念。今までタブーとされてきた問題にも触れていきながら本当

に必要な情報を提供していく全く新しい“幸せ”を売る情報サ

イトなのです。さらに２００７年より開催している３万人の女性が

集うイベント「癒しフェア」と連動。月間ＵＵ数は３００,０００人突

破。※2015年12月現在 



コンセプト 

トリニティ精神 Ｓｐｉｒｉｔ 

Because I am a woman…全てはそこから始まる。 
 女性の時代になった。今後、ますます女性性がクローズアップされることは間違いない。今までの男性特有の“力”で押し切る方法から、 

しなやかで且つしたたかな生き方に流れは変わりつつある。その上、女性は貪欲だ。社会というものの為に自分を犠牲にするという考えは無く、 

個々の幸せを飽きる事無く追求していくエネルギーには感嘆するものさえある。「もっと幸せになりたい」という欲求は至るところにあり、本当に 

必要と思えるものにはお金も労力も惜しまない。そんな女性の“幸せの条件”を敢えて定義して考えるならば、それこそがトリニティの提唱する 

三位一体。この情報サイトの誕生は必然であり、待たれたと言えよう。 

トリニティ肉体 Ｂｏｄｙ トリニティ美  Ｂｅａｕｔｙ 

本当に美しい人、それは自分を大切にできる人 

美しく生きるということは、健やかに生きること 「美しくなること」・・・それは幸福の予感 

健やかな精神は健康な肉体に宿る。昔から言われていることだが、この時代誰もが自覚せざるを得ない。

寿命は延びているが、肌年齢の低下は著しく更年期障害でさえ早く始まるという現象が起きている。まるで

問題のある肉体を抱えたまま長生きをするという罰ゲームのように。女性に限らず、誰もがただ単に長生き

をしたい訳ではない。そう、見た目も美しく、身体も若いということが大切なのだ。若さと美しさを保つには内

面の健康が不可欠。どんなに高価な化粧品を塗りたくっても、不健康な肌には思ったような効果ではない。

それどころか体調不良が精神面のイライラを招く悪循環。それを皆が実感し始めたのだろう、体の中から健

康にするプラセンタ注射が取り沙汰されたのも記憶に新しい。また、水がタダ、というのは昔の話。今や安全

も健康もお金を出して買う時代である。トリニティでは美しくなりたいが為に健康になりたい人、純粋に健康問

題に関心がある人、そして、強い精神力を保つ為に健全な肉体が欲しい人。この3者のニーズに関連性を

持たせて取り上げていく。 

“変革の時”を今皆が肌で感じている。その結果、一昔前は胡散臭かった占いも今や、お気に入りの占い師を2.3人抱えているのは当たり前、というほど。一般的に見ても「今日の運勢・動物占い」と定着している。

しかしその“占い”もはや精神世界というカテゴリーにおける1つの要素でしかなく、更に人は癒しを欲し“本当の自分とは何か”を探求し、自己の開放を求め始めている。アロマテラピーのブームもその1つと言える

だろうし、心理テストが流行るのもその一環。そして、その裏にあるのは、“幸せになりたい”という切なる願い。特に、自然食品等にこだわりのある人、もっと自分を高めたいというキャリア思考の持ち主にその傾向

が強いようだ。もちろん、恋愛至上主義の女性にも。変化が大きければ大きいほど、スピードが速ければ速いほど精神世界は注目される。その顧客ターゲットをトリニティが余すところ無く取り組んでいく。 

 

女性は美しいほうが断然得。赤ちゃんでさえ顔立ちが可愛ければ、知らない人にまで愛される。

そんな小さな時から、人は容姿で差別されてしまう。ましてや、成熟期の女性であるならば尚の

事。初対面の場合、人の印象は最初の3分で決まるというが、そのうち7割を外見が左右するそ

うだ。どんなにすばらしい内面の持ち主でも、最初でＮＧを出されればチャンスさえ失う。と考える

ならば、美しさは女性にとって“武器”といっても過言ではない！占い相談の9割近くが恋愛という

データもある。しかしそれも容姿さえ美しければ解決することもあるに違いない。内面から変えて

いくのか、外見を変えることで内面も充実させていくのか、順番は人により様々であろう。ただ外

見を変えることで何かが一つ変わり、それが幸せへと繋がるのならば、非常に重要なファクター

であることに違いはない。トリニティは“美”へのアプローチの手段にタブーは存在しない、と考える。

女性の幸せの後押しとして積極的にＢＥＡＵＴＹ情報を掲載。幸せになりたいがため・彼が欲しい

が為にキレイになりたい人、そしてコアな美容マニアさえも満足できる真実情報を提供していく。 



幸せになりたい女性のニーズに応えるカテゴリーラインアップ 

恋愛 医療 健康 メンタル 

美容 占い 
ライフ 
スタイル 

フード 

スピリ
チュアル 

仕事 
パワース
ポット 癒し 



スマホを中心に、月間30万ＵＵ突破し順調に成長。情報感度が高
く、好奇心旺盛な読者が多い、日本最大級のホリスティックメディア 
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ユーザー数推移 他社ユーザー比 

