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ここから、始まる
わたしの Yoga Story—。
Yoga Story は、ただのヨガ情報サイトではありません。

「ヨガスタジオ・スクール」と
「インストラクター」と
「受講生」の
３つの “ 円 ” と “ 縁 ” を繋ぐ架け橋となるメディアです。

ヨガにフォーカスした 200 を超える記事数を誇る Web サイトにて

スタジオ・スクール様の “ 想い ” と “ ストーリー ” を魅力的に読者にお届けすることで、
貴社にとって優秀なインストラクターの採用や、受講生の新規獲得へとお繋ぎします。

フリーのインストラクターやスタジオの先生の個人ブランディングにもぜひお役立てください。

皆さんの “ 想い ” と “ ストーリー ” が、このメディアを通じて
誰かの人生を大きく変える一筋の光となる。

そんなことを願って、私たちはヨガを愛する皆さんと共に歩んでいきます。



Yoga Storyとは



「インストラクター」と「受講生」に幅広くPRができます

Yoga Story

ヨガスタジオ
ヨガスクール

サービスや
スタジオの
想いを伝える インストラクター求人への応募

講座のお申込み　等
講座レッスンのお申込み

商品のご購入

魅力を
伝える

魅力を
伝える

受講に
興味がある
見込み客

ヨガ
インストラクター



１．ブランド獲得
スタジオの想い、魅力的に伝わっていますか !?

インタビュー・スタジオ体験談
スタジオやスクールの代表者様や先生の想いとストーリーを
インタビュー形式でお届けして、読者に魅力を知って頂くことで
明確な「他社との差別化」が図れます。

取材例
松本莉緒先生

松本先生が代表を務めるヨガスタジオ「Peaceberg Style」への想いや魅力を
中心に、ヨガを始めたきっかけや、ヨガを通じて世の中に伝えたいメッセージな
どを、詳しくインタビューさせていただきました。

公式サイトはこちら
https://www.peaceberg-style.com/

実際の対談内容はこちら



2．インストラクター獲得
インストラクター集めに苦労していませんか？

ヨガインストラクター向けの記事
「これからスタジオで働きたい」「更なるレベルアップのために講座に通ってヨガ
を深めたい」そんな想いを持ったインストラクターさんに貴社の魅力を知って頂く
ことで、採用や講座受講者の新規獲得に直結します。

記事例
RYT200トレーナーが教える、 
大手ヨガスタジオに未経験でも採用される秘訣

「ヨガ歴が浅い、ヨガの資格がない、初心者だけどヨガスタジオに務めたい」と
思っている方へ、ヨガスタジオの求人で合格するためのコツ、準備を、実際に
大手ヨガスタジオで採用担当だったインストラクターがご紹介しています。



3．受講生獲得
受講生を集める方法を探していませんか？

ヨガに興味がある初心者に向けた記事
各地域のヨガスタジオの情報、ヨガ資格の情報、ヨガポーズの解説などを通じ
て、「ヨガをやってみたい」、「どうせやるなら資格をとってみたい」というニーズ
に答える記事を提供。

記事例
東京でヨガ RYT200 の資格が取得できるスクール 17 選
RYT200を取得できるスクールは数多く、どのスクールに通うか迷ってしまうとい
う方も多いと思います。この記事では、東京で RYT200を取得できる各スクー
ルの魅力、選ぶポイントなどをご紹介しています。



Yoga Story の読者層
年　齢

読者の住んでいる地域

首都圏、関西がメインですが、
その他のエリアからも読者は多い。

ヨガストーリーでは女性だけではなく、男性にも多く読まれています。
そのため、男性ヨガをPRしたい企業様にもおすすめです。

購買目的、資格取得に意欲的なユーザーに読まれています。

*2022年3月 google analyticsより

読者が興味があるジャンル

1位：ヨガマット、ヨガホイール、タンブラーなどのアクセサリー

2位：ヨガ資格

3位：ヨガウェア、ヨガパンツのようなアイテム

1位：ヨガマット、ヨガホイール、タンブラーなどのアクセサリー

2位：ヨガ資格

3位：ヨガウェア、ヨガパンツのようなアイテム

読者の性別

18～24歳
15%

18～24歳
15%

55～64歳
6%

55～64歳
6%

65歳～
5%
65歳～
5%

45～54歳
16%

45～54歳
16%

25～34歳
28%

25～34歳
28%

女性
67%
女性
67%

男性
33%
男性
33%

首都圏
（特に東京、神奈川、

埼玉、千葉）
45%

首都圏
（特に東京、神奈川、

埼玉、千葉）
45%

その他
（特に愛知、北海道、

福岡など）
35%

その他
（特に愛知、北海道、

福岡など）
35%

関西圏
（特に大阪、
兵庫、京都）
20%

関西圏
（特に大阪、
兵庫、京都）
20%

35～44歳
30%

35～44歳
30%



Yoga Story  3つの強み



Yoga Story 3 つの強み①

成約率の高いキーワードで上位表示している

→購買意欲や資格取得に意欲的な層へリーチできる！

google検索での上位表示キーワードの一例

●一般系
ヨガ　合宿   1位
ヨガ　プレゼント   1位
ヨガインストラクター　おすすめ
   1位
ヨガ　先生   1位
リトリートヨガ   1位
ヨガ　人気インストラクター   2位
ヨガ　動画　おすすめ   4位
ヨガホイール   5位

