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DACのビジョン

DACは2015年12月に設立19周年を迎えました。当社の主力事業が属するインターネット広告市場は、設立当時の60億円

から、2015年には、1兆1,594億円にまで成長しました。

この間、広告のみならず、企業のマーケティング活動やビジネス全般、さらには生活を取り巻くあらゆる場面において、

デジタル化が深く浸透し、その可能性はますます拡がっています。DACは、これからさらにデジタル化していく世の中で、

デジタルビジネスの先駆者として、人々の生活や企業のビジネス環境をよりよくしていく原動力であり続けたいという思い

から、以下のブランドスローガンおよびステートメントを策定し、それを体現するロゴマークを導入しております。

DACがデジタルを通じて社会に貢献できること - 「Empowering the digital future」のことばに込められた精神、デジタル

社会の未来に活力を与えるエネルギーやクリエイティビティの力を、象徴的に表現しています。

デジタルの力によって、世界は驚くべき速さで変化し、多様化し続けています。

デジタルは、仕事のスタイルを変え、ビジネスの仕組みを変え、さらに社会のあり方までも大きく変えようとしています。

これからも、誰もが夢見たことや、誰も思いもつかなかったものがデジタルを通じて、一つずつ現実となっていくでしょう。

私たちDACの使命。それは、このデジタル社会の未来に、活力を与えること。

これからのデジタル社会をよりアクティブにし、デジタルの更なる可能性を切り拓いていくことです。

実現するのは、ネットビジネスの先駆者として培った経験と、

デジタルエキスパートとしての知見が生み出す、未来を見据えた創造性ある提案力。そして、それを裏づける技術力。

また、日々変化するデジタル社会に対応できるフレキシビリティもDACの強みです。

私たちは約束します。まだ見ぬ人と人、企業と企業がデジタルを通じてめぐり逢い、

共に新しい夢を描ける社会をつくっていくことを。

すべての人が、デジタルで新しい幸せを見つけられるように。

DACは、デジタルの力を信じ、さらに活力を与えることで、社会に貢献してまいります。

■背景

■ロゴマークについて

■ブランドステートメント

■ブランドスローガン

Empowering the digital future

デジタルの未来に、もっと力を。
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■DAC AD GUIDE について
DAC AD GUIDE OCT.2016 は、2016年10月～2016年12月の広告メニュー情報となります。
DAC AD GUIDE の表示価格は、全て税抜価格です。掲載された内容は予告なく変更になる場合がございます
ので、詳細はお問い合わせください。DAC AD GUIDEの無断転載、引用、編集、配信は固く禁じます。

DAC AD GUIDEデジタル版（PDF）

DAC AD GUIDEデジタル版の
ダウンロードは、こちらから https://www.dac.co.jp/adguide/

①DAC AD GUIDE デジタル版（PDF）は、4月、10月の年2回発行予定となりますので、更新の上、
ご利用ください。デジタル版は、PC、スマートデバイス等のマルチデバイスでご利用いただけ
ます。（ビューワーアプリをご利用ください）
②デジタル版は、全体版、vol1.プレミアム、vol2.ターゲティング/リスティング、vol3.スマート
デバイス、vol4.テクノロジーサービスの5種類がございますので、用途に応じてご利用ください。

OCT.2016DAC AD GUIDE

http://www.dac.co.jp/adguide/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

スマートデバイス

ポータル

006 スマートフォン版 Yahoo! JAPAN

007 goo

007 Excite

008 livedoor

新聞社

008 【SD】日本経済新聞 電子版

009 朝日新聞デジタル

009 毎日新聞スマートフォン版

010 スマートフォンサイト
（産経ニュース、iza、SANSPO.COM、SankeiBiz、ZAKZAK）

010 ロイター .co.jp

011 ウォール・ストリート・ジャーナル日本版

011 The Japan Times Online

動画

012 YouTube

012 GYAO!

013 niconico スマートフォンサービス

013 MixChannel（ミックスチャンネル）

014 *Moments by FIVE

014 Palette Video

015 CMerTV 動画ネットワーク

ソーシャルメディア

016 LINE

016 LINE NEWS

017 Instagram

018 Facebook

020 Twitter

022 Ameba by CyberAgent

022 はてな

023 pixiv touch

023 フォレストページ

024 らくらく連絡網

024 Decolog

025 ママスタジアム

025 Couples

キュレーション

026 SmartNews

027 グノシー

028 antenna*

029 MERY［メリー］

030 iemo

031 Find Travel

女性

032 @cosme

032 クックパッド

033 スマートフォン版 ウィメンズパーク

033 Glam Smartphone Network

034 ELLE ONLINE

035 VOGUE JAPAN

035 Berry's café（ベリーズカフェ）

036 OZmall（オズモール）

036 ベルメゾンネット
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

037 女子カレ

IT ビジネス

038 Impress Watch

039 GQ JAPAN

039 WIRED.jp

040 ITmedia スマートフォンビュー

040 iPhone/Android 版 CNET Japan

041 TheNews for Smartphone

041 NewsCafe for Smartphone

042 マネーフォワード

ECサイト

043 Amazon モバイル

043 価格 .com

044 aucfan Touch

044 ショッピーズ

エンタメ

045 ORICON STYLE

045 WoW! Korea

046 Retty

046 ファミ通 .com（スマートフォンサイト）

047 ファミ通App

047 4Gamer.net

048 Wazap!

048 野いちご

049 超ワールドサッカー

049 魔法の i らんど

タウントラベル

050 乗換案内

051 駅すぱあと

052 マピオン

052 tenki.jp

ネットワーク

053 i-mobile

054 nend

055 adPapri

056 ADPRESSO

その他

057 楽天 Edy

057 すかいらーくグループ / オトクーポン

058 出前館

058 nanaco メール広告

059 プリアドメール

059 モッピー
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

スマートフォン版
Yahoo! JAPAN
ブランドパネル

インプレッション
保証

任意
（5日間〜1ヶ月以内）

625万～
3,333万3,334

imps保証

625万imps～　0.8円/imps
2,142万8,572imps～　

0.7円/imps
3,333万3,334imps～　

0.6円/imps

640×360
150KB
以内

GIF89a
JPEG
PNG

-

スマートフォン版
Yahoo! JAPAN
ブランドパネル　
時間帯在庫買い切り

インプレッション
保証

1日のうち下記いずれかの時間帯
 7:00 -  7:59、  8:00 -  8:59
 9:00 -  9:59、 11:00 - 11:59
12:00 - 12:59、 13:00 - 13:59
20:00 - 20:59、 21:00 - 21:59
22:00 - 22:59

200万～
350万 　

imps想定
300万円～
500万円

640×360
150KB
以内

GIF89a
JPEG
PNG

掲載料、 料金は
時間帯によって

変わります

スマートフォン版
Yahoo! ニュース　
プライムカバー

インプレッション
保証

任意
（5日間〜1ヶ月以内）

200万～ imps保証 0.25円/imps

640×360
ページを下にスクロール
すると、 サムネイル状態
に変化します。

150KB
以内

GIF89a
JPEG
PNG

低出稿金額
50万円

スマートフォン版
Yahoo! JAPAN　
行動ターゲティング　
ミドルレクタングル 

インプレッション
保証

任意
（5日間〜1ヶ月以内）

- imps保証
0.36円～
0.55円/imps

300×250
150KB
以内

GIF89a
JPEG
PNG

低出稿金額
50万円

スマートフォン版
Yahoo! JAPAN　
生活圏ターゲティング　
ミドルレクタングル

インプレッション
保証

任意
（5日間〜1ヶ月以内）

- imps保証 0.3円/imps 300×250
150KB
以内

GIF89a
JPEG
PNG

低出稿金額
10万円

スマートフォン版Yahoo! JAPAN ブランドパネルは、圧倒的なペー

ジビュー数を誇るスマートフォン版Yahoo! JAPANトップページの

ファーストビューに掲載できるバナー広告です。

（iPhone/Android 最適化サイト・アプリ）http://m.yahoo.co.jp/

日本最大級のポータルサイト

スマートフォン版 Yahoo! JAPAN ヤフー株式会社

スマートフォン版Yahoo! JAPANは、平均ページビュー数は約317億4600万

PV/月のアクセスを誇るインターネットの総合情報サイトで、検索、ニュー

ス、ショッピング、オークション、ブログ、アプリマーケットなど多くのサービス

をスマートフォンユーザーへ提供しています。

スマートフォン版Yahoo! JAPAN ブランドパネルピックアップメニュー

平均ページビュー（PV）数/月：約317億4600万 PV

男女比：男性／57％　女性／43％
平均ユニークブラウザ（UB）数/日：約4900万UB

（2015年1月～2015年12月媒体社調べ）アクセスデータ

掲載面 スマートフォン版 Yahoo! JAPANトップページ

掲載期間 任意（5日間〜1ヶ月以内）

掲載方法 ローテーション

インプレッション 625万～3,333万3,334imps

料金 500万円～2000万円

http://m.yahoo.co.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://www.goo.ne.jp/

NTTグループが運営する『goo』のスマートフォンサイト

goo エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社

日常的に利用される「ニュース」や「天気」から色々な疑問を解決する

「教えて！goo」、そして世の中のトレンドをお伝えする「ランキング」など

多種多様なサイトを取り揃えたgoo。そんなgooのスマートフォン 適化ページ

への掲載が可能となりました。

※詳細につきましては担当営業までお問合せください。

月間PV数：約439,000,000PV
月間UB：約52,220,000UU
男女比：男性／36%　女性／64%

アクセスデータ GoogleAnalytics（2015年1月）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

教えて！ goo　ビジネスアンサー 任意 御見積り
金融系＠100円～

その他の業種＠60円～

タイトル ： 全角15文字まで
本文 ： 全角30文字まで

画像 ： W50×H50
表示URL ： 半角35文字以まで

リンク先URL ： 指定は1ヶ所のみ

50KB以内 gif + テキスト

【SP】 教えて！ goo　ターゲティングコンポジット 任意 御見積り imp＠0.7円
320×100
300×250

50KB以内 jpg/gif/png

教えて！ goo　
ビジネスアンサー カテゴリ ・ 性別ターゲティング

任意 御見積り
カテゴリターゲティング＠30円～

性別ターゲティング＠50円～

タイトル ： 全角15文字以内
本文 ： 全角30文字以内

画像 ： W50×H50
表示URL ： 半角35文字以内

リンク先URL ： 指定は1ヶ所のみ

50KB以内 gif + テキスト

教えて！goo　ビジネスアンサー

http://a.excite.co.jp/

都市生活者の知的好奇心を刺激するメディア

Excite エキサイト株式会社

総ダウンロード数：1,000万DL突破のアプリの提供のほか、エキサイト独自の人気

コラムを配信している「エキサイトニュース」、家族がいる女性向けサイト「Woman.

excite」など、多数のサービスを提供しています。

月間PV数：約370,584,000PV/月
月間UU数：約43,329,000人/月
男女比：男性／36%　女性／64%

アクセスデータ （2016年2月媒体社調べ）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 単価 天地サイズ（左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

Excite ブランドムービー for SP 1週間～/任意 270,270 view保証 @3.7円 別途ご案内 別途ご案内 別途ご案内

Excite ボトムムービー for SP 1週間～/任意 370,370 view保証 @2.7円 別途ご案内 別途ご案内 別途ご案内

iPhone /Android TOP&ニュースレクタングル 1週間～/任意 1,000,000 imp保証  @0.4円 W300×H250 50KB以内 JPEG ・ GIF 低掲載量1,000,000imp～

Woman.excite ブランドムービー for SP 1週間～/任意
15秒 ： 100,000 view完全視聴保証 @10円

別途ご案内 別途ご案内 別途ご案内
30秒 ：   55,556 view完全視聴保証 @18円

Woman.excite ボトムムービー for SP 1週間～/任意
15秒 ： 166,666 view完全視聴保証 @6円

別途ご案内 別途ご案内 別途ご案内
30秒 ： 100,000 view完全視聴保証 @10円

Woman.excite 中面ヘッダーAD 1週間～/任意 1,200,000 imp保証 @0.25円

①ヘッダー表示 ：
W640×H200

②フッター表示 ：
W640×H100

100KB以内 GIF、 JPEG 低掲載量1,200,000imp～

iPhone/Android女性ターゲットレクタングル 1週間～/任意 1,000,000 imp保証 @0.4円 W300×H250 50KB以内 JPEG ・ GIF 低掲載量1,000,000imp～

http://www.goo.ne.jp/
http://a.excite.co.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.livedoor.com/lite/

各ブログメディアによる視点の異なるニュースを配信

livedoor LINE株式会社

月間で約90億PVの閲覧数、月間5,300万人のユーザー数を誇るポータルサイトに

加え、日本 大級のブログサービス「livedoor Blog」、月間約8億PV（PC、スマート

フォン、モバイル）の「livedoor ニュース」を有し、国内トップクラスの情報発信プラット

フォームを形成しております。

月間PV数（PC･SD･FP含む）：約9,000,000,000PV
アクセスデータ ※媒体調査による(2015年6月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

SP livedoor １DAYジャック 平日1日 15,000,000 imp想定 5,000,000円 - -
編集可能なデジタルデータで、 高解像度の
ものを複数パターンご用意ください。
（推奨形式 ： .ai .psd .tiff .eps .png）

PC livedoor トップジャック 1週間 8,000,000 imp想定 5,000,000円 - -
編集可能なデジタルデータで、 高解像度の
ものを複数パターンご用意ください。
（推奨形式 ： .ai .psd .tiff .eps .png）

コラボニュース
for スマートフォン

平日任意 30,000 PV保証 1,000,000円～ - -
トピックス掲載位置及び文言はライブドアの
編集権となります。

コラボニュース ・ タイアップ
for スマートフォン

平日任意 合計 93,000 PV保証 3,000,000円～ - -
トピックス掲載位置及び文言はライブドアの
編集権となります。 

月間UU数（PC･SD･FP含む）：約53,000,000人

ディスプレイバナー for livedoor ニュース

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

モバイル インフィード 1週間 50万imps/枠 75万円

サムネイル　280×188
見出し　全角20文字

広告主名　全角20文字
本文　全角50文字

50KB以内
（サムネイル）

GIF、 JPEG、 PNG

モバイル inRead動画 1週間 20万回再生開始 100万円
大1920×1080－

小640×360  (pixel)
200MB以内 mov, fl v, mpeg4, aivi, etc. 

モバイル レクタングル （viewable） 1週間 50万imps/枠 60万円
300×250

600×500(Retina対応）
 50KB以内
120KB以内

GIF、 JPEG、 PNG

モバイル テキスト 1週間 300万imps/枠 70万円
全角36文字

（広告主名含む）
- -

http://www.nikkei.com/

移動中のビジネスパーソンへのリーチ拡大に。

【SD】日本経済新聞 電子版 日本経済新聞社

「電子版アプリ」は、スマートフォンサイト「電子版モバイル」同様に、

電子版有料会員以外のユーザーも利用できます。移動時間やスキ

マ時間にスマホで電子版に接触していることが多いです。こうした会

員にバナーや動画、テキストでアプローチできます。

Retina対応サイズも配信可能になりました。

電子版モバイル：MAU約429,000（2016年6月） ※日経ID未取得除く
電子版アプリ：MAU約343,000（2016年6月） ※日経ID未取得除く
※電子版アプリに紙面ビューアプリは含みません

電子版有料会員数：486,670人（2016年7月1日時点）

アクセスデータ

■メニュー情報
日経 電子版 モバイル 日経 電子版 アプリ

http://www.livedoor.com/lite/
http://www.nikkei.com/
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スマートデバイス

http://www.asahi.com/sp/

日本最大級のニュースサイト。確かなユーザーへ
速報ニュースと多彩な特集をお届けします。

朝日新聞デジタル 朝日新聞社

朝日新聞社公式サイト「朝日新聞デジタル」。新聞社の取材ネット

ワークを生かした正確なニュース速報と掘り下げた特集、豊富な

コンテンツは、伝統のある企業体として社会からの評価も高く、

高学歴・高収入のユーザーを多く抱えています。

アクセスデータ ※媒体調査による。（2016年7月時点）

月間PV数：229,136,295PV
月間UU数：35,163,781UB

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

ヘッダーバナー 1週間 250万imp 75万円 320×50 10KB以内 gifまたはJPEG

スマホレクタングル 1週間 250万imp 100万円 300×250 50KB以内 gifまたはJPEG

注目情報 1週間 ― 60万円
50×50

タイトル全角12文字以内 （1行掲載）
本文全角32文字以内 （2行掲載）

15KB以内 gifまたはJPEG

スマホテキスト 1週間 ― 180万円 全角35文字以内 （1行掲載） ― ―

フットレクタングル 1週間 250万imp 25万円 300×250 50KB以内 gifまたはJPEG

■メニュー情報

http://mainichi.jp/

ニュースサイト「毎日新聞」のスマートフォン版

毎日新聞スマートフォン版 毎日新聞社

 ・ PCサイト同様に豊富なニュース報道に加え、センバツ高校野球や都

市対抗野球などのスポーツ特集も充実。

 ・ SmartNewsやGunosyなどの国内キュレーションメディアとも連携して

います。

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月時点、ウェブサイト、ウェブビューアプリの合計）

月間PV数：約90,000,000PV
月間UU数：約25,000,000UU

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォンバナー 1週間～ 1imp 0.5円 320×50 10KB以内 gif、 ｊpg