※ユーザー数が近い他社サイト比較※2015年時点 
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記事の質、記事のクオリティの追求 
多くのスペシャルなゲスト記事も配信 

トリニティウェブは女性誌「TRINITY」の編集力を活かし、著名な
方々の記事配信も積極的に提供しております。 

冨永 愛 中村うさぎ ダライ・ラマ 



Facebookいいね14,000を超える 
圧倒的なコンテンツ力 

トリニティウェブのコンテンツは外部サイト・
検索サイトなどからの流入はもちろんです
が、昨今Facebookやtwitter・mixiなどの
SNSからの流入が増加しております。 

特にFacebook・twitterからの流入は急激
に伸びております。 

2015年、Facebookで14,000いいねを超
える記事ございました。１記事で1,000～
14,000いいねがつき、拡散などの数を集
める記事も掲載している状況です。 

さらにユーザーに「共感」を生み出すこと
で、数字だけでは測れない価値も付加し
ていきます。 

流  入 

14,000 
 



記事タイアップ企画のご案内 



「メンタルガイド 」 
心の支えになってくれるパートナー 

気分がすぐれない、気力がない、不安だ、眠れない…。1度受けて何もないからと安心して定期的に受診しない
女性が非常に多い現状。不調の原因はメンタルにあると思うものの、「不調を相談できるお医者さんを知りたい」
など普段の生活の中で自分にあった病院探しはなかなか難しいもの。そのことを話せる人がいなくて悩んでいる
30代～40代メインの女性に向けた、こころをくもらせている「なにか」を一緒にみつけてくれる自分に合ったお医
者さん探し。ありそうでなかった女性のための病院を紹介するガイドです。この企画を通し、話にじっくり耳を傾け
気持ちやこころを大切にし、支えてくれる信頼できる病院、医師を見つけるきっかけ作りを目指します。 
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「かかりつけ医」を「変えようと思った」こ

とや、「変えた」ことがありますか 

広島リビング新聞社ウェブサイト「リビングひろしま.com」調べ 



症状がないからといって検診を受けていない、
1度受けて何もないからと安心して、定期的に
受診しない女性が非常に多い現状。ただ、 
「不調を相談できるお医者さんを知りたい」など
普段の生活の中で自分にあった病院探しはな
かなか難しいもの。日常生活でお医者さんにま
だご縁が薄い方、30代～40代メインの女性に
向けた、これから自分の生活に合ったお医者
さん探し。ありそうでなかった女性のための病
院を紹介するガイドです。この企画を通し、 「あ
の時受けておけばよかった」、病気になってか
ら後悔する事がないように自分のカラダを大切
にする、きちんと主体的に自分のメンテナンス
をする、いざ症状があったときにあわてないよ
うに、症状が無い正常なときからヘルスケアの
パートナーになってくれる信頼できる病院、医師
を見つけるきっかけ作りを目指します。 

 
編集記事として配信する事でトリニティＷＥＢユーザーへ安心して読んで頂ける。 
 
 
 
弊社の媒体がホリスティック・癒しに興味・関心がある方がユーザーのため、記事配
信する事で御社様のブランドイメージを強くすることが可能。 
 
 

  
口コミサイトを使うユーザーが多いように、多くの方は主観的な自社の宣伝よりも誰か
からの客観的な評価を好みます。記事広告は客観的な評価で書かれているため、信
頼度に優れ、サービスの良さについて信頼度を増します。 
 

 

通常の広告と比べ、掲載できる量が圧倒的に多くなっており、さまざまな魅力を読ま
せる文章と写真によってより深い理解を得られることができます。 

記事タイアップ特徴 



5つの要素を重視。 
編集部視点のコンテンツに変換してユーザーに配信します。 

共感 役に立つ 発見 行動 
共有 
拡散 



ユーザー特性 

「私生活を充実させ、内側からも外側からもきれいでいたい」という女性や「家
族や仲間と一緒に楽しみたい」と考えるファミリー層が中心で健康的な美しさ
のためなど自分自身の成長に投資を惜しまず、幸せになりたいという意欲を
持っています。 