●資格系
マタニティヨガ　資格   5位
瞑想　資格   5位
陰ヨガ資格   4位

●求人系
オンラインヨガ　求人   4位
オンラインヨガ　インストラクター募集　 
  4位

●地域名
ハワイ　ヨガ資格   1位
ヨガインストラクター資格　神奈川
   1位
東京　ヨガ資格   3位
神戸　ヨガ資格   3位
大阪　ヨガ資格   5位
海外　ヨガ   5位
RYT200 埼玉   2位
ハワイ　ヨガ   4位

＊2022年　SEMrush調べ



Yoga Story 3 つの強み②

ヨガに集中したコンテンツを提供

一般的なヨガサイト Yoga Story

・ヨガ
・食事
・美容
・子育て
・エンタメ

テーマがぼやけている、曖昧

ヨガに興味がない人も多い

・ヨガスタジオ
・ヨガ講師へインタビュー
・ヨガ資格
・ヨガ求人
・ヨガ体験談
・ヨガアイテム

テーマは人を中心とし、
あくまでヨガ

ヨガに興味がある人しか訪れない

だから、YogaStory はコスパの良い広告が出せる



Yoga Story 3 つの強み③

エキスパートとのタイアップ

業界の著名人と同じ Web サイトに掲載されることによる、
権威性・ブランディングの獲得が見込めます。

Yoga�Story代表
横幕真理

ケンハラクマ先生

吉川めい先生 西川眞知子先生

松本莉緒先生 梅澤友理香先生



広 告 プ ラ ン



プラン 全ページ広告 記事内広告 取材記事
タイアップ
インタビュー

内容
ヘッダーに広告バナー
を全ページ載せます
トップヘッダー

上位表示している記事
の上部に、PR掲載。
コスパの良い広告です。

スタジオ体験談
ヨガアイテムなどの紹
介をします。
専用ページを作り、トッ
プに一定期間掲載

あなたのスタジオや起
業の想いを言葉で読者
へ伝えます。
ファンの獲得、ブラン
ディング、集客などに
効果的です。

金額
（税別）

5.4 万円／月 3.2 万円／月
初期費用 10万円＋
1万円／月〜

初期費用 15万円＋
1万円／月〜

契約期間 3ヶ月〜 3ヶ月〜 3ヶ月〜 6ヶ月〜

工程 バナー制作 簡単な PR文章
弊社のスタッフによる

記事製作
弊社の代表による

インタビューと記事製作

6．広告表



プラン名 記事内広告

対象 コンテンツ記事１つ
＊�留学エージェントまとめ記事は対象外

内容
1．�記事の序文（200 文字程度）の後、目

次の上に PR内容が入る
2．�記事の最後にもう一度、リンクが入る

記事制作 —

月額
（税別） 月額 3.2 万円 +成果報酬

契約期間 3 ヶ月から



記事内広告プラン
特定のキーワードで上位表示している記事に広告を入れることができます。
目次の上に広告、記事の下部に広告の 2 箇所を入れることで、目立たせる事が可能です。

プラン名 記事内広告

対象
コンテンツ記事１つ
＊�留学エージェントまとめ記事は対
象外

内容

1．�記事の序文（200 文字程度）
の後、目次の上に PR内容
が入る

2．�記事の最後にもう一度、リ
ンクが入る

記事制作 —

月額
（税別） 月額 3.2 万円 +成果報酬

契約期間 3 ヶ月から
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記事内広告プラン
特定のキーワードで上位表示している記事に広告を入れることができます。
目次の上に広告、記事の下部に広告の 2 箇所を入れることで、目立たせる事が可能です。

プラン名 記事内広告

対象 コンテンツ記事１つ
＊�留学エージェントまとめ記事は対象外

内容 1．�記事の序文（200 文字程度）の後、
目次の上に PR内容が入る

記事制作 —

月額
（税別） 月額 3.2 万円 +成果報酬

契約期間 3 ヶ月から



会 社 概 要

会社名	 株式会社MAJOLI（マジョリ）
代表者	 横幕	真理
設　立	 2018年12月25日

本　社
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1丁目10-6　清園ビル5F

沖縄支店（ヨガスタジオ）
〒900-0011
沖縄県那覇市上之屋1丁目16 ‐ 30	7F

ニューヨーク支店
555	Madison	Avenue	5th	Floor,New	York,	NY,	10022

ハワイ支店
560N.Nimitz	Hwy	suite101B	Honolulu	Hawaii	

事業内容
ウェブメディア事業
全米ヨガアライアンスRYT200講座の運営
ヨガインストラクター養成講座の運営
ヨガイベントの運営
認定講師のコンサル事業
ヨガスタジオの運営
認定	 全米ヨガアライアンス協会	公式認定
RYS（Registered	Yoga	School）

お問い合わせ先
mail:info@majoli.co.jp
tel:0120-558-247

Majoli 公式HP
https://majoli.jp/

運営メディア「Yoga Story」
https://yoga-story.jp/