レクタングルバナー 1週間～ 1imp 0.7円 300×250 50KB以内 gif、 ｊpg

■メニュー情報

http://www.asahi.com/sp/
http://mainichi.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

産経新聞グループのスマートフォン版ニュースサイト

スマートフォンサイト（産経ニュース , iza, SANSPO.COM, SankeiBiz, ZAKZAK） 株式会社産経デジタル

産経ニュース、iza、SANSPO.COM、ZAKZAK、SankeiBizの５サイト合計

で月間約1億8,000万PVと躍進中です。ディスプレイ、テキスト、クリック

課金、動画広告など豊富なメニューを揃えております。

■メニュー情報
メニュー 一例 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） ファイル形式

SPヘッダーバナー5サイトパッケージ 1週間 300万imp保証 450,000円 320×100/320×50 GIF、JPG、PNG/30KB以内

SPレクタングル5サイトパッケージ 1週間 300万imp保証 1,150,000円 300×250 GIF、JPG、PNG/50KB以内

SPおすすめ情報 （産経ニュース） 1週間 800万imp想定 480,000円
画像 ： 60×60

テキスト ： 全角13文字以内/全角30文字以内
GIF、JPG、PNG/7KB以内

SPおすすめ情報ライト （産経ニュース） 1週間 720万imp想定 432,000円
画像 ： 60×60

テキスト ： 全角13文字以内/全角30文字以内
GIF、JPG、PNG/7KB以内

SPおすすめ情報 （4サイト） 1週間 1,600万imp想定 720,000円
画像 ： 60×60

テキスト ： 全角13文字以内/全角30文字以内
GIF、JPG、PNG/7KB以内

産経ニュースインフィード 1週間 50万imp想定 250,000円
画像 ： 60×60px

テキスト ： 全角26文字以内
GIF、JPG、PNG/7KB以内

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.sankei.com
http://www.sankeibiz.jp

http://www.sanspo.comhttp://www.iza.ne.jp
http://www.zakzak.co.jp

月間PV数：17,637,000PV
アクセスデータ 2016. Jul. Google Analytics

（スマートフォン、タブレット対応）http://jp.mobile.reuters.com/

国際通信社ロイターの日本語モバイルサイトが
リニューアル！

ロイター .co.jp トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

ニュース・金融情報を中心に 新ニュースをご覧いただけます。

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

モバイルWeb　ノースアドレギュラー 応相談 - imp保証 ＠ 0.8円 320×50 15KB以内

GIF、 JPG、 PNG
透過処理不可、

囲みの枠線必須、
ループなし

モバイルWeb　ノースアドダブル 応相談 - imp保証 ＠1.00円 320×100 25KB以内

モバイルWeb　サウスアドレギュラー 応相談 - imp保証 ＠0.70円 320×50 15KB以内

モバイルWeb　サウスアドラージ 応相談 - imp保証 ＠0.70円 300×250 40KB以内

■メニュー情報

http://www.sankei.com
http://www.sankeibiz.jp
http://www.iza.ne.jp
http://www.sanspo.com
http://www.zakzak.co.jp
http://jp.mobile.reuters.com/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

大好評のスマートデバイスアプリ（iPad/iPhone/Android）に
加え、最適化サイトも登場

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社

有料会員利用率が高いWSJ日本版アプリ。「情報収集が好き」で「新しいIT技術や

SNSを積極的に活用」する、高プロファイルなビジネスマンに愛用されています。

また、iPadアプリはリッチメディア配信にも対応。ムービーの再生はもちろん、マル

チタッチパネル、加速度センサーなどを生かした豊かなクリエイティブ表現が可能

です。 適化サイトも新たに仲間入り。マルチプラットフォームで利便性が向上。

月間PV数
最適化サイト：約1,800,000PV想定
iPad：約200,000PV想定

アクセスデータ （2016年7月時点）

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォン 適化サイト imp保証 1,800,000imp 4.5円/imp 300×250 30KB以内
PNG24推奨　JPEG可　

HTML5(リッチメディアの場合)

iPad
バイアウト
(想定imp)

200,000imp *
300×600

768×1,024/1,024×768
100KB以内
200KB以内

PNG24推奨　JPEG可　
HTML5(リッチメディアの場合)

（最適化サイト）http://m.jp.wsj.com/ （iPad）http://jp.wsj.com/sp/mobile/m/index_m.html

※ iPad の料金、 他詳細は、 別途媒体資料をご参照いただくか、 お問い合わせください。

http://www.japantimes.co.jp

日本最大級の英文ニュースサイト
The Japan Times Onlineのスマートフォン対応サイト。

The Japan Times Online 株式会社 ジャパンタイムズ

英語力を活かして働く日本人や欧米系外国人など英文サイトならではのユーザー層

が特徴。国内ニュースを世界に向けて発信するメディアとして、圧倒的な地位を築い

ています。ユーザー層は、20代から40代のビジネス層が中心で、役員クラスの高所

得者も多数訪れています。

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォンバナー 保証 2週間想定 1,000,000imp 400,000円 320×50 10KB GIF/JPGのみ

月間PV数：1,300,000PV
アクセスデータ （2016年1月時点）

http://m.jp.wsj.com/
http://jp.wsj.com/sp/mobile/m/index_m.html
http://www.japantimes.co.jp
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://m.youtube.com/

YouTubeは、世界および日本最大の動画共有サイトです。

YouTube グーグル株式会社

YouTubeでは、何十億人もの人々がオリジナルの動画を発見、再生、共有

しています。YouTubeは、世界中の人々が繋がり、情報を交換し、お互い

に影響を与え合うことができる場所です。また、オリジナル コンテンツ制作

者や広告主が、動画や広告を配信できる場所でもあります。 

月間PV：非公開

男女比：モバイルのみ　男性／47.2%、女性／52.8%
月間UU：約4,007万UU/月

年齢：10代以下／3.2%　20代／25.1%　30代／25.7％
40代／23.4％　50代／17.4％　60代以上／5.2%　

アクセスデータ Nielsen Mobile NetView(アプリ含む)　2015年1月～2016年6月　ブランドレベルで集計

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金

天地サイズ
（左右×天地）

容量 ファイル形式

モバイル ビデオマストヘッド 1日
平日　40,000,000imp想定
土日　50,000,000imp想定

平日　10,500,000円
土日　11,000,000円 

- -
YouTube Video IDまたは動画再生
ページURL

スマートフォン(デバイス指定)
15秒動画広告

任意
（平日掲載開始）

666,667imp～ 1,600,000円～ - -
YouTube に動画 （15秒以内） を
アップロードして動画IDを入稿 

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォン版Yahoo!JAPAN　

プラチナ　インストリーム 

7日間～1ヶ月間を自由設定

（平日掲載開始）
333,333view～

1,000,000円～

（単価 ： 3円）
640pixel×360pixel

ダウンロード容量 5M

（5,242,880byte）

以内

MP4

スマートフォン版Yahoo! JAPAN　

インストリーム

7日間～1ヶ月間を自由設定

（平日掲載開始）
500,000view～

1,000,000円～

（単価 ： 2円）
640pixel×360pixel

ダウンロード容量 5M

（5,242,880byte）

以内

MP4

（iPhone/Android 最適化サイト）http://gyao.yahoo.co.jp/

権利処理済の公式コンテンツを約16万本配信する、
日本最大級の映像配信サービスです。

GYAO! 株式会社 GYAO　ヤフー株式会社 

■ 動画広告を公式コンテンツへノンスキッパブルで配信するため、ブランドセーフティ

と高い視聴完遂率が期待できます。

■ 性別年齢に加え、配信カテゴリー指定やYahoo! JAPANのユーザーデータに基づく

行動履歴、興味関心などのターゲティングが可能です。 

■ 民放キー局及びローカル局のテレビ番組の見逃し配信も実施。

月間映像再生数：119,000,000ST
月間視聴UB数：17,600,000UB
男女比：男性／57%　女性／43%

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年7月時点）

■メニュー情報

50代／17％　60代以上／7％
年齢構成比：10代／7％　20代 ／15％　30代／24％　40代／31％　

http://m.youtube.com/
http://gyao.yahoo.co.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://sp.nicovideo.jp/

niconicoは、日本最大級の動画サービスです。

niconico スマートフォンサービス 株式会社ドワンゴ

「ニコニコ動画」や、「ニコニコ生放送」などの各種サービスからなり、コメント

による双方向コミュニケーションがもたらす一体感の中でコンテンツを視聴

するという、niconicoでしか実現できないインタラクティブ放送を楽しめます。

iOS　月間UU数：5,150,000
iOS　月間動画再生数：232,000,000
Android　月間UU数：2,630,000
Android　月間動画再生数：125,000,000

アクセスデータ ※媒体調査による。（2016年6月現在）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

TOPバナー

(iOS)

1週間
（水曜日13:00頃～

翌水曜日13:00頃まで）
4,000,000imp想定 600,000円 320×50 50KB GIF/JPEG/PNG

TOPバナー

(Android）

1週間
（水曜日13:00頃～

翌水曜日13:00頃まで）
5,500,000imp想定 600,000円 320×50 50KB GIF/JPEG/PNG

Watchバナー

(iOS)

1週間
（水曜日13:00頃～

翌水曜日13:00頃まで）
4,500,000imp想定 700,000円 320×50 50KB GIF/JPEG/PNG

Watchバナー

(Android）

1週間
（水曜日13:00頃～

翌水曜日13:00頃まで）
5,000,000imp想定 400,000円 320×50 50KB GIF/JPEG/PNG

iOS イメージ Android イメージ

https://mixch.tv/

10代女子が集まる日本最大級の動画コミュニティサービス

MixChannel（ミックスチャンネル） 株式会社 Donuts

ダウンロード数は550万を突破。簡単に動画を撮影&編集して投稿できるコミュ

ニティサービスです。ダンスやメイク、カップルなどの若者に人気なコンテンツが

日々投稿されており、若者の新しいトレンドが次々に生まれる場となっています。

月間PV：月間5億5千万回の動画再生数 月間UU：月間 約400万人（アプリとWeb）
アクセスデータ 音声オンが80%。テレビと同じような視聴スタイルです。

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スポンサードコンテスト広告
投稿14日間及び発表7日間の
期間保証

HOME画 面 の 上 部 に
コンテストカテゴリを設置
し、 ユーザーの盛り上が
りを誘導

20,000,000円
・ 内訳/媒体費 ： 10,000,000円 （グロス）
・ 内訳/制作費 ： 10,000,000円 （ネット）

− −

ユーザーがオリジナルプロ
モーション動画を作成して拡
散させる、 ユーザー参加型
動画投稿キャンペーンです。

スポンサードトレンド広告
1日 （24時間） の期間保証、
同じタグは 大3日まで出
稿可能、 1日1社限定

HOME画 面、 検 索 画 面
からの導線で、 トレンド感
を醸成

1,500,000円 （グロス） − −
タグ機能を活用した、 ユー
ザー参加型動画投稿キャン
ペーンです。

スポンサードコンテンツ広告 1週間～
100万回再生保証
45万UU以上の

リーチ目安

5,000,000円
・ 内訳/媒体費 ： 3,000,000円 （グロス）
・ 内訳/制作費 ： 2,000,000円 （ネット）

掲載 ： 320×180px
入稿 ： 640×360px

動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内
圧縮前の容量です。

動画 ： mp4
画像 （止め画） ：
PNGまたはJPEG
動画広告枠と動画クリエイ
ティブをセットにした商品です。

プレミアム 動画広告
 powered by FIVE

1週間～
100万回再生保証
45万UU以上の

リーチ目安

3,000,000円 （グロス）
（再生単価3.0円）

掲載 ： 320×180px
入稿 ： 640×360px

動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内
圧縮前の容量です。

動画 ： mp4
画像 （止め画） ：
PNGまたはJPEG

インフィード広告
CPMパッケージ

1週間～ 200万imp配信保証 800,000円 （グロス） 640×640px 500KB以内
JPEG／GIF／PNG

※アニメーションGIF 可

ユーザーデータ
男女比：男性／19%　女性／81% 年齢：80%以上が十代
女子高生によるおもしろ動画やカップル動画など、特色あるトレンドが常に起こっています。

http://sp.nicovideo.jp/
https://mixch.tv/
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スマートデバイス

1,800万UU規模のプレミアムモバイル動画広告

*Moments by FIVE ファイブ株式会社

プレミアムアプリのみを束ねたプライベート動画広告マーケットプレイスです。読み込

みゼロ秒のテクノロジーによる滑らかな動画広告視聴体験を実現します。10代およ

びF1・F2層向けのブランドコミュニケーションに 適なメニューをご用意しています。

アクセスデータ
月間UU：1,800万UU  
(述べではなく、 メディア間重複なしのユニークユーザー数)

http://www.five-corp.com/moments/

■メニュー情報

ユーザーデータ　TeenMoments

ユーザーデータ　GirlsMoments

F1・F2層ユーザー77%  ファッション、グルメ、美容といった情報を収集しようとするユーザーがアクセスしています。

男女比：男性／9%　女性／91%

年齢：10代ユーザー81%  
TVCMではリーチしづらい若年層のリーチ補完に 適です。

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

Video Moments by FIVE 
ファーストビューオーバーレイ ・ バーティカルビデオ

1週間〜
2週間

120万回再生保証
60万UUリーチ想定

4,800,000円
（再生単価4.0円）

入稿 ： 縦1,280×横720px
5秒から30秒まで

動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内

動画 ： MP4
画像 （止め画） ： PNGまたはJPEG

Video Moments by FIVE
ファーストビューオーバーレイ ・ プレミアムプラン

2週間〜
200万回再生保証

+態度変容アンケート調査
100万UUリーチ想定

6,000,000円
（再生単価3.0円）

掲載 ： 320×180px　入稿 ： 640×360px
5秒から30秒まで

動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内

動画 ： MP4
画像 （止め画） ： PNGまたはJPEG

Teen Moments by FIVE
ファーストビュー ・ プレミアムプラン

1週間
200万回再生保証

+態度変容アンケート調査
100万UUリーチ想定

6,000,000円
（再生単価3.0円）

掲載 ： 320×180px　入稿 ： 640×360px
5秒から30秒まで

動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内

動画 ： MP4
画像 （止め画） ： PNGまたはJPEG

Girls Moments by FIVE
ファーストビュー ・ プレミアムプラン

2週間〜
125万回再生保証

62.5万UUリーチ想定
3,500,000円

（再生単価2.8円）
掲載 ： 320×180px　入稿 ： 640×360px

5秒から30秒まで
動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内

動画 ： MP4
画像 （止め画） ： PNGまたはJPEG

Cinema Moments by FIVE
ファーストビュー ・ トライアルプラン

2週間〜
357,142回再生保証
17.8万UUリーチ想定

1,000,000円
（再生単価2.8円）

掲載 ： 320×180px　入稿 ： 640×360px
5秒から30秒まで

動画 ： 100MB以内
画像 （止め画） ： 1MB以内

動画 ： MP4
画像 （止め画） ： PNGまたはJPEG

Palette Video 株式会社ディー・エヌ・エー

ユーザー男女比 ：男性／30%　女性／70%
ユーザー年齢層：18才～24才／19%　25才～34才／40%
 35才～44才／27%　45才～54才／9%
 55才～／4%

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月時点）

DeNAキュレーションメディアの月間ユーザー数8,200万にリーチできる「動画広告」
iemo、Find Travel、WELQ、CAFY、JOOY、cutaの6媒体の月間ユーザー8,200万人にリーチすることができる動画広告

メニューです。ユーザーの70%以上が女性で、18歳～44歳を中心とした幅広い年代の方に利用されています。ターゲット

のデモグラや趣味・嗜好性に合わせて配信媒体を選択することができます。

月間延べユーザー数：8,200万人 （2016年8月時点）

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

Palette Video 2週間程度 667,000再生数保証 1,000,000円

■メニュー情報

※媒体調査による（2016年4～6月時点）

Palette Video媒体資料：http://dena.com/jp/admedia/Palette_Video_
mediaguide_2016_10-12.pdf

http://www.five-corp.com/moments/


015 ▶ CONTENTSDAC AD GUIDE  OCT.2016
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スマートデバイス

想定リーチ：30,000,000UU
アクセスデータ

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

PerfectView Network 任意 250,000imp～ 1,000,000円～
動画 ： 1,980×1,080
動画下部バナー ： 320×20
止め画 ： 320×180