ヒアリングを通じ、解決したい課題や打ち出したいメッセージを突き止め、Ｗｅｂ
上の動向に知見のあるマルチクリエイターとライターが問題解決へ導く記事を
制作。記事中で利用する写真は全てクリエイターが選定し、品質の高い記事
をお約束します。 

ユーザーの特性を活かした記事制作 

読者の胸に刺さり、共感を呼ぶストーリーであることがユーザーにとってメディ
アに期待するコンテンツのひとつ。そこで、編集記事を読む感覚で、自然と頭
に入ってくるように作り、ユーザーが何よりも大切にするストーリーをトリニティＷ
ＥＢ独自に展開することで訴求商品がより強くユーザーの胸に刻まれます。 

記事を成功へ導くポイント 



PC,スマホの両デバイスから送客！ 
 

PC,スマホの両デバイスから記事への流入数の最大化を実現！ 

【PC】記事ページ 【PC】トップ 【スマホ】記事ページ 【スマホ】トップ 

記事企画基本誘導枠 

※競合調整は行っておりませんので、予めご了承ください。 

記事企画 記事企画 



■記事は800文字～1200文字程度で作成します（記事制作費込） 

■掲載開始希望日の5営業日前までに入稿とお申込をおねがいします。 

※体験レポートのオプション付きの際は+5営業日 

タイアップ記事 

原稿規定 

■W560px横型の画像1～2点と入稿URLをご用意ください 

商品名 タイアップ記事 

料金 1回：30万円（税別） 

デバイス PCサイト／SPサイト 

記事内容 
・記事は電話取材または当社規定のヒアリングシートを参考にご
希望にそえる範囲で制作いたします。 
※記事の修正は、２回までとさせていただきます。 

記事誘導 

・TOPページ新着一覧掲載 

・TOPでの掲載終了後は、第二階層以降で継続的に掲載されます。 

・注目のトピックス・各記事詳細ページなど 

配信日 応相談 

■「ライターの体験レポート」+5万円（税別） 
（体験場所によって別途、交通費等がかかる場合がございます） 

 

※競合調整は行っておりませんので、予めご了承ください。 



●広告主及び広告素材規定 
下記に該当する広告主及び広告素材は掲載することはできかねます。 

・日本国内における法律、政令、省令、条約に対する違反またはそれの恐れがあるもの 

・法律により消費者に対する年齢制限などの警告表示が必要とされているにも関わらず、警告表示がないもの 

・犯罪を肯定、美化、または犯罪を誘発する恐れがある内容のもの 

・残虐、残酷な内容で、消費者に不快感を与える恐れがあるもの 

・性に関する表現で、著しくわいせつ性が高く、青少年の保護育成に反するもの 

・誇大表現、または不適当な表現を用いた内容のもの 

・投機、射幸心を著しくあおる、またはそれを助長する内容のもの 

・著作権の侵害、無断利用しているもの 

・プライバシーの侵害、または第三者を誹謗中傷しているもの 

・科学的な根拠がなく、消費者を惑わせたり不安を与えるもの 

・不良商法、詐欺的な行為とみなされるもの 

・選挙運動への利用 

・宗教団体の勧誘、または布教活動にかかわるもの 

・出会い系サイト・アダルト関連(アダルト案件を掲載している媒体を含む)の広告  

・他媒体への同時登録を行う広告 

・許可・認可を要する業種で許可・認可を取得していない広告主のもの 

・武器、凶器、銃刀類、賭事、ギャンブル、たばこの通信販売 

・取得する個人情報の利用目的が明記されていない、また記載通りの運用がなされていないサイトの広告 

・業種制限規定において、規定している業種、サービス 

・公序良俗に反する内容を含む広告 

・弊社が不適切だと判断したもの 

 

●広告表現規定 
下記に該当する広告表現は掲載することはできかねます。  

・法律、条例、条約に違反、もしくはその恐れがある場合  

・下着や肌の露出が高い写真、イラスト及び表現の入った広告 

・医療、医薬品、化粧品において、効能、効果および性能等を厚生労働省が承認する範囲を逸脱する広告 

・宗教の勢力拡大および布教活動目的の広告  

・名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害となるおそれがある広告 

・他の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害する場合 

・広告主の所在や商品責任が明確でない場合  

・誇大、虚偽の表現など、事実を確認できない可能性がある場合 

・投機、射幸心を著しくあおる広告 

・非科学的また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がある広告 

・弊社が不適切だと判断した広告 
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