動画 ： 100MB
動画下部バナー ： 5KB
止め画 ： 25KB

動画 ： MP4
動画下部バナー gif ・ jpg ・ pngいずれか
止め画 ： gif ・ jpg ・ pngいずれか

PCデバイス 1stView Network 任意 500,000imp 1,000,000円～

動画 ： 1,980×1,080
動画下部バナー ： 640×120
止め画 ： 292×219
代替画像 ： 300×250

動画 ： 100MB
動画下部バナー ： 30KB
止め画 ： 30KB
代替画像 ： 50KB

動画 ： MP4
動画下部バナー gif ・ jpg ・ pngいずれか
止め画 ： gif ・ jpg ・ pngいずれか
想定リーチ ： 30,000,000ＵＵ 

https://www.cmertv.co.jp/

国内最大級のプレミアムメディアネットワーク

CMerTV 動画ネットワーク CMerTV

スマートフォン1stView掲載、且つオーバーレイ表示で、高完全再生

率を実現。

ブランドを毀損しない親和性の高いプレミアムサイトのみを選定し、

プロモーションターゲットに合わせて動画広告を配信致します。

■メニュー情報

https://www.cmertv.co.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

（iPhone/Android アプリ）http://line.me/ja/

（iPhone/Android アプリ）https://news.line.me/

本当につながりたい人とのコミュニケーションツールです。

3分で話題やニュースがわかる。LINEの公式ニュース。

LINE

LINE NEWS

LINE 株式会社

LINE 株式会社

月間アクティブユーザー数は全世界で約2億2,000万人。アジアを始め、欧米や南米

でも堅調に増えております。日本国内の登録者数は6,800万人を超え、コミュニケー

ションツールという特性上、日常的に利用され、リアルタイムで情報が伝わります。

MAU 約4,100万人と高いアクティブユーザー数が特徴。朝昼夕 1日3回のリッチメッ

セージ配信でタイムリーなニュースをPUSH発信。エンタメ、スポーツ、政治、経済、

ファッションからグルメまで、幅広いジャンルのNEWSを読みやすい記事ボリュームで

毎日配信しています。

ユーザー男女比 ：男性／45.7%　女性／54.3%
ユーザー年齢層：15才～19才／18.6%　20才～24才／15.5%　25才～29才／11.2%
 30才～34才／10.7%　35才～39才／7.1%　40才～49才／11.6%
 50才～／25.3%
職業区分：会社員／45.7%　主婦・パート・アルバイト／33.9%　学生／14.3%
　　　　　その他／6.1%

ユーザー男女比 ：男性／38.9%　女性／61.1%
ユーザー年齢層：15才～19才／16.8%　20才～29才／19.8%　30才～39才／21.6%
 40才～49才／18.9%　50才～59才／16.3％　60才～／6.5%
職業区分：会社員／34%　学生／20%　主婦／18%　パート・アルバイト／14%
　　　　　自営業／5%　公務員／2％　経営者・役員／1%　その他／6%

アクセスデータ

アクセスデータ

マクロミル調査による（2016年7月実施）

マクロミル調査による（2015年9月実施）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スポンサードスタンプ(8種類) 4週間 - imp保証 35,000,000円 - - -

スポンサードスタンプ(16種類) 4週間 - imp保証 40,000,000円 - - -

ダイレクトスタンプ(8種類) 一覧への掲載なし(12週間) - imp保証 10,000,000円 - - -

ダイレクトスタンプ(16種類) 一覧への掲載なし(12週間) - imp保証 15,000,000円 - - -

スポンサード着せ替え 4週間 - imp保証 35,000,000円 - - -

ダイレクト着せ替え 一覧への掲載なし(12週間) - imp保証 30,000,000円 - - -

公式アカウントエントリープラン 4週間 - imp保証 8,000,000円 - - -

公式アカウントエントリープラン 12週間 - imp保証 10,000,000円 - - -

公式アカウントエントリー半年契約プラン 6ヶ月 - imp保証 15,000,000円 - - -

公式アカウントエントリー年間契約プラン 12ヶ月 - imp保証 30,000,000円 - - -

メニュー 掲載期間 掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量

ファイル
形式

DIGEST Spot(平日配信) - 500,000～150,000,0PV想定 5,000,000円 - - -

DIGEST Spot(土日祝日配信) - 500,000～150,000,0PV想定 6,000,000円 - - -

DIGEST Infeed - 400,000PV保証 2,000,000円 - - -

DIGEST Video
掲載開始日の11時頃-

翌日の11時頃
5,000,000～7,500,000 imp想定

(5秒動画再生数)
2,000,000円 - - -

■メニュー情報

http://line.me/ja/
https://news.line.me/
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スマートデバイス

https://instagram.com/instagramjapan

世界中のユーザーと簡単に共有することができるソーシャルネットワーキングサービス

Instagram フェイスブック

現在、5億人を超える月間アクティブ利用者によって、日常のさまざまな風景から歴史的な出来事まで、世界で起こって

いるあらゆる瞬間を捉えた写真・動画が共有され、コミュニティも形成されています。

RICH

アクセスデータ ※2016Q3実績

月間アクティブユーザ数：5億人以上

掲載面 モバイルアプリニュースフィード

掲載期間 任意

料金 都度見積

インプレッション 都度見積 ※ターゲティングオプションによって変動

映像、音、モーションを活用したブランディングキャンペーン向けのフォー

マット。フィード上に表示された動画広告は、自動的に無音状態で再生が

始まり、スクリーンタップ後は音声も再生されます。

ビデオリンクピックアップメニュー

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

セルフサーブ広告/イメージリンク 任意 都度見積

セルフサーブ広告/ビデオリンク 任意 都度見積

セルフサーブ広告/カルーセル 任意 都度見積

■主要メニュー

月間アクティブユーザ数（日本）：1200万人以上
毎日利用しているユーザー：60%

https://instagram.com/instagramjapan
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スマートデバイス

アクセスデータ

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

VideoAd 任意 都度見積

リーチ＆フリークエンシー 1日～90日 都度見積

モバイルアプリ広告（インストール） 任意 都度見積

モバイルアプリ広告（エンゲージメント） 任意 都度見積

https://www.facebook.com

17.1億人が利用する世界最大のSNSサイト

Facebook フェイスブック

Facebookでは、誰もが情報を共有できる、オープンでつながりのある世界を実現することをミッションとしています。世界中

で11.2億人が毎日Facebookを利用しています。Facebookには誰でも参加でき、安全な環境で実社会の友達や知り合いと

交流することができます。

RICH

※媒体調査による（2016Q2 実績）

■主要メニュー

月間モバイルアクティブユーザー : 24,000,000人
毎日利用しているユーザー : 65%

日本の月間アクティブユーザー数 : 26,000,000人

掲載面 リーチ＆フリークエンシー

掲載期間 1～90日

料金
都度見積

※ターゲティングオプションによって変動

インプレッション
都度見積

※ターゲティングオプションによって変動

「リーチ」「フリークエンシー上限」「配信期間」を指定して、広告を購入するこ

とができます。

１.  予約前の見積もり画面で、リーチや配信期間を基に平均フリークエン

シー(予測)、CPM(予測)のシミュレーションができ、より精度の高いキャン

ペーンプランの作成が可能

2. 本機能を使えば、 大で6ヶ月先の在庫を確保することが可能です

リーチ＆フリークエンシーピックアップメニュー①

https://www.facebook.com
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スマートデバイス

掲載面

デスクトップニュースフィード、

右側広告枠、

モバイルニュースフィード

掲載期間 任意

料金 都度見積

インプレッション 任意

映像、音、モーションを活用したブランディングキャン

ペーン向けのフォーマット。ニュースフィード上に表示さ

れた動画広告は、自動的に無音で再生が始まり、クリッ

クまたはタップ後は音声も再生されます。

※自動再生対象は、ニュースフィードのみです。右側広告枠は対象外となり

ます。

ビデオ広告/Video Adピックアップメニュー②
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スマートデバイス

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

プロモトレンド 1日 - 7,200,000円

プロモビデオ 任意 - CPVによる課金

プロモツイート 任意 - 目的別による課金

プロモアカウント 任意 - CPFによる課金

新しい商品・サービスの発表などに効果的なメニュー

です。

プロモトレンドがトレンドトピックの一番上とユーザーの

タイムライン上部に表示されます。

プロモトレンドをクリックすると、トレンドのキーワード／

ハッシュタグの検索結果ページが表示され、その 上

位に広告主のツイートが固定表示されます。

https://twitter.com/

Twitterについて

Twitter Twitter Japan株式会社

多くのユーザーが新しい情報を発見し、共有するためのプラットフォームとしてTwitterを活用しています。企業にとって

のTwitterは、情報を収集または共有し、市場について理解を深めるためのツールであると同時に、あなたの会社に興

味を持っている人々との関係構築の場でもあります。

■主要メニュー

プロモトレンド／プロモトレンド in タイムラインピックアップメニュー①

アクティブユーザーのモバイル率 : 80%
月間アクティブユーザー : 3,500万

1秒間の最大ツイート数 : 143,199（2013年8月2日、「バルス」ツイート）

※2015年12月現在アクセスデータ

RICH

https://twitter.com/
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スマートデバイス

タイムライン上で動画面積の25％表示で自動再生。入札定義に新たに動

画MRC（Media Ratings Council）再生課金が加わりました。既存の「動画

が100%表示で3秒以上再生されたタイミングでの課金」に加えて「動画の

50%表示で2秒再生されたタイミングでの課金」も選択可能になりました。各

種ターゲティングに対応。フォロワー、フォロワーに似たユーザー、特定の

ワードをツイートしたユーザー、興味関心カテゴリ、アカウント名、地域（関

東／中部／関西／47都道府県/国単位）、性別、デバイス（パソコン、ス

マートフォン、ケータイなど）、キャリア。プロモトレンドで紐付けツイートとし

ての利用も可能です。

Twitter独自のアプリ訴求広告です。CPAC(Cost Per App Click)を採用し

ており、各社のコンバージョントラッキングによる測定が可能です。OAB

（Optimised Action Bidding) / CPI入札が可能になりました。各種ターゲ

ティングに対応。フォロワー、フォロワーに似たユーザー、特定のワードを

ツイートしたユーザー、興味関心カテゴリ、アカウント名、地域（関東／中

部／関西／47都道府県/国単位）、性別、デバイス（パソコン、スマートフォ

ン、ケータイなど）、キャリア。

既存顧客やターゲット顧客の独自のグループを

定義してTwitterでリーチが可能です。

ソース）

・ウェブアプローチ：サイトに含まれたピクセル

によって収集されたCookieIDによるアプローチ。

・メールアプローチ：メールアドレスを対象者

ごとにグループ化し、マッチングを行います。

・ユーザーIDアプローチ：Twitterのユーザー

IDのリストを作成し、配信。

プロモビデオ（β）ピックアップメニュー②

モバイルアプリプロモーション

テイラードオーディエンス

ピックアップメニュー③

ピックアップメニュー④
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スマートデバイス

メニュー 販売形式 掲載期間 掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式

Ameba ローテーションパネル
3D回転 （iOS ・ Android配信)

期間保証 1週間 10,000,000imp 2,000,000円 640×100 60KB以内 PNG、 JPG、 GIF

Ameba メガパネル
【インビュープレイ】 （iOS ・ Android)

View課金 1週間 -
再生完了単価

6円〜
都度確認 都度確認 都度確認

Ameba スマートパネル
【性別指定 女性/男性配信】

期間保証 1週間
7,500,000imp （iOS）　　

10,000,000imp （Android）
800,000円 都度確認 都度確認 都度確認

Ameba ムービーインパネル
（iOS ・ Android)

期間保証 1週間 10,000,000imp 2,000,000円 都度確認 30KB以内
バナー ：

PNG、 JPG、 GIF

（iPhone/Android 対応サイト /iPhone アプリ /Android アプリ）http://www.ameba.jp/

日本最大級のブログメディアAmeba

Ameba by CyberAgent 株式会社サイバーエージェント

Ameba(アメブロ）は日本 大級のブログサービスであり、

会員数約4,220万人、有名人・芸能人ブロガー約17,000人

以上を抱える日本 大級のブログメディアです。

月間PV数：約132億PV
男女比：男性／41%　女性／59%
年齢構成比：10～19才／7%　20～29才／30%

30～39才／32%　40～49才／19%
その他／11%

アクセスデータ ※媒体調べ（2014年11月数値）（会員・非会員含む）

■メニュー情報

メニュー 掲載期間 掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式

はてなブックマークアプリ　人気3段目　（3日間） 3日間 400,000imp想定 500,000円 120×120 30KB以内　テキスト入稿 ： 全角40文字以内 GIF、 JPEG、 テキスト

はてなブックマークアプリ　人気3段目　（1日間） 1日間 133,000imp想定 200,000円 120×120 30KB以内　テキスト入稿 ： 全角40文字以内 GIF、 JPEG、 テキスト

はてなブックマークアプリ　人気11段目　　 3日間 400,000imp想定 400,000円 120×120 30KB以内　テキスト入稿 ： 全角40文字以内 GIF、 JPEG、 テキスト

はてなブックマークアプリ　人気16段目　　 3日間 400,000imp想定 350,000円 120×120 30KB以内　テキスト入稿 ： 全角40文字以内 GIF、 JPEG、 テキスト

はてなスマートフォン レクタングルパック 1週間想定 2,857,157imp～ 200,000円～ 300×250 50KB以内　アニメーションは15秒以内に停止 GIF、 JPEG

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.hatena.ne.jp/

国内最大級のユーザー情報発信型ソーシャルメディア

はてな 株式会社はてな

「はてな」は無料で簡単に楽しめる国内 大級の情報発信型サイトで

す。ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」やブログ「はてなブロ

グ」などを通じてユーザー同士が活発に情報交換を行っています。

月間PV数：約15,000万PV

（登録会員数：2016年3月 自社調査／月間PV数：2015年5月 GoogleAnalytics調査／

  月間UU数：2015年5月 GoogleAnalytics調査)

月間UU数：2,800万UU
登録会員数：480万人

アクセスデータ

■メニュー情報

http://www.ameba.jp/
http://www.hatena.ne.jp/
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スマートデバイス

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

ヘッダーバナー 期間保証 1週間 12,000,000imp 400,000円 
表示 ： 320×50
入稿 ： 320×50 or 640×100

50KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
5本まで

ヘッダーバナー
（iOS ・ Android指定）

期間保証 1週間 12,000,000imp 500,000円
表示 ： 320×50
入稿 ： 320×50 or 640×100

50KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
5本まで

ヘッダーバナー
(投稿者指定)

期間保証 1週間 10,000,000imp 400,000円
表示 ： 320×50
入稿 ： 320×50 or 640×100

50KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
5本まで

フッタービッグバナー 期間保証 1週間 5,000,000imp 500,000円
表示 ： 300×250
入稿 ： 300×250 or 600×500

100KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
5本まで

フッタービッグバナー
（iOS ・ Android指定）

期間保証 1週間 5,000,000imp 600,000円
表示 ： 300×250
入稿 ： 300×250 or 600×500

100KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
5本まで

フッタービッグバナー
（性別指定）

期間保証 1週間 5,000,000imp 600,000円
表示 ： 300×250
入稿 ： 300×250 or 600×500

100KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
5本まで

ロゴ上トップバナー 期間保証 1週間 30,000,000imp 1,200,000円
表示 ： 320×50
入稿 ： 320×50 or 640×100 

50KB
以内

gif
（gifアニメ可）

同時掲載本数は
8本まで

touchインリード広告 view保証 1週間程度 1,500,000view 1,500,000円
表示 ： 画面の横幅に依存
入稿 ： 640×360 

4MB以内 mp4/H.264
同時掲載本数は

1本まで

http://touch.pixiv.net

日本最大級のイラスト・マンガ・小説コミュニティ

pixiv touch ピクシブ株式会社

pixiv touchは、PC版同様にイラスト・漫画・小説などの作品の投稿・閲覧など

が可能で、いつでもどこでも作品を介してコミュニケーションを楽しむことので

きるサービスです。PC版とくらべ女性の割合が比較的高いことが特徴です。

月間PV数：約1,600,000,000PV 月間UU数：約15,400,000UU
利用者男女比率：男性／45％　女性／55％

40代以上／7％

アクセスデータ （2016年7月 媒体社調べ）

■メニュー情報

利用者年齢比率：10代以下／15％　20代 ／61％　30代／17％　

インラインとオーバーレイが同時に配信されます。    

セグメント配信可能（金額に変動有り※docomo＆auは変動なし）

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 単価 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式

スマートフォン広告メニュー(オーバーレイ）
【iPhone or Android or iPhone＆Android】

期間保証 1ヶ月 5,000,000 imp想定 ＠0.1円 500,000円 320×50 40KB以内 GIF

スマートフォン広告メニュー(オーバーレイ）
【iPhone or Android or iPhone＆Android】

期間保証 1ヶ月 3,000,000 imp想定 ＠0.1円 300,000円 320×50 40KB以内 GIF

スマートフォン広告メニュー(フッターインライン）
【iPhone or Android or iPhone＆Android】

期間保証 1ヶ月 5,000,000 imp想定 ＠0.04円 200,000円 320×50 40KB以内 GIF

スマートフォン広告メニュー(フッターインライン）
【iPhone or Android or iPhone＆Android】

期間保証 1ヶ月 3,000,000 imp想定 ＠0.04円 120,000円 320×50 40KB以内 GIF

（iPhone/Android 対応サイト） http://id.fm-p.jp/

F0～F1層No.1　無料ホームページ作成サイト

フォレストページ 株式会社ビジュアルワークス

携帯電話で誰でも簡単に自分のホームページが作成できる無料サービス。

月間約10億のアクセスと、200万人以上の訪問者数をもつ、ホームページ

作成サイトです。

月間PV数：1,000,000,000PV
アクセスデータ （2016年8月媒体社調べ）

■メニュー情報

※画面スクロールにより
　表示位置が変化します。

http://touch.pixiv.net
http://id.fm-p.jp/
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スマートデバイス

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 単価 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

メルマガ広告
（SP全配信ヘッダ枠）

配信1回
保証

1回
（1日ないし2日）

1,500,000通想定 200,000円
GIF ： 150×150

テキスト ： 全角36文字以内
（全角12文字×3行）

10KB
以内

GIF＋テキスト
または
テキスト

※テキストのみ
の掲載も可

SPターゲティングメール
（HTML/テキストとも）

通数保証 1回 （1日） 5,000通〜  ～@10円

バナー ： 320×250 
件名 ： 全角18文字以内推奨
本文 ： 全角100文字程度推奨
　　　　＋URL （改行指定可）

50KB
以内

GIF ・ JPG
アニメーション可

（ループは3回まで）

SPバナー
（セグメントあり）

imp保証 2週間〜 500,000imp〜  @0.40円
①300×250
②320×100

※2サイズの入稿必須

①50KB以内
②50KB以内

GIF ・ JPG ・
PNG

①はweb、
②はアプリに配信。

アニメーション可
（ループは3回まで）

SPメンバー間メールテキスト
（セグメントあり）

通数保証 2週間〜 500,000通〜  @0.40円
全角24文字

（12文字×2行）
- テキスト -

団体活動種別：スポーツ系サークル／28.6%　文化・趣味系サークル／20.4%
 仕事関係／6.4%　学校・教育／22.8%　友達・仲間／12.2%
 ボランティア組織／9.6%
性別比：男性／49.1%　女性／50.9%
OS比：Android／40%　iOS／60%
その他クロスセグメント可能な項目：年齢／職業／団体種別／
  都道府県・市（東京都のみ23区）／OS／キャリア

http://www.ra9.jp

38万団体/650万人が登録、アプリは100万DL！日本最大級の無料メーリングリスト

らくらく連絡網 株式会社イオレ

◆大学生世代を中心にさまざまな団体活動の連絡網としてご利用いただいています。

◆全メニューともOS・キャリア・性別・年齢・職業・地域等のクロスセグメントが可能です※。

※ SP配信メルマガ広告を除く。 ※ web+アプリに配信するSPバナーもセグメント配信。

アクセスデータ ※都度、 新の状況をお問合わせください。

■メニュー情報

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

レギュラーバナー for Smart Phone インプレッション保証 1ヶ月想定 5,000,000imp保証 400,000円
640px×500px （推奨）

or 320px×250px
300kb以内 GIF、 JPG

レギュラーバナー for iPhone インプレッション保証 1ヶ月想定 5,000,000imp保証 400,000円
640px×500px （推奨）

or 320px×250px
300kb以内 GIF、 JPG

レギュラーバナー for Android インプレッション保証 1ヶ月想定 5,000,000imp保証 500,000円
640px×500px （推奨）

or 320px×250px
300kb以内 GIF、 JPG

（iPhone/Android 対応サイト）http://dclog.jp/

10代～20代女子の支持率は国内No.1（Smart Phone 38億imp）
圧倒的人気を誇るブログサービス

Decolog ミツバチワークス株式会社

女子のコミュニケーションツールとして、リアルの生活の中で も利用され

ているブログサービス。サービス開始当初からステルスマーケティングを

禁止、どこよりも厳しい広告掲載基準を実施している為、媒体に対する

ユーザーからの信頼が非常に厚いことが 大の特徴。

性別比率：男性／12％　女性／88％
年齢比率：15～19才／14％　20～24才／55％　25～29才／26％　
　　　　　30～39才／4％　その他／1％
地域比率：北海道／3％　東北／4％　関東／12％　北信越／4％　
　　　　　東海／13％　近畿／30％　中四国／13％　九州・沖縄／21％
OS比率：iOS／63％　Android／26％　ケータイ／1％　その他／10％
ブログ開設者数：340万件以上 月間想定訪問UU数：1,000万人以上

アクセスデータ

■メニュー情報

http://www.ra9.jp
http://dclog.jp/
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スマートデバイス

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

SPレクタングル 期間保証 1週間 1,000,000imp想定 400,000円 300×250 30KB jpeg/gif/ping

http://mamastar.jp/

ママ達の今がわかる！
日本最大級ママ専用コミュニティサイト

ママスタジアム 株式会社インタースペース

20～30代のママ達が日夜熱く集い、育児や家族に関する喜びや悩み、ママ友やご近

所関係についての相談、話題の社会問題など、ママの日常を取り巻くあらゆることに

ついて活発な情報交換がなされています。レシピやダイエット等お役立ちコンテンツも

盛りだくさん！

月間imp数（PC/SP/MB）：100,000,000imp
月間UU数（PC/SP/MB）：3,100,000人
利用者男女比率：男性／0%　女性／100%
利用者年齢比率：10代／1%　20～24才／8％　25～29才／33％

30～34才／31％　35～39才／18％　40才以上／9％

アクセスデータ

■メニュー情報

（2015年9月媒体社調べ）

（iPhone/Android アプリ）https://couples.lv

Couples 株式会社エウレカ

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

Couples スタンダードタイアップ - 400imp保証 1,800,000円 1,242 × 662px 300KB以下推奨 PNG

Couples スタンダードムービー - 100万 再生回数保証 2,000,000円
16:9 　 320x640px推奨　または
  4:3 　 360x480px推奨

10MB以内 MP4

Couples ログインジャック 1日掲載 想定リーチ数 ： 30万UU 1,500,000円 詳細はDACにお問い合わせください

Couples スポンサードスタンプ （8種類） 詳細はDACにお問い合わせください

Couples スポンサードスタンプ （16種類） 詳細はDACにお問い合わせください

イベントチャンネル 詳細はDACにお問い合わせください

カテゴリアライアンス 詳細はDACにお問い合わせください

ユーザー参加型キャンペーン 詳細はDACにお問い合わせください

アクセスデータ ※会員登録情報による

恋人間で使うコミュニケーションアプリです。
登録者数は380万人を超え、国内の18歳〜24歳で恋人がいる人口の64％

が利用しています。カップルで使うコミュニケーションアプリなので、アクティ

ブ率が非常に高く、頻繁に起動されています。情報感度が高い10代後半〜

20代前半がメインユーザーとなっております。

ユーザー男女比：男性／49％　女性／51％
ユーザー年齢層：～17歳／20.3% 　18～24歳／47.7%
　　　　　　　　25～30歳／19.5% 　31歳～／12.5%

■メニュー情報

http://mamastar.jp/
https://couples.lv
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スマートデバイス

https://www.smartnews.com/ja/

たった1分。世の中で話題になっているニュースを一瞬でチェックできる。

SmartNews スマートニュース株式会社

政治・経済など真面目なニュースから、グルメやエンタメ・スポーツなど幅広いジャンルの"今"話題のニュースを片手で

スラスラめくっていくだけ。気になった記事があったら、Smartモードを使えば圏外でもサクサク読めちゃう。

それが無料のニュースアプリ、SmartNews（スマートニュース）です。

RICH

アクセスデータ ※Nielsen Mobile NetView(2016年7月)

月間アクティブユーザー：約577万人

掲載面 TOPを除く標準チャンネル（ランダム）

掲載期間 1週間

原稿仕様 動画+静止バナー+広告主名+URL

配信数 8枠/週

料金 2,000,000円(G)〜

SmartNewsタブ面ファーストビューにAutoPlayで配信できる動画メニュー

です。

Premium Video Adsピックアップメニュー

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

Standard Ads 1ヶ月〜 750,000円(G)〜

Premium Video Ads 1週間 800,000vimp〜 2,000,000円(G)〜

Premium Display Ads 1週間 1,000,000imp〜 1,000,000円(G)〜

■主要メニュー

ユーザーデータ

■男女比 ■男性 70% □女性 30%

月間利用時間：約313分
ユーザー1人あたりの1日の利用時間：約10.4分

https://www.smartnews.com/ja/
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スマートデバイス

アクセスデータ

http://gunosy.com/

1,500万インストール超え！ 日本最大級情報キュレーションアプリ  グノシー

グノシー 株式会社 Gunosy

国内 大級リーチのネイティブアド媒体。ユーザーの趣味嗜好に合わせ、 適化されたニュース・広告を届ける情報

キュレーションアプリです。動画広告も豊富に取り揃え、目的に合わせて様々なプロモーションが可能です。

RICH

インストール数 : 1,500万DL

掲載面
Gunosyアプリ内の記事ページ、
Gunosyスマホウェブページ

掲載期間 1週間（火曜日開始〜月曜日終了）

原稿仕様 誘導広告（テキスト ・ 画像）、 および記事原稿

配信数 誘導広告3パターン

料金 150万円（100万imp保証）

Gunosyの記事広告です。Gunosy内の一般の記事と同じ自然な挙動で公開さ

れるため、商品やブランドの理解促進に 適なメニューです。（PR・広告主体

者名表記あり）

Gunosy Native Adsピックアップメニュー

性別比：男性：女性＝6：4 
年齢層：
＜男性＞10代10%・20代29%・30代26%・40代17%・
　　　　50代12%・60代以上6%
＜女性＞10代10%・20代36%・30代22%・40代14%・
　　　　50代11%・60代以上7%

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

Gunosy Premium Ads Video

ヘッダービデオ
1週間 1,000,000再生 2,500,000円

Gunosy Premium Ads Display

ヘッダーパネル
1週間 1,000,000imp 1,500,000円

Gunosy Premium Ads Display

ブランディング
1週間 250,000imp 1,250,000円

Gunosy Native Ads 

ネイティブアズ
1週間

1,000,000imp

（誘導枠）
1,500,000円

Gunosy Native Ads 

ネイティブアズ ビデオ
1週間

1,000,000imp

（誘導枠）
2,000,000円

■主要メニュー

http://gunosy.com/
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スマートデバイス

https://antenna.jp/

スマートフォンブランディングプラットフォームantenna*

antenna* 株式会社グライダーアソシエイツ

洗練されたUIデザインで、企業が伝えたいブランドイメージをスマートフォン上でも表情豊かに訴求することができるantenna*。

テレビや雑誌、ラジオといったマスプロモーションと連動した新たな試みが次々とはじまっています。

曜日と時間帯で特集テーマを作成、そのテーマに沿った記事を配信。特集を広告主と作るタイムスポンサーが好評です。

RICH

掲載面 フィード面

掲載期間 3ヶ月〜

原稿仕様 別途資料をご確認ください。

配信数 月間40万imp

料金
月間150万円（6:00〜11:59)、 200万円(12:00〜17:59)、

250万円（18:00〜23:59） （掲載時間帯によって変動。）

ターゲットオーディエンスに向けた編成コンテンツと連動して広告を定期的

かつ継続的に露出。

ブランドの世界観をパッケージで表現。

antenna*タイムスポンサーピックアップメニュー

アクセスデータ
男女比率1:1、都市部のユーザーがメイン、スマホアプリでのアクセスが9割
ユーザー数：550万ユーザー 提携メディア数：250メディア
取引社数：1300社以上

ユーザーデータ

■男女比

■年齢構成比

■男性 48% □女性 52%

10〜29才 36%

30〜39才 32%

40〜49才 20%

50才以上 12%

※2016年2月時点

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

ブランドタップ（フル） 2週間〜1ヶ月 100万imp 1,500,000円

ブランドタップ（レギュラー） 2週間〜1ヶ月 100万imp 1,000,000円

ブランドムービー 2〜3週間 30万自動再生 1,500,000円

ブランドカバー（朝）
カバー：6:00-12:00
フィード：1週間程度

20万imp 1,000,000円

ブランドカバー（昼）
カバー：12:00-18:00
フィード：1週間程度

30万imp 1,500,000円

ブランドカバー（夜＋深夜）
カバー：18:00-翌6:00
フィード：1週間程度

40万imp 2,000,000円

ブランドカバームービー（朝）
カバー：6:00-12:00
フィード：1週間程度

10万自動再生 1,500,000円

ブランドカバームービー（昼）
カバー：12:00-18:00
フィード：1週間程度

15万自動再生 2,250,000円

ブランドカバームービー（夜＋深夜）
カバー：18:00-翌6:00
フィード：1週間程度

20万自動再生 3,000,000円

タイムスポンサー 3ヶ月〜 − 以下参照

■主要メニュー

https://antenna.jp/
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スマートデバイス

（WEB）http://mery.jp/　（アプリ）https://itunes.apple.com/jp/app/mery-meri-nuno-zinotameno/id884484921?l=en&mt=8

月間４億PV突破 女性向けキュレーションプラットフォーム

MERY［メリー］ 株式会社ペロリ

月間4億PV、UU2,000万※1、アプリDL500万を突破している女性向けキュレーションプラットフォーム。ターゲットユーザは

20代〜30代前半女性が中心で、メイク・ファッション・美容・ヘアスタイル・グルメ・旅行おでかけ・ライフスタイルまで幅広い

カテゴリを網羅。コンテンツになじむ自然な訴求により、タイアップ記事→外部サイトへのCTRが高く、認知から行動まで

促せると支持を得ており、これまでに約250社の出稿実績。

※1 月間UU(ユニークユーザー)は、Google Analyticsの集計によるのべ月間利用者数のことで、

1ユーザーによるスマートフォンやPC等からのデバイス横断でのアクセスの重複も一部含み

ます。なおMERYのデバイス比率は、スマートフォン93.8%、PC6.2%です。

RICH

アクセスデータ Google Analyticsデータより2015年8月時点 当社調べ

デバイス比　 スマホ：PC=94%：6%
MERYを見て商品購入経験がある人：25%

月間PV数 : 4億 月間UU数※1 : 2,000万

保証掲載期間 2週間(アーカイブ)

想定記事PV 65,000PV想定

想定PV単価 31円

グロス料金 2,000,000円

掲載面 おすすめまとめ枠/該当記事一覧

掲載対象 Pcweb／Spweb／App（iOS ・ Android）

誘導枠 トップページ／一般記事ページ/カテゴリトップページ

MERY編集部にてクライアント様オリジナル記事を作成します。記事で商品

の理解を深めた後、記事ページのボタンから貴社指定ページへ誘導します。

コンテンツになじむ形で、広告色をおさえた自然な訴求ができます。 

MERY記事タイアップピックアップメニュー

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

MERY記事タイアップ 2週間 65,000PV想定 2,000,000円

MERYプレミアムパネル記事タイアップ 2週間 85,000PV+130万imp想定 3,500,000円

■主要メニュー

ユーザーデータ

■男女比

■年齢構成比

■男性 10% □女性 90%

15〜19才 26%

20〜29才 44%

30〜39才 23%

40〜49才 7%

Google Analyticsデータより2016年8月時点 当社調べ

2016年6月時点 当社調べ

http://mery.jp/%E3%80%80
https://itunes.apple.com/jp/app/mery-meri-nuno-zinotameno/id884484921?l=en&mt=8
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スマートデバイス

アクセスデータ

メニュー 保証掲載期間 インプレッション グロス料金
記事タイアップ広告 Aプラン 2週間保証 25,000PV想定 1,200,000円

記事タイアップ広告 Bプラン 4週間保証 45,000PV想定 1,800,000円

記事タイアップ広告 Cプラン 4週間保証 80,000PV想定 3,000,000円

記事タイアップ広告 3本セット 各記事4週間保証
135,000PV想定

(各記事 45,000PV想定)
4,800,000円

記事タイアップ広告 6本セット 各記事4週間保証
270,000PV想定

(各記事 45,000PV想定)
8,000,000円

ネイティブバナー インフィード 2週間程度 2,500,000imp保証 500,000円

ネイティブバナー レクタングル 2週間程度 1,000,000imp保証 500,000円

ジャック広告 Aプラン

ジャック広告：
2日間

記事タイアップ広告：
2週間保証

ジャック広告：
4,000,000imp想定

記事タイアップ広告：
25,000PV想定

5,800,000円

ジャック広告 Bプラン

ジャック広告：
2日間

記事タイアップ広告：
4週間保証

ジャック広告：
4,000,000imp想定

記事タイアップ広告：
45,000PV想定

6,300,000円

Palette Video （iemo指定配信） 2週間程度 667,000回保証 1,000,000円

https://iemo.jp/

月間ユーザー数 1,400万突破　ライフスタイルのキュレーションメディア

iemo iemo 株式会社

インテリア、家電、雑貨など、月間3,000本のまとめ記事を発信するライフスタイルのまとめメディアです。ユーザーの8割以上

が女性で、25歳～44歳を中心とした幅広い年代の方に利用されています。コンテンツになじむ自然な訴求が可能な記事広告

を始め、ネイティブバナー、動画広告などを展開。Facebookファン数約62万人（2016年8月時点）。

RICH

※媒体調査による（2016年8月時点）

■主要メニュー

iemo媒体資料 : http://dena.com/jp/admedia/iemo_
mediaguide_2016_10-12.pdf

月間ユーザー数 : 1,400万人（2016年8月時点）

ユーザーデータ

■男女比

■年齢構成比

■男性 18% □女性 82%

18〜24才 9%

25〜34才 42%

35〜44才 36%

45〜54才 9%

55才以上 3%

※媒体調査による（2016年4～6月時点）

保証掲載期間 2週間

想定記事PV 25,000PV

想定PV単価 48円

グロス料金 1,200,000円

掲載面 記事ページ

掲載対象 Pcweb／Spweb／App（iOS ・ Android）

強化掲載
保証期間中、 強化枠にて配信
（強化掲載終了後、記事はアーカイブされます。）

誘導枠
トップページ／記事一覧ページ／
一般記事ページ

iemo編集部にてクライアント様オリジナル記事を作成し

ます。記事で商品の理解を深めた後、記事ページのボタ

ンから貴社指定ページへ誘導します。コンテンツになじむ

形で、広告色をおさえた自然な訴求ができます。

記事タイアップ広告 Aプランピックアップメニュー

https://iemo.jp/
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スマートデバイス

アクセスデータ

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

記事タイアップ広告 Aプラン 2週間保証 25,000PV想定 1,000,000円

記事タイアップ広告 Bプラン 4週間保証 45,000PV想定 1,500,000円

記事タイアップ広告 Cプラン 4週間保証 100,000PV想定 3,000,000円

記事タイアップ広告 3本セット
各記事

4週間保証

135,000PV想定

(各記事 45,000PV想定)
4,000,000円

ネイティブバナー インフィード 2週間程度 2,500,000imp保証 500,000円

ネイティブバナー レクタングル 2週間程度 1,000,000imp保証 500,000円

Palette Video 

（Find Travel指定配信）
2週間程度 667,000再生数保証 1,000,000円

http://find-travel.jp/

月間ユーザー数 2,500万突破　旅行、お出かけに特化したキュレーションメディア

Find Travel 株式会社 Find Travel

Find Travelは、オフタイムをアクティブに楽しみたい読者にぴったりな情報を日々紹介します。旅行情報はもちろん、充実した

週末をすごすためのグルメ・イベント情報や自分磨きのヒントなど多様な情報を提供しています。

RICH

※媒体調査による（2016年8月時点）

■主要メニュー

月間ユーザー数 :  2,500万人（2016年8月時点）

保証掲載期間 2週間

想定記事PV 25,000PV

想定PV単価 40円

グロス料金 1,000,000円

掲載面 記事ページ

掲載対象 Pcweb／Spweb

強化掲載
保証期間中、 強化枠にて配信
（強化掲載終了後、記事はアーカイブされます。）

誘導枠
トップページ／記事一覧ページ／
一般記事ページ

Find Travel編集部にてクライアント様オリジナル記事を作

成します。記事で商品の理解を深めた後、記事ページの

ボタンから貴社指定ページへ誘導します。コンテンツにな

じむ形で、広告色をおさえた自然な訴求ができます。

記事タイアップ広告 Aプランピックアップメニュー

ユーザーデータ

■男女比

■年齢構成比

■男性 40% □女性 60%

18～24才 19%

25～34才 36%

35～44才 26%

45～54才 12%

55～64才 5%

65才以上 2%

※媒体調査による（2016年4～6月時点）

Find Travel媒体資料 : http://dena.com/jp/admedia/fi nd-travel
_mediaguide_2016_10-12.pdf

http://find-travel.jp/


032 ▶ CONTENTSDAC AD GUIDE  OCT.2016

※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://s.cosme.net/

@cosme 株式会社アイスタイル

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

＠ｃｏｓｍｅトップエキスパンド広告 1週間 トップエキスパンドの総在庫／週 ＠6円 別途ご案内 別途ご案内 別途ご案内

Video Ad （ビッグ/レギュラー） 1週間
・ ビッグ　　　　394,737view～自由設定
・ レギュラー　  357,143view～自由設定

・ ビッグ　　　　＠3.8円
・ レギュラー　＠2.8円

別途ご案内 別途ご案内 別途ご案内

ＳＰトップインフィードレギュラー 1週間 300,000imp～自由設定 ＠2円 300×300 　100KB
GIF、 JPG、 PNG

（アニメーション不可）

ＳＰ中面ヘッダパネルダブル 1週間 3,000,000imp～自由設定 ＠0.113円 640×200 　100KB
GIF、 JPG、 PNG

（アニメーション不可）

ＳＰ中面レクタングルスーパー 1週間 3,000,000imp～自由設定 ＠0.090円 640×720 　100KB
GIF、 JPG、 PNG

（アニメーション不可）

月間PV：約280,000,000PV
月間UU：約14,000,000UU

会員数：約3,800,000人
クチコミ件数：約13,000,000件

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年7月時点）

※媒体調査による（2016年1月時点）

※月間PV・月間UUは全デバイスでの合算値

※会員数は全メディア合計

日本最大の美容総合メディア
女性比率97％のユーザーを持つ＠ｃｏｓｍｅは、国内外30,000ブランド、商品

数270,000点のデータベースと、クチコミ検索機能や新製品情報などのコン

テンツを備えた、国内 大規模の美容総合メディアです。圧倒的な情報量

とバリエーションの豊かさで、コアユーザーである美的好奇心旺盛な20〜30

代の働く女性たちをはじめ、コスメや美容に関する情報に敏感でアクティブ

な女性たちに広く支持されています。

VideoAd レギュラーVideoAd ビッグ

メニュー 掲載面 在庫 imp単価 サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 低発注量

スマートフォン
トップパネル

スマートフォントップページ 20,000,000imp 0.5円 300×250 100KB以内
gif/jpg

(アニメ不可）
5,000,000imp

スマートフォン
インナーパネル

スマートフォン第二階層以下 130,000,000imp 0.4円 300×250 100KB以内
gif/jpg

(gifアニメ可）
10,000,000imp

http://cookpad.com/

月間6,109万人のユーザーが訪れる
日本最大規模のレシピサイト

クックパッド クックパッド株式会社

買い物時や通勤途中にスマートフォンでクックパッド

にアクセスするユーザーに、画面占有率の高い広告

でアプローチ！

コンテンツ内に表示されるため、視認性の高い広告

配信が可能！

■メニュー情報

※スマートフォンインナーパネルの gif アニメは Android アプリ非対応です。

トップパネル
インナーパネル

レクタングル レギュラー

http://s.cosme.net/
http://cookpad.com/
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スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト）http://women-sp.benesse.ne.jp/

日本最大級の女性サイト“ウィメンズパーク”の
スマートフォン版

スマートフォン版 ウィメンズパーク 株式会社ベネッセコーポレーション

会員数612万人（2016年6月現在）を誇る国内 大級の女

性限定サイトのスマートフォン版。口コミは月当たり約25万

件。毎年、年間で70万人以上の女性が新規に入会！ 20～

30代の既婚女性の3人に1人が利用しているサイトです。

月間総PV：1億3,964万PV ※PC/SP合算

月間UU：447万UU
男女比：男性／0%　女性／100%

会員数：612万人

アクセスデータ

アクセスデータ

※ 媒体調査による（2016年6月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

ウィメンズパーク　トップ スマートパネル レギュラーサイズ 1週間 600,000imps保証 700,000円 320×50 30KB GIF/JPG/PNG

ウィメンズパーク　トップ スマートパネル ダブルサイズ 1週間 600,000imps保証 900,000円 320×100 50KB GIF/JPG/PNG

ウィメンズパーク　トップ スマートレクタングル 1週間 600,000imps保証 300,000円 300×250 50KB GIF/JPG/PNG

たまひよnet　スマートパネル　レギュラーサイズ 1週間 300,000imps保証 120,000円 320×50 30KB GIF/JPG/PNG

口コミサンキュ！　スマートパネル 1週間 1,000,000imps保証 400,000円 320×50 30KB GIF/JPG/PNG

口コミサンキュ！　オーバーレイ 1週間 1,000,000imps保証 600,000円 320×50 30KB GIF/JPG/PNG

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.glam.jp/

様々な女性系サイトに訪れる感度の高いユーザーへ
総合的にリーチがとれるアドネットワーク

Glam Smartphone Network モードメディア・ジャパン株式会社

出版社をはじめとした女性系の優良なモバイルサイトへ広告を配信できるネットワー

クメディア。インターステイシャル、エキスパンドなどのリッチアドも同様にネット

ワーク配信が可能。掲載量以上の露出感が期待できます。

月間在庫数：70,000,000imp（ネットワーク全体数値）

掲載可能媒体数（掲載媒体開示可）：約280媒体

（媒体社調べ）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ（左右×天地） 容量 ファイル形式

ネットワークバナー(オール配信） 任意
imp保証

（50万imp～）
単価0.8円

320×50
300×250対応可

16KB以内 
PNG、 JPG、 GIF

※プログレッシブJPGやインターレースGIFなど、
一部の拡張仕様を除く

モバイル動画パッケージ 2週間〜
view保証

(50万view〜) 
3.0円 640×360以上 （動画） 10MB以内 （動画〉 規定書参照

http://women-sp.benesse.ne.jp/
http://www.glam.jp/
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スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト）http://m.elle.co.jp/

ファッション情報サイトの最先端をリードする
「エル・オンライン」スマートフォン版

ELLE ONLINE 株式会社ハースト婦人画報社

ELLE ONLINEスマートフォン 適化ページ。見やすい画像サイズに、タップ

しやすいアイコンメニュー、人気のブログやプレゼント、ランキングも登場。

新のファッションやおしゃれ情報はもちろん、ビューティ、ウェルネス、グルメ、

トラベル、インテリアなどの情報を毎日更新。女性のライフスタイルすべてを

カバーするポータルサイトへと進化します。

月間PV数：約12,000,000PV
アクセスデータ （媒体社調べ）2016年8月時点

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

ELLE ONLINE 適化ページ
TOP
BIGパネル＆ボトムバナー

1週間 240,000 imp想定 1,900,000円
TOP BIGパネル ： 640×300

ボトムバナー ： 320×50
TOP BIGパネル ： 80KB

ボトムバナー ： 30KB
GIF or JPG

ELLE ONLINE 適化ページ
TOP
BIGパネルムービー＆
ボトムバナー

1週間 240,000 imp想定 2,500,000円

TOP BIGパネル ： 640×300
ムービーファイル ： アスペクト比16:9

サイズ1280×720以下
ボトムバナー ： 320×50

TOP BIGパネル ： 80KB
ムービーファイル ： 5MB以内

ボトムバナー ： 30KB

BIGパネル & ボトムバナー ：
GIF or JPG

ムービー ： MP4

ELLE ONLINE 適化ページ
TOP
BIGパネル＆
インタースティシャル
(ボトムバナー)

1週間 280,000 imp想定 2,400,000円
TOP BIGパネル ： 640×300

インタースティシャル ： 320×376
ボトムバナー ： 320×50

TOP BIGパネル ： 80KB
インタースティシャル ： 50KB

ボトムバナー ： 30KB
GIF or JPG

ELLE ONLINE 適化ページ
TOP
インタースティシャル＆
ムービー

1週間 280,000 imp想定 2,900,000円

TOP BIGパネル ： 640×300
インタースティシャル ： 640×752
ムービーファイル ： 1080×720

ボトムバナー ： 320×50

TOPBIG パネル ： 80KB
インタースティシャル ： 300KB

ムービーファイル ： 5MB
ボトムバナー ： 30KB

BIGパネル & ボトムバナー ：
GIF or JPG

ムービー ： MP4

ELLE ONLINE 適化ページ
FASHION
BIGパネル＆
ボトムバナー

1週間 400,000 imp想定 1,200,000円
TOP BIGパネル ： 640×300

ボトムバナー ： 320×50
BIGパネル ： 80KB

ボトムバナー ： 30KB
GIF or JPG

ELLE ONLINE 適化ページ
BEAUTY
BIGパネル＆ボトムバナー

1週間 250,000 imp想定 750,000円
TOP BIGパネル ： 640×300

ボトムバナー ： 320×50
BIGパネル ： 80KB

ボトムバナー ： 30KB
GIF or JPG

ELLE ONLINE 適化ページ
GROUMET
BIGパネル＆ボトムバナー

1週間 250,000 imp想定 500,000円
TOP BIGパネル ： 640×300

ボトムバナー ： 320×50
BIGパネル ： 80KB

ボトムバナー ： 30KB
GIF or JPG

ELLE ONLINE 適化ページ
TOPエキスパンドギャラリー

1週間 240,000 imp想定 2,900,000円

TOP BIGパネル ： 640×300
エキスパンドパネル ： 640×832

ギャラリーパネル ： 任意
ナビゲーター ： 任意

ボトムバナー ： 640×100

TOPBIGパネル ： 80KB
エキスパンドパネル ： 300KB

ギャラリーパネル＆ナビゲーター ：
全パネル500KB以内
ボトムバナー ： 50KB

TOP BIGパネル、 ボトムバナー ：
GIF or JPG

エキスパンド、
ギャラリーパネル ＆ ナビゲーター：

GIF or JPG or PNG

ELLE ONLINE 適化ページ
ROSボトムバナー

1週間 350,000 imp想定 700,000円 ボトムバナー ： 320×50 ボトムバナー ： 30KB GIF or JPG

http://m.elle.co.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

ベリーズカフェ
インライン広告 （ダブル）

2週間想定 5,000,000imp保証 700,000円 320×100 30KB GIF

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.berrys-cafe.jp/spn/ 

完全無料のオトナ女性向けケータイ小説サイトです。

Berry's café（ベリーズカフェ） スターツ出版株式会社

『Berry's Cafe』はオトナ女子(会員登録は18歳以上に限定)が、オフタイムに

デバイスを問わず読書を楽しめる小説サイトです。ユーザーはサイト上に

仮想本棚を持つ事ができ、小説が読み書きできるほか、ユーザー同士で感

想を述べ合うなど様々な機能が用意されています。

月間PV：2.6億PV
デバイス別割合：SPN／85％　PC／10％　FP／5％
男女比：男性／4%　女性／96%
年齢構成比 ： ～10代／6.1%　20代／ 32.4%　30代／28%　

40代／27.2%　50代～／6.3%

アクセスデータ ※ 媒体調査による（2016年1月時点）

■メニュー情報

http://www.vogue.co.jp/

世界のモード・ファッションを発信し、会話するメディアへ。

VOGUE JAPAN コンデナスト・ジャパン

2000年の誕生以来、 新ニュースやオリジナリティ溢れるコンテンツを日々配信し

ています。昨年リニューアルを行い、本誌『VOGUE JAPAN』の世界観により近い、

モード感溢れるデザインに進化しました。ビューティやライフスタイル、セレブリティな

どの情報もより充実し、好奇心旺盛で感度の高い女性があらゆる角度から満足でき

る充実した内容になっています。

月間PV数：非公表
月間UU数：非公表

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月調べ）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スタンダードバナー 1週間

5枠購入 ： 2,500,000imp

4枠購入 ： 2,000,000imp

3枠購入 ： 1,500,000imp

2枠購入 ： 1,000,000imp

1枠購入 ： 　 500,000imp

5枠購入 ： 5,250,000円

4枠購入 ： 4,550,000円

3枠購入 ： 3,937,500円

2枠購入 ： 3,150,000円

1枠購入 ： 1,750,000円

320×181/320×100/320×50 100KB以内
GIF、 JPG、

PNG

インタースティシャル 1週間

5枠購入 ： 2,500,000imp

4枠購入 ： 2,000,000imp

3枠購入 ： 1,500,000imp

2枠購入 ： 1,000,000imp

1枠購入 ： 　 500,000imp

メディアガイド参照 メディアガイド参照 メディアガイド参照
GIF、 JPG、

PNG

※一部変更となる可能性がございます。 詳細は媒体まで直接お問い合わせください。

http://www.vogue.co.jp/
http://www.berrys-cafe.jp/spn/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

スマートフォン
決済完了画面バナー

期間保証 2週間 65,000imp想定 400,000円 260×80pix 20KB以内
gif、 jpg

（※Flash、 アニメ不可）
ローテーション掲載 （2社）

http://www.bellemaison.jp/

30～40代女性向け総合通販サイト

ベルメゾンネット 株式会社千趣会

ファッション、インテリア、子ども用品などを取り扱う総合通販サイト。

利用者は主婦が多く、「ほしい」がすぐ、確実に、見つかるショップを目指しています。

2015年度、スマートフォン売上312億円と大幅に伸びています。

月間PV数：126,316,000PV
月間セッション数：12,959,000セッション

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月時点）

■メニュー情報

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.ozmall.co.jp 

首都圏女性情報誌 『オズマガジン』、
女性ポータルサイト『オズモール』のスマートフォン版です。

OZmall（オズモール） スターツ出版株式会社

オズモールでも人気の「プレミアム予約」をはじめ、東京女子が楽しむための情報を

発信。“ も身近なオズブランド”として「ユーザーが共感できる、すぐに利用できる」を

キーワードに、厳選した情報をiOS、Android端末にてお届けしています。独自の編集

力と、オズモール for Smartphoneならではの利便性で、東京女子の「今、欲しい！今、

行きたい！」を後押しします。

月間PV：2,800万PV
男女比：男性／26%　女性／74%
年齢構成比：～24歳／11%　～29歳／33%　～34歳／25%　

～39歳／17%　40歳～／14%

アクセスデータ ※ 媒体調査による（2016年8月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

インライン広告 （シングル） 1週間想定 500,000imp保証 300,000円 320×50 20KB GIF

インライン広告 （ダブル） 1週間想定 500,000imp保証 400,000円 320×100 30KB GIF

http://www.ozmall.co.jp
http://www.bellemaison.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

メニュー/ （キャリア）
課金形式

（広告タイプ）
掲載期間/
掲載開始日

掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地）　ファイル形式 容量

WEB
ビックバナーローテーション

純広告 1ヶ月間 1,000,000imp保証 300,000円
バナーサイズ ： 600×500ピクセル
（PNG/JPG/GIF/アニメーションGIF）

50KB
程度

WEB
記事タイアップ

純広告 1ヶ月間 20,000～40,000PV想定 500,000円 - -

WEB
カテゴリーアライアンス

純広告 1ヶ月間

カテゴリーボタンimp数 ：
1,000,000imp想定

アライアンスページPV数 ：
10,000～30,000PV想定

300,000円

特集ページについて
①画像 （推奨 ： PSD形式）
②絵コンテイメージ （EXCEL/PPT）
③遷移先LPのURL
カテゴリーキーワード
文字数に関しては要相談となります。

-

PUSH通知
（独占配信）

純広告
1枠/月1回
毎週木曜日

配信数 ： 約25万件
（Android/iOS全配信のみ）

800,000円
※初回トライアル

500,000円

①通知用ピクチャーバナー掲載文言
 　全角17文字以内　改行無し
②女子カレ内LP用構成図、 素材 （詳細は次項参照）
③クライアントLPのURL

-

女子カレNEWS
TOPICSバナー
（PUSH通知配信）

純広告
1枠/週1回
毎週木曜日

配信数 ： 約25万件
想定CTR ： 4～7%

（Android/iOS全配信のみ）
300,000円

【画像】 幅 ： 640ピクセル （固定）
　　　　　 縦 ： 300ピクセル （以内）
　　　　　形式 ： PNG、 JPG、 GIFアニメーション
【テキスト】 全角22文字×5行以内　リンクURL （1ヶ所）
※リンク下部には 「外部サイトへ移動します」 の文言が
　 挿入されます。

30KB
程度

女子カレNEWS
フッターバナー
（PUSH通知配信）

純広告
1枠/週1回
毎週木曜日

配信数 ： 約25万件
（Android/iOS全配信のみ）

100,000円

【画像】 幅 ： 640ピクセル （固定）
　　　　　縦 ： 300ピクセル （以内）
　　　　　形式 ： PNG、 JPG、 GIFアニメーション
　　　　　リンクURL （11ヶ所）

30KB
程度

メールマガジン 純広告 1枠/1週
70,000通

※全配信のみとなります

300,000円/1回
独占配信

※初回トライアル
200,000円/1回

独占配信

- -

女子カレであなたのスケジュールと体調をらくらく管理！

女子カレ 株式会社サイバード

女子カレは生理日予測や日記機能が付いたデキル女子を支える完全無料の

スマートフォン向けマルチカレンダーアプリです。アプリと連動してWEBに展開

し女子ならではの情報を続々と発信しています。

アプリ 総ダウンロード数：170万DL
Activeユーザー数：110万人　月間imp数：3,200万imp 

WEB 月間PV数（PC/FP/SP 3デバイス合計）：1,100万PV　月間UU数：70万UU
男女比：男性／1%　女性／99%
年齢構成比：10代／16%　20代／45%　30代／32%

40代／7%　50代／0%

アクセスデータ ※媒体調査による（2014年8月時点）

■メニュー情報

（App Store）https://itunes.apple.com/jp/app/
nu-zikare-for-iphone-sheng/id474434499

（Google Play）https://play.google.com/store/
apps/details?id=jp.co.cybird.apps.lifestyle.cal

（女子カレ WEB（SP 向けサイト））
http://joshicale.info

WEB 掲載イメージアプリ掲載イメージ

https://itunes.apple.com/jp/app/nu-zikare-for-iphone-sheng/id474434499
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.apps.lifestyle.cal
http://joshicale.info
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スマートデバイス

（iPhone/iPod Touch/Android 対応サイト）http://m.www.watch.impress.co.jp/

ITに関わる全てを網羅した総合情報サイト

Impress Watch 株式会社インプレス

年々ユーザー数は、拡大中!! マルチデバイス化の進行

とともに、アクセスシーンは更に広がってきています。

広告メニューのimp数も上昇している中、レクタングルや

編集タイアップ専用枠をリニューアル。需要にあわせた

展開が可能です。

月間PV数：30,634,965PV
月間UU数：非公表

アクセスデータ （2016年3月媒体社調べ）

媒体名 メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ（左右×天地） 容量

ケータイ Watch

レクタングル 任意

imp保証 \1.0/imp

300×300 （300×250） 100KB未満

PC Watch imp保証 \1.0/imp

AV Watch imp保証 \1.0/imp

デジカメ Watch imp保証 \1.0/imp

INTERNET Watch＋クラウド Watch imp保証 \1.0/imp

Car Watch imp保証 \1.0/imp

GAME Watch imp保証 \1.0/imp

AKIBA PC Hotline! imp保証 \1.0/imp

家電 Watch imp保証 \1.0/imp

窓の杜 imp保証 \1.0/imp

ケータイ Watch

ハイブリッド
※タイアップ専用枠

4週間

700,000imp想定 300,000円

画像＋テキスト
弊社制作

－

PC Watch 700,000imp想定 500,000円

AV Watch 650,000imp想定 400,000円

デジカメ Watch 700,000imp想定 300,000円

INTERNET Watch＋クラウド Watch 140,000imp想定 100,000円

Car Watch 500,000imp想定 400,000円

GAME Watch 300,000imp想定 150,000円

AKIBA PC Hotline! 400,000imp想定 200,000円

家電 Watch 200,000imp想定 200,000円

窓の杜 70,000imp想定 200,000円

■メニュー情報

TOP ページハイインパクト人気ランキング 記事ページ

http://m.www.watch.impress.co.jp/
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スマートデバイス

http://gqjapan.jp/

本質にこだわる男性のためのクオリティ・ライフスタイルマガジン

GQ JAPAN コンデナスト・ジャパン

GQ=Gentlemen's Quarterlyの名に相応しく、世界18ヶ国で発売され、世界中のビジ

ネスマンの支持を得ています。2011年3月に本格ローンチし、本誌連動、ソーシャル

メディア、イベントと、時代の先をいくGQ MENのためのデジタルサービスを展開してい

ます。

月間PV数：非公開
月間UU：非公開
会員数（任意）：非公開

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォン

スタンダードバナー
1週間 600,000imp想定 900,000円

300×250, 320x50

※掲載サイズです
100KB以内 GIF、 JPG

スマートフォン

ネイティブビデオ
1週間 600,000imp想定 1,500,000円 メディアガイド参照 メディアガイド参照 メディアガイド参照

スマートフォン

インタースティシャル
1週間 600,000imp想定 1,500,000円 メディアガイド参照 メディアガイド参照 GIF、 JPG

※一部変更となる可能性がございます。 詳細は媒体まで直接お問い合わせください。

http://wired.jp/

未来の社会を見通す「多次元メディア」

WIRED.jp コンデナスト・ジャパン

1993年に米国で創刊し、現在5カ国で展開する、世界で も影響力のあるテクノロ

ジーメディア『WIRED』の日本版として、2011年6月にウェブサイトと雑誌を同時に

スタートしました。

社会のあらゆる事象を、読み応えのあるテキスト、美しいデザインとヴィジュアルを

レポートしています。

月間在庫数：非公開
月間UU：非公開

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

SP　レクタングル 1週間 500,000imp想定 1,000,000円 300×250 100KB以内 GIF、 JPG

SP　インターステイシャル 1週間 500,000imp想定 1,500,000円 300×250 100KB以内 GIF、 JPG

SP　インタースティシャル ティザービデオ 1週間 500,000imp想定 1,500,000円
メディアガイド

参照
メディアガイド

参照
メディアガイド

参照

※一部変更となる可能性がございます。 詳細は媒体まで直接お問い合わせください。

http://gqjapan.jp/
http://wired.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

メニュー 配信先 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） ・ 容量

スマートフォンビュー
レクタングル

適化サイト広告
DM、 BM、 EP、 TC、 EG、
SJ ： 1週間～
TG ： 1ヶ月

DM、 BM、 EP、 TC、 EG、
SJ ： 保証 （10万imp～)
TG ： 160,000imp想定

 DM ： 1.5円/imp
 BM ： 2.5円/imp
 EP ： 3.5円/imp
 TC ： 3.5円/imp
 EG ： 3.5円/imp
 TG ： 500,000円
 SJ ： 3.5円/imp

・ サイズ 300pix×300pix(250pix)
・ 容量 50KB以下

スマートフォンビュー
テキスト

適化サイト広告
DM、 BM、 EP ： 1週間
EG、 TC、 TG、 SJ ： 1ヶ月

 DM ： 1,300,000imp想定
 BM ： 700,000imp想定
 EP ： 1,100,000imp想定
 EG ： 600,000imp想定
 TC ： 1,140,000imp想定
 TG ： 150,000imp想定
 SJ ： 250,000imp想定

 DM ： 400,000円
 BM ： 400,000円
 EP ： 560,000円
 EG ： 200,000円
 TC ： 500,000円
 TG ： 100,000円
 SJ ： 100,000円

全角28文字以内

（iPhone/Android 最適化サイト）http://www.itmedia.co.jp/spv/

ITガジェットからビジネスメディア、製造業向けにいたるまで、
エッジのたったメディアを幅広く用意しています

ITmedia スマートフォンビュー アイティメディア株式会社

アイティメディアが運営する全媒体の記事をスマートデバイス向けに 適化表示。文字サイズや

色調のカスタマイズにも対応。情報感度が高い読者向けの広告メニューとして好評です。

月間PV：約73,000,000PV　　月間UU：約14,000,000UB
スマートフォンビュー 広告ユニット
　デジタルメディア（DM）：ITmedia Mobile、PC USER、LifeStyle、ヘルスケア
　ビジネスメディア（BM）：ITmedia Top、ビジネスオンライン
　エンタープライズメディア（EP）：ITmedia ニュース、エンタープライズ、エグゼクティブ
　エンジニアリングメディア（EG）：MONOist、EE Times Japan、EDN Japan
　テクノロジーメディア（TC）：＠IT
　ターゲティングメディア（TG）:Tech Target、マーケティング
　スマートジャパン（SJ）：スマートジャパン

アクセスデータ （2016年6月媒体社調べ）

■メニュー情報

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量

スーパーバナー 任意 （1週間以上）
300,000 imp保証

（ローテーション表示）
300,000円 320×50 15KB以内

Wスーパーバナー 任意 （1週間以上）
300,000 imp保証

（ローテーション表示）
600,000円 320×100 15KB以内

ミドルスーパーバナー 任意 （1週間以上）
300,000 imp保証

（ローテーション表示）
240,000円 320×50 15KB以内

ウェルカムバナー 任意 （1週間以上）
80,000 imp保証

（ローテーション表示）
800,000円 300×300 or 300×250 15KB以内

スーパーバナー ミドル
スーパーバナー

全面広告

バナー

バナー

ウエルカム

バナー

（iPhone 対応サイト、Android 対応サイト）http://m.japan.cnet.com/

テクノロジービジネスの今を伝え、
気づき・発見・アイディアを提案

iPhone/Android 版 CNET Japan 朝日インタラクティブ株式会社

ユーザーの「いちばん近く」に常にあるスマートデバイス。CNET

は専用のモバイルサイトを展開し、より読みやすい形で情報を

届けます。通勤中や外出先でもいち早く情報をキャッチする、

情報感度の高いCNET読者層対にアプローチいただけます。

月間PV数：4,500,000PV
月間UU数：1,200,000UU  

アクセスデータ （2014年度時点）

■メニュー情報

http://www.itmedia.co.jp/spv/
http://m.japan.cnet.com/


041 ▶ CONTENTSDAC AD GUIDE  OCT.2016

※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト） http://smph.thenews.ne.jp

30～40代の男性が多く利用する総合ニュースサイト

TheNews for Smartphone 株式会社ニュース・サービス・センター

2014年9月に4年ぶりにリニューアル！

シンプルで見やすいニュース＆スポーツサイトです。内閣府政府広報室（各省庁

広報）から提供される情報の配信が、信頼性を高めています。

OS比率：Android／90%　iOS／10% 性別比率：男性／70%　女性／30%
年代比率：10代／1%　20代／6%　30代／41%　40代／41%　50代以上／11%
地域比率：九州・沖縄／9%　中国・四国／6%　近畿／16%　東海／10% 　

信越・北陸／5%　関東／45%　北海道・東北／9%

アクセスデータ ※媒体調査による（2013年5月時点）

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金

天地サイズ
（左右×天地）

容量 ファイル形式

パブリシティ広告 期間保証 1週間 5,000〜7,000PV想定 200,000円 - - -

カテゴリアライアンス 期間保証 4週間
3,200,000PV想定
(誘導枠露出数)

500,000円 - - -

TheNewsジャック 期間保証 1週間
3,400,000PV想定
（誘導枠露出数）

500,000円

横 640ピクセル
（通常、 ダブル、 レクタングル）

＋
横 140ピクセル

（キューブ）

通常10KB以内
ほか、 50KB以内

-

（iPhone/Android 対応サイト） http://smph.newscafe.ne.jp/

女性が集まるニュース＆生活情報ポータル

NewsCafe for Smartphone 株式会社ニュース・サービス・センター

2014年9月に4年ぶりにリニューアル！

情報感度の高い30代女性を中心とした便利で見やすいニュース＆生活情報ポータル

です。 新ニュースは勿論のこと、エンタメ情報や有名人インタビュー、各種ランキン

グ、占いなど、幅広い情報が無料で楽しめます。

OS比率：Android／80%　iOS／20% 性別比率：男性／20%　女性／80%
年代比率：10代／1.4%　20代／20.1%　30代／46.1%　40代／26.2%　

地域比率：九州・沖縄／10%　中国・四国／7%　近畿／15%　東海／10%　
50代以上／6.2%

信越・北陸／7%　関東／41%　北海道・東北／10%

アクセスデータ ※媒体調査による（2013年5月時点）

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金

天地サイズ
（左右×天地）

容量 ファイル形式

【記事広告】 特別タイアップ(期間保証） 期間保証 1週間 誘導枠配信数 5,000,000PV想定 300,000円 - - -

【記事広告】 特別タイアップ(PV保証） PV保証 　 1週間～
誘導枠配信数 5,000,000PV想定

タイアップページ 15,000PV～
350,000円 - - -

朝刊 ・ 夕刊メールパック 期間保証
5日間 朝 6時～10時
　　　    夕 16時

朝　45,000通配信　　夕　45,000通配信 200,000円 横 640ピクセル 50KB以内 GIFまたはJPEG

朝刊 ・ 夕刊メールパック クリック保証 3日〜 朝　45,000通配信　　夕　45,000通配信 150,000円 横 640ピクセル 50KB以内 GIFまたはJPEG

記事メルマガパック 
期間保証プラン

期間保証 5日〜
誘導枠配信数 5,000,000PV想定

朝　45,000通配信　　夕　45,000通配信
450,000円 横 640ピクセル 50KB以内 GIFまたはJPEG

記事メルマガパック 
PV ・ 誘導保証プラン

PV保証
クリック保証

3日〜
タイアップページ 15,000PV～

朝　45,000通配信　　夕　45,000通配信
450,000円 横 640ピクセル 50KB以内 GIFまたはJPEG

カテゴリアライアンス （バナープラン） 期間保証 １カ月 誘導枠配信数 27,500,000PV想定 1,000,000円 横 640ピクセル - GIFまたはJPEG

カテゴリアライアンス （記事プラン） 期間保証 １カ月 誘導枠配信数 25,000,000PV想定 1,200,000円 横 640ピクセル - GIFまたはJPEG

http://smph.thenews.ne.jp
http://smph.newscafe.ne.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

https://moneyforward.com/

高リテラシーの高所得者層にリーチ可能な自動家計簿・資産管理サービス

マネーフォワード 株式会社マネーフォワード

「マネーフォワード」は、だれでも簡単に続けられる自動家計簿・資産管理サービスです。お使いの銀行・クレジットカー

ド・証券会社・FX・年金・ポイント・ECサイト等の口座情報を自動でまとめ、家計簿を自動で作成します。年収が高めのビ

ジネスパーソンに多く使われています。

RICH

アクセスデータ
利用者数：350万人以上  ※2016年8月時点

ユーザーの入出金履歴や資産状況でセグメントを切ることが可能なター

ゲティングメールです。大変ご好評いただいており、毎月満稿の状態が

続いております。ターゲティングメールでユーザーの反応を見た後に、記

事広告をご出稿いただくこともあり、2つのメニューを合わせてご提案い

ただくことをおすすめしております。

人気メニュー 「ターゲティングメール」トピックス

メニュー 掲載期間 成果指標 料金

記事広告 30日間 10,000～20,000PV 1,500,000円

ターゲティングメール 1日 10,000～1,200,000通 250,000～1,800,000円

アプリインフィード広告 7日間 140,000imp 200,000円

■主要メニュー

対応金融関連サービス：2,580以上（業界No.1）※2016年8月時点、 当社調べ

ユーザーデータ

■男女比

■年齢構成比

■男性 52% □女性 48%

10代以下 4%

20代 31%

30代 30%

40代 20%

50代 10%

60代以上 5%

年収高めのビジネスマンが中心。

https://moneyforward.com/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://amazon.co.jp/

月間PCユーザーが1,753万人、モバイルユーザーが3,025万人
訪れる総合オンラインストア

Amazon モバイル アマゾンジャパン株式会社

Amazon.co.jp※は、業界 先端のテクノロジーをベースに、常時１億点を超える

品揃えを誇り、購買力のある、「買い物」意欲の高いユーザーが多く集まる総合

オンラインストアです。PCとモバイルともに広いリーチを持ち、多岐にわたるマーケ

ティング・コミュニケーションが可能なメディアです。

※Amazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

トップページパッケージ 1週間 769,231 インプレッション 2,000,000円
 320×50 (640×100)
300×250 (600×500)

20KB
50KB

JPG, PNG-8

商品詳細ページ広告 1週間 2,197,802 インプレッション 1,000,000円 414×125 (1,242×375) 20KB JPG, PNG-8

検索結果ページ広告(ウェブのみ) 1週間 2,197,802 インプレッション 1,000,000円 414×125 (1,242×375) 20KB JPG, PNG-8

月間PV：PC 約18.6億、モバイル 約16.9億
月間UU：PC 約1,753万人、モバイル 約3,025万人
男女比率：男性／48％　女性／52％

アクセスデータ ※Nielsen調べ（2015年11月時点）

年齢比率：18～24才／18％　25～34才／26％　35～44才／26％
45～54才／17％　55才以上／13％

http://s.kakaku.com/

国内No.1価格比較サイト！

価格.com 株式会社カカクコム

価格.comは、パソコンや家電をはじめ、様々なジャンルの商品に関する

購買支援情報を提供する、国内 大規模のインターネット比較検索サイト

です。【価格比較】【商品情報】【クチコミ情報】を中心に、消費者本位・ユー

ザー本位の視点から、様々なサービスをご提供しています。

月間PV：約432,000,000PV 月間UU：約24,000,000UU
アクセスデータ ※媒体調査による（2016年6月時点）

※ネットレイティングスの調査による（2016年6月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金

タイアップ広告 4週間 - 2,500,000円 （ネット料金）

トップ/ブランドカバー 1週間～1ヶ月間 350,000imp～ 1,050,000円～　

トップ/スマートバナー 1日～1ヶ月間 200,000imp～ 200,000円～

カテゴリップ/スマートバナー 1ヶ月 625,000imp想定 500,000円

男女比率：男性／50.9%　女性／49.1%
利用者年齢比率：10～19才／4.7%　20～29才／20.5%

30～39才／25.4%　40～49才／23.8%
50～59才／15.5%　60才以上／10.1%

http://amazon.co.jp/
http://s.kakaku.com/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://shoppies.jp

女の子支持率No.1フリマアプリ/サイト

ショッピーズ 株式会社 Stardust Communications

会員数120万人・出品数250万点を超える、女の子支持率No.1のフリマアプリ

/サイトです。アパレル用品を中心に、メイクやネイル・ウィッグなどの商品が

あり、豊富な商品ラインナップから欲しい商品を探したり、人気ブランド商品

を安く購入したりすることができます。

アクセスデータ （2014年12月媒体社調べ）

利用者男女比率：男性／10%　女性／90%
利用者年齢比率：中高生／38%　大学・専門学生／37%

主婦・社会人／25%

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式

アプリ内バナー CL 1ヶ月想定 3,000CL （出来高） 150,000円 （出来高）
299×420　
612×100

300kb以内
30kb以内

png

クリックバナー CL 1ヶ月想定 20,000CL （出来高） 150,000円 （出来高） 304×95 20kb以内 png, gif

HTMLメール for SP 配信通数 1日 200,000通 400,000円 - - HTMLファイル

■メニュー情報

（iPhone/Android 対応サイト）http://aucfan.com/

国内唯一・最大のEC＆オークション比較サイト。
売り手と買い手の双方が利用するニッチなメディアです。

aucfan Touch 株式会社オークファン

月間1億PV、1,500万UVを誇る「オークファン」のスマホ版サイトです。ネット

購買意欲の高いiPhone・Androidユーザーが回遊します。過去に実績のある

訴求内容としては、カードローン・モール系アプリとなります。

月間PV：オークファン全体／1億
月間UV：オークファン全体／1,500万、スマホ／700万
アクセスユーザー男女比率：男性／82%　女性／18%

年齢比率：10～20代／8%　30代／17%　40代／27%
50代／29%　60代以上／19%

アクセスデータ （媒体社調べ）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

インラインヘッダーバナー 1週間 1,450,000 imp想定 400,000円 320× 50 pix 20 KB以内 GIF、 JPEG

インラインフッターレクタングルバナー 1週間 2,500,000 imp想定 950,000円  300×250 pix 20 KB以内 GIF、 JPEG

※会員属性とは異なります。

http://aucfan.com/
http://shoppies.jp
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト） http://www.oricon.co.jp/

ヒットが見える トレンド情報サイト

ORICON STYLE 株式会社 oricon ME

月間PV数：90,400,000PV
月間UU数：25,000,000UU

アクセスデータ
※Google Analytics 調べによる（2016年7月）

※iPhone・Android合算値

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

ヘッダーバナー
（iPhone/Android）

1週間～ 5,000,000 imp保証 250,000円 320×50 or 320×100 20KB以内

GIF、 JPEG
アニメ不可

オーバーレイバナー
（iPhone/Android）

1週間～ 2,000,000 imp保証 1,000,000円 320×50 20KB以内

記事下バナー
（iPhone／Android）

1週間～ 2,000,000 imp保証 500,000円 300×250 50KB以内

スマートフォンバナー スマートフォン記事下バナー

世の中で注目されている芸能エンタメ情報からライフスタイル

全般のトレンド情報まで、情報感度の高いユーザーに向けて

オリコンが厳選した信頼できるコンテンツを提供しています。

（iPhone/Android 対応サイト）http://s.wowkorea.jp

国内最大級の韓国・韓流芸能情報ポータルサイト

WoW! Korea エイアイエスイー株式会社

政治・経済・芸能などの多岐ジャンルにわたって 新の韓国ニュー

スを配信。中でも新たなエンタテインメントとして定着した韓国ドラマ

やK‐POPアーティスト情報などの芸能コンテンツが豊富で、F2・F3

層が80％、女性90％のユーザー層から支持を得ています。

月間PV数：10,000,000PV
月間UU数：1,900,000UU
月間TOP PV数：約400,000PV
男女比：男性／8％　女性／92％

男女比：男性／54％　女性／46％

年齢構成比：10～19才／1％　20～29才／9％
30～39才／23％　40～49才／31％
50～69才／36％

アクセスデータ （GoogleAnalytics調べ　※iPhone・Android合算値）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォンバナー 2週間 4,000,000 imp想定 800,000円 320×50 10KB以内 GIF、 JPEG

スマートフォンレクタングル 2週間 4,000,000 imp想定 1,000,000円 300×250 20KB以内 GIF、 JPEG

スマートフォン トップバッジ 2週間 150,000 imp想定 100,000円 320ｘ100 10KB以内 GIF、 JPEG

http://www.oricon.co.jp/
http://s.wowkorea.jp
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

http://retty.me/

月間2,200万ユーザー突破！
日本最大級の実名型グルメサービス

Retty Retty 株式会社

Rettyは月間2,200万人以上が利用する、スマホ時代の「日本 大級

の実名型グルメサービス」です。例えば、「広告代理店の○○さんが

勧める接待のお店」のように、顔の見える信頼できる人からの情報

を参考に、自分の好みにあった次世代のお店探し体験が可能です。

月間PV数：非公開 月間UU数：2,200万UU
男女比：男性／45%　女性／55% 掲載店舗数：28万店舗
エリア比率： 関東48%、近畿18%、中部14%、中国・四国4%、

 九州・沖縄8%、北海道・東北8%

アクセスデータ （2016年8月媒体社調べ）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 備考

Retty取材型記事タイアップ 1ヶ月間 2万PV保証 1,200,000円 - -
掲載後1年目処でページアーカイブ
2次利用可能

Rettyスポンサーまとめ 2ヶ月間 4万PV保証 2,000,000円 - -
掲載後1年目処でページアーカイブ
2次利用可能

Rettyターゲティングバナー 1週間〜 100万imp〜 500,000円 バナー ： 320×50、 320×90 50KB以内 ※エリア/料理ジャンル/シーン/時間帯でセグメント可能。

Rettyターゲティングムービー 1週間〜 33万再生〜 1,000,000円 16 ： 9 25MB以内 ※エリア/料理ジャンル/シーン/時間帯でセグメント可能。

http://s.famitsu.com

PC及びSPサイトがリニューアル！
国内最大級のゲーム情報総合サイト！！

ファミ通 .com（スマートフォンサイト） カドカワ株式会社

ファミ通.com（ファミ通ドットコム）は国内 大級のゲーム情報の総

合サイトです。コンシューマーゲームはもちろん、スマホゲームから

オンラインゲームまで、あらゆる 新ゲーム情報をリアルタイムに更

新。コアゲーマーのみならず、ライトユーザーに対する認知度、信頼

度も高く、攻略情報やコミュニティサービスも充実しており、ゲーム

ファン全般に大きな広告効果を得ることが可能です。

アクセスデータ ※媒体調査による（2014年12月時点／PS版との共通データ）

メニュー 掲載期間 インプレッション 料金

ヘッダー動画バナー 1週間 500,000imp想定 1,500,000円

SPサイト　インターステイシャル 1週間 400,000imp想定 1,000,000円

SPサイト　ウィンドウジャック 2週間 700,000imp想定 1,000,000円

SPサイト　ヘッダーバナー 2週間 2,000,000imp想定 500,000円

SPサイト　レクタングルバナー 2週間 2,000,000imp想定 450,000円

SPサイト　TOPネイティブAD 2週間 700,000imp想定 400,000円

SPサイト　ミドルバナー 2週間 900,000imp想定 200,000円

男女比：男性／72%　女性／28%
年齢構成比：10～20才／12.5%　21～30才／42%

31～40才／30.5%　41才以上／15%

■メニュー情報

http://retty.me/
http://s.famitsu.com
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スマートデバイス

（iPhone/Android 最適化サイト）http://app.famitsu.com/

スマホゲームの情報ポータルサイト

ファミ通App カドカワ株式会社

ファミ通Appは、ファミ通グループがお送りする国内で唯一のスマートフォンゲーム

アプリ専門情報ポータルサイトです。新着ゲームアプリや攻略情報など、編集部が

厳選した情報を毎日更新でお届けしています。サイトへのiOSとAndroidのアクセス

比率はほぼ半々で、両OSに対してリーチができることが大きな強みです。

アクセスデータ （2016年3月媒体社調べ）

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式

記事広告 期間保証 半永久 2,500～15,000PV想定 500,000円 - - -

フッターバナー 期間保証 2週間 2,300,000imp想定 500,000円 640×100 50KB以内 gif/jpg （アニメ不可）

グランドレクタングル 期間保証 2週間 1,400,000imp想定 400,000円 600×500 50KB以内 gif/jpg （アニメ不可）

インターステイシャル 期間保証 1週間 1,500,000imp想定 1,000,000円 600×500 50KB以内 gif/jpg （アニメ不可）

グランドスマホヘッダバナー 期間保証 2週間 2,500,000imp想定 700,000円
ブラウザ ： 640×320

アプリ ： 640×200
50KB以内 gif/jpg （アニメ不可）

月間PV数：約29,000,000PV
TOPページ月間PV：約700,000PV

月間UU数：約4,800,000UU

男女比：男性／79%　女性／21%
年齢構成比：10～19才／27%　20～29才／24.9%　30～39才／35.1%

40才以上／13%

アプリ版DL数：iOS／約45万DL　Android／約25万DL

■メニュー情報

（iPhone/Android 対応サイト）http://www.4gamer.net

日本最大級の総合ゲーム情報サイトのスマートフォン版

4Gamer.net Aetas 株式会社

スマホ版PV数：1,100万PV/月
スマホ版UB数：260万UB/月
OS比率：iOS／49％　Android／49％　その他／2%
読者平均年齢：28.9才

アクセスデータ （2016年1月媒体社調べ）

メニュー 課金形式 掲載期間 想定imp 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式 備考

SPトップバナー 期間保証 2週間 2,000,000imp 400,000円 600×90pix 40KB以内
JPEG、 GIF

（アニメ可ループ3回まで）
毎週月曜日

正午12時配信開始

SPミドルバナー 期間保証 2週間 2,000,000imp 300,000円 600×280pix 50KB以内
JPEG、 GIF

（アニメ可ループ5回まで）
毎週月曜日

正午12時配信開始

クォーターバナー 期間保証 2週間 1,000,000imp 250,000円 290×90pix 20KB以内 JPEG、 GIF （アニメ不可） 配信開始日任意

タイアップ記事広告Aプラン ペイパブ 半永久 参考PV数 ： 15,000～ 950,000円 - - -
誘導枠付

「クォーターバナー」 2週間

タイアップ記事広告Bプラン ペイパブ 半永久 参考PV数 ： 15,000～ 400,000円 - - -
ショートタイアップ記事

誘導枠無し

■メニュー情報

4Gamer.netは、ゲームファンのための総合情報サイトです。世界中の

ゲーム関連情報を取り扱っており、速報、レビュー記事、関連ハードウェア

情報の他、連載記事なども読み応え十分。他メディアには真似のできない

更新頻度と、網羅性を誇っています。

http://app.famitsu.com/
http://www.4gamer.net


048 ▶ CONTENTSDAC AD GUIDE  OCT.2016

※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト） http://jp.wazap.com/

日本最大級のゲーム総合情報ポータルサイト

Wazap! 株式会社イーストビーム

累計37,000タイトル以上のゲーム攻略情報の他に、 新のゲーム

業界のニュースやユーザー間の交流を促進する攻略Q&A機能な

ど、多種多彩な機能が実装されています。

男女比：男性／75%　女性／25%
利用OS比：Android／42%　iOS／58%
会員年齢層：18～24才／39%　25～34才／35%　35才以上／26%
ユニークユーザー数：平均3,200,000UU

アクセスデータ

メニュー 課金形式 想定掲載期間 保証imp 枠 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式

ヘッダーインライン Android imp保証 想定7日間 1,200,000imp 1枠 64,000円 320×50 1MB以内 GIF/JPG/PNG

ヘッダーインライン iOS imp保証 想定7日間 1,200,000imp 1枠 80,000円 320×50 1MB以内 GIF/JPG/PNG

オーバーレイ Android imp保証 想定7日間 1,200,000imp 1枠 180,000円 320×50 1MB以内 GIF/JPG/PNG

オーバーレイ iOS imp保証 想定7日間 1,200,000imp 1枠 156,000円 320×50 1MB以内 GIF/JPG/PNG

■メニュー情報

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

野いちごインライン広告 （ダブル） 2週間想定
5,000,000imp保証

2,500,000imp毎に増量が可能
700,000円 320×100 30KB GIF

定型タイアップ広告 4週間 想定5,000～10,000PV 1,500,000円
メインバナー300×250

※動画配信も可

ユーザーアンケート 1週間 想定1,000,000PV 1,000,000円

コンテストタイアップ広告 2週間～6週間 想定5,000～10,000PV 6,000,000円～

（iPhone/Android 対応サイト）http://no-ichigo.jp/

女子中高生に特化した完全無料のケータイ小説サイトです。

野いちご スターツ出版株式会社

ケータイ小説を「読む」「書く」ことに特化したユーザー参加型のサイトです。ユー

ザーは、サイト上に仮想の本棚を持つことができ、小説の読み書きができるほか、

ユーザー同士で感想を述べ合い交流するなど、様々な機能が用意されています。

月間PV：600,000,000PV
デバイス別割合：SP（アプリ含む）／95％　PC／5％
男女比：男性／5%　女性／95%
年齢構成比：18才以下／70%　19～24才／15%　25才以上／15%

アクセスデータ ※ 媒体調査による（2016年1月時点）

■メニュー情報

http://jp.wazap.com/
http://no-ichigo.jp/


049 ▶ CONTENTSDAC AD GUIDE  OCT.2016

※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

国内・海外のサッカー最新情報を24時間365日フル稼働でお届け！

超ワールドサッカー CWS Brains 株式会社

超ワールドサッカーは、国内外のサッカー情報をいち早くサッカーファンの元へお届け

する国内 大級のサッカー専門モバイルサイトです。ニュース配信は月間1,500本以

上に上り、10代から30代を中心としたサッカーファンにご利用頂いております。

Android版 課金者数・総DL数：200,000DL
Android版 月間総PV数：16,000,000PV
iOS版  課金者数・総DL数：170,000DL
iOS版 月間総PV数：25,000,000PV

アクセスデータ ※2016年8月時点

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

① 記事特集 期間保証 1週間 30,000imp 想定 300,000円 - - -

② インタースティシャル
 （アプリ起動時）

期間保証 1週間 400,000imp 想定 400,000円 640×920 100KB以内 JPG

③ HOME&NEWSバナー 期間保証 1週間 3,500,000imp 保証 400,000円
320×100
300×250

80KB以内 PNG （JPG、 GIFも対応可）

④ PREMIUMバナー 期間保証 1週間 6,000,000imp 保証 500,000円 320×50 80KB以内 PNG （JPG、 GIFも対応可）

⑤ MATCHバナー 期間保証 1ヶ月 2,500,000imp 想定 100,000円 320×100 80KB以内 PNG （JPG、 GIFも対応可）

（WEB 版）http://web.ultra-soccer.jp/
（iPhone）http://itunes.apple.com/jp/app/
chaoworldsakka!-lite/id443868080?mt=8

（Android）https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.cws.android

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

iらんど図書館TOPスマホバナー imp保証 1週間前後 700,000imp保証 175,000円 320×100 35KB以内 GIF

iらんど小説ランキングスマホバナー imp保証 1週間前後 2,000,000imp保証 350,000円 320×100 35KB以内 GIF

iらんどスマホバナー imp保証 1週間前後 5,000,000imp保証 300,000円 320×100 35KB以内 GIF

iらんどスマホバナー imp保証 1～2週間前後 10,000,000imp保証 500,000円 320×100 35KB以内 GIF

（iPhone/Android 対応サイト）http://maho.jp/

累計作品280万タイトル以上！

魔法のｉらんど 株式会社 KADOKAWA

誰でも簡単に自分のホームページを作成できる無料サービスです。1999年

にスタートした魔法のiらんどは、ケータイ小説を中心にユーザーの自己

表現活動をサポートしながら、国内 大級のCGMサイト・UGCサイト・女性

ポータルサイトとして成長し続けています。

月間PV数：1,500,000,000PV
UU：2,500,000UU

アクセスデータ (2016年2月末媒体社調べ)

■メニュー情報

http://web.ultra-soccer.jp/
http://itunes.apple.com/jp/app/chaoworldsakka!-lite/id443868080?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cws.android
http://maho.jp/
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スマートデバイス

全国の鉄道・航空路線の経路検索、
時刻表検索ができる生活密着型のナビゲーションアプリ。

乗換案内 ジョルダン株式会社

2015年8月末には累計ダウンロード数が2,000万ダウンロードを超えた、国内のスマート

フォン利用者にとって必携のアプリケーションです。

アクセスデータ （2016年5月媒体社調べ）

月間利用者数：約5,400,000人
累計アプリDL数：約21,800,000DL

月間乗換え経路検索回数：約160,000,000回
月間広告インプレッション数：約500,000,000imp

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金

天地サイズ
（左右×天地）

容量
ファイル

形式
備考

スマートフォン版アプリ
レギュラーバナー

期間保証 1週間
1,000,000imp

想定
50万円

バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG OS、 キャリア端末指定も可能です。

スマートフォン版アプリ駅指定
バナー （iPhone ・ Android）

期間保証
1週間～

1ヶ月
指定駅による 指定駅による

バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
指定エリア内の駅のパッケージも可能です。
※ お見積りメニューとなりますので、
　 直接お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ路線指定
バナー （iPhone ・ Android）

期間保証
1週間～

1ヶ月
指定路線

による
指定路線

による
バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
※ お見積りメニューとなりますので、
　 直接お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ都道府県指定
バナー （iPhone ・ Android）

期間保証
1週間～

1ヶ月
指定都道府県

による
指定都道府県

による
バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
※ お見積りメニューとなりますので、
　 直接お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ時間指定
バナー （iPhone ・ Android）

期間保証
1週間～

1ヶ月
指定時間帯

による
指定時間帯

による
バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
※ お見積りメニューとなりますので、
　 直接お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ
乗換案内アプリTOPジャック （1日）
（iPhone ・ Android）

期間保証 1日
3,000,000imp

想定
80万円

バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
ご希望の日数での実施も可能となりますので、
お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ
乗換案内アプリTOPジャック （1週間）
（iPhone ・ Android）

期間保証 1週間
21,000,000imp

想定
500万円

バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
ご希望の期間での実施も可能となりますので、
お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ
乗換案内アプリTOPジャック （土日）
（iPhone ・ Android）

期間保証
土曜 ・ 日曜
（2日間掲載）

6,000,000imp
想定

150万円
バナー ：
320×50

30KB
以内

GIF/JPG/PNG
ご希望の曜日での実施も可能となりますので、
お問い合わせください。

スマートフォン版アプリ
乗換案内アプリTOP時間帯ジャック
（iPhone ・ Android）

期間保証

1週間
①通勤時間帯（7：00～10：00）
②帰宅時間帯（17：00～22：00）
③終電時間帯（22：00～25：00）

①400万imp
②700万imp
③330万imp

①120万円
②200万円
③100万円

バナー ：
320×50

10KB
以内

GIF/JPG/PNG
配信時間の調整 （1時間単位） も承りますので、
お問い合わせください。

（iPhone）http://itunes.apple.com/jp/app/
id299490481

（Android）https://market.android.com/details?id=jp.
co.jorudan.nrkj&feature=top-free

▲キャプチャ掲載イメージ

http://itunes.apple.com/jp/app/id299490481
https://market.android.com/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&feature=top-free
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スマートデバイス

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金
【初回割引】

料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量

ファイル
形式

備考

オールリーチ配信
imp
課金

5日〜1ヶ月
※指定期間に限らず、

予算消化次第修了
御見積 0.1円 0.05円

320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内/40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

駅 ・ 路線 ・ 都道府県／
地域エリア別
指定配信

imp
課金

5日〜1ヶ月
※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積 0.2円 0.08円
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内/40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

テキスト広告
クリック
課金

1ヶ月 約90,000,000imp 20円 18円 ー テキスト ： 18文字×1行 ー 差替1回可能

メールマガジン広告 配信数 1回 約270,000通 1〜6円 0.4〜2円 ー
テキスト ： 15文字 （全角）

上限×7行まで
ー

・ 全角、 半角　　　　可
・ 機種依存文字　不可
・ 絵文字　　　　　 不可

ネイティブ広告 固定費 1ヶ月〜 御見積 御見積 ー
アイコン ： 32px×32px （任意）

店 舗 名 箇 所 　文字数 ： 上限20文字
所要時間箇所　文字数 ： 上限20文字

ー 各駅限定1社様枠

リターゲティング広告

imp
課金
／

クリック
課金

5日〜1ヶ月
※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積

imp
＠0.5円

/
CPC

＠350
円

ー
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内/40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

行動履歴ターゲティング
imp
課金

5日〜1ヶ月
※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積 御見積
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内/40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

ジャック広告 固定費 1週間〜1ヶ月 御見積 0.3円 ー
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内／40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）
アイコン ： 32px×32px （任意）

文字数 ： 20文字上限

GIF/
JPEG/
PNG

各駅限定1社様枠

駅デモグラフィック広告 imp課金
5日〜1ヶ月

※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積 0.25円 0.08円
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内／40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

駅デモグラフィック広告
クラスターオプティマイズ配信

imp課金
5日〜1ヶ月

※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積 0.25円 0.08円
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内／40KB以内
テキスト ： 20文字上限×2行

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

【オプション】
駅デモグラフィック
広告30万円以上

ご出稿の場合

O2O型位置連動配信 imp課金
5日〜1ヶ月

※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積 御見積
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内／40KB以内
　テキスト ： 20文字上限×2行　

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

外部メディア配信 imp課金
5日〜1ヶ月

※指定期間に限らず、
 予算消化次第修了

御見積 御見積
320×50/
300×250

バナー ： 20KB以内／40KB以内
　テキスト ： 20文字上限×2行　

（320×50の部分のみ）

GIF/
JPEG/
PNG

差替1回可能

（iOS）https://itunes.apple.com/jp/app/
              id463431091?mt=8

（Android）https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.val.
                       expert.android.aio

駅すぱあと 株式会社ヴァル研究所

♦駅・路線・エリアに連動した広告配信が可能です。

♦移動中のユーザーの空き時間を狙ったマーケティングが可能です。

♦ 不動産・エステ・金融・アプリ・人材等、幅広い広告主様のプロモーション実

績があります。

鉄道・路線バス・飛行機・フェリーなど様々公共交通機関に
対応しているナビゲーションアプリです。

■メニュー情報

配信OS比 ／iOS：Android=7：3（※アプリDL状況）

OS別DL数 ／iPhone：約460万DL
　　　　　　Android：約220万DL（※2016年1月末実績）

アクセスデータ

男性・女性比率／男性55%　女性45%

未既婚率／未婚47%　既婚53%

APP・WEB比率／APP：WEB=10：0

年齢構成比 ／10代 8%　20代 22%　30代 24%　40代 25%
　　　　　　 50代以上 21%

https://itunes.apple.com/jp/app/id463431091?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.val.expert.android.aio
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スマートデバイス

（iPhone/Android 対応サイト／ Android アプリ）http://www.mapion.co.jp/smp/

国内最大級の地図検索サイト

マピオン 株式会社マピオン

PC向けサイトは、月間ユニークユーザー数が1,200万人に及ぶ国内

大級の地図検索サイトです。「周辺検索」や「キョリ測」など人気コン

テンツをスマートフォン向けに 適化。また地図パズルはレビュー

サイトのゲーム部門で上位にランキングされています。

月間PV数：25,000,000PV
月間UU数：10,000,000UU

アクセスデータ （媒体社調べ　※iPhone・Android合算値）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

モバイルバナー
(iOS/Androidセグメント可)

2週間 1,000,000 imp保証 400,000円 縦画面用 320×100 50KB以内 JPEG、 GIF、 PNG

フッターパネル
(iOS/Androidセグメント可)

2週間 1,000,000 imp保証 25,0000円 縦画面用 300×250 50KB以内 JPEG、 GIF、 PNG

フッターパネルMovie
(iOS/Androidセグメント可)

2週間 1,000,000 imp保証 350,000円 　詳細はお問合わせください。

モバイルバナー 
Expand Movie ＆ Banner
(iOS/Androidセグメント可)

2週間 1,000,000 imp保証 600,000円 　詳細はお問合わせください。

iOS  最適化サイトページ iOS  最適化サイトページ

（iPhone/Android 対応サイト／ iPhoneアプリ/Androidアプリ）http://www.tenki.jp/lite/

tenki.jp 一般財団法人　日本気象協会

一般財団法人日本気象協会（JWA）が運営する、tenki.jpのスマホシリーズ
スマホ対応サイト、iPhoneアプリ、Androidアプリをラインナップしてます。生活に欠

かせない天気予報に加え、専門的な気象情報、地震・津波などの防災情報を提供

します。「日直予報士」や「tenki.jpサプリ」の読み物系コンテンツは、大手ニュース

キュレーションメディア等、多数のシンジケーション先から集客を行っています。

スマートフォン対応サイト：100,000,000PV/月
iPhoneアプリ：30,000,000imp/月
Androidアプリ：30,000,000imp/月

アクセスデータ

■メニュー情報（iPhone/Android 対応サイト）

■メニュー情報（iPhone アプリ /Android アプリ）

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

スマホパネル -
5,000,000imp保証～

10,000,001imp保証～
20,000,001imp保証～

単価0.18円　　900,000円～
単価0.15円　1,500,000円～
単価0.12円　2,400,000円～

左右320×天地50pix 50KB以内 gif、 jpg

都道府県パネル -
800,000imp保証～

2,000,000imp保証～
5,000,000imp保証～

単価0.18円　　144,000円～
単価0.17円　　340,000円～
単価0.15円　　750,000円～

左右320×天地50pix
左右300×天地250pix

50KB以内 gif、 jpg

メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

アプリプレミアム -
2,000,000imp保証～
5,000,001imp保証～

10,000,001imp保証～

単価0.25円　　     500,000円～
単価0.22円　　1,100,000円～
単価0.20円　　2,000,000円～

左右300以上
 ×天地250以上pix

20KB以内 gif、 jpg

http://www.mapion.co.jp/smp/
http://www.tenki.jp/lite/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

i-mobilはマルチデバイス(スマートフォン・PC)に対応したアドネットワーク

です。配信先を可視化することで配信先毎に入札単価を調整できる

為、効率的な広告運用が可能。豊富な広告サイズから配信手法まで、

費用対効果にこだわった 新のアドテクノロジー開発を進めています。

http://adpf-info.i-mobile.co.jp/

最大の効果を広告主様へ！！国内最大級のアドネットワーク

i-mobile 株式会社アイモバイル

■メニュー情報

月間imp数（スマートフォン）／約625億imp

メディア数／約166,000
web：アプリ配信比率／約60％：約40％

月間imp数（PC）／約290億imp 
メディア数／約93,000

アクセスデータ (2016年9月媒体社調べ)

メニュー
課金
形式

掲載
期間

掲載量 料金
サイズ

（左右×天地）
容量

ファイル
形式

備考

i-mobile
スマートフォン版

クリック
課金

任意
- imp
想定

ブロードリーチ ：
CPC15円～

リターゲティングﾞ ：
CPC30円～

バナー ： 320x50
（高解像度版640x100ピクセル）

ビッグバナー ： 320x100
（高解像度版640x200ピクセル）

ミディアムレクタングル ： 300x250
（高解像度版600x500ピクセル）

アイコン ： 57x57
（高解像度114x114ピクセル）
フルスクリーンAD ： 800x1200

（高解像度のみ）
インタースティシャル ： 300x250
（高解像度版600x500ピクセル）

テキストポップアップ ：
タイトル 全角10文字以内 （半角20文字以内）

テキストA 全角100文字以内 （半角200文字以内）
テキストB 全角6文字以内 （半角12文字以内）

※全角 ・ 半角の混合可
ウォール型 ： アイコン 57x57
（高解像度114x114ピクセル）

レクタングル 300x250
（高解像度版600x500ピクセル）

バナー ：
通常解像度100KB未満
（高解像度200KB未満）

ビッグバナー ：
通常解像度100KB未満
（高解像度200KB未満）
ミディアムレクタングル ：
通常解像度100KB未満
（高解像度200KB未満）

アイコン ：
通常解像度50KB未満
（高解像度100KB未満）

フルスクリーンAD ：
300KB未満

インタースティシャル ：
通常解像度100KB未満
（高解像度200KB未満）

ウォール型 ：
アイコン 通常解像度50KB未満

（高解像度100KB未満）
レクタングル 通常解像度100KB未満

（高解像度200KB未満）

PNG、
GIF、
JPEG

アニメーション
GIF可

（フルスクリーン
AD不可）

低掲載料金 ：
50,000円(N)〜
配信OS指定 ：

全配信/
iOS指定/

Android指定
デバイス指定 ：

Web/App
タブレット指定 ：

タブレット端末のみに配信
時間指定 ：

指定した時間帯のみ配信
媒体指定 ：

特定の媒体のみ配信
カテゴリー配信 ：

男性向け媒体のみ／
女性向け媒体のみなど、
ご希望のカテゴリーに配信

i-mobile
PC版

クリック
課金

任意
- imp
想定

ブロードリーチ ：
CPC15円～

リターゲティングﾞ ：
CPC30円～

バナー ： 468×60／ビッグバナー ： 728×90
レクタングル ： 300×250／

レクタングル(大) ： 336×280／
ハーフページ ： 300×600／

スカイスクレイパー ： 120×600／
ワイドスカイスクレイパー ： 160×600／

スクエア ： 250×250／スクエア(小) ： 200×200 

100KB未満

PNG、
GIF、
JPEG 

アニメ15秒
以内／

ループ3回
まで

低掲載料金 ：
50,000円(N)〜
タブレット指定 ：

タブレット端末のみに配信
時間指定 ：

指定した時間帯のみ配信
媒体指定 ：

特定の媒体のみ配信
カテゴリー配信 ：

男性向け媒体のみ／
女性向け媒体のみなど、
ご希望のカテゴリーに配信

ネイティブアド
クリック
課金

任意
- imp
想定

ブロードリーチ ：
CPC15円～

リターゲティングﾞ ：
CPC30円～

<スマートフォン>
ネイティブ ： 114×114／

ネイティブワイド ： 600×360
<PC>

ネイティブ ： 57×57／
ネイティブワイド ： 300×225

※角丸不可 ・ 透過不可 ・ 外枠なし
　 画像内のテキストが画像全体(ロゴ部分を除く)の

　 20%以上占有した場合は入稿不可
タイトル ： 全角/半角 30文字
テキスト ： 全角/半角 90文字

Sponsored ： 全角/半角 30文字
広告主様サイト名またはサービス名の明記が必須。

他、 規定あり

100KB未満

GIF、
JPEG、

PNG
アニメーション

GIF不可

低掲載料金 ：
50,000円(N)〜
タブレット指定 ：

タブレット端末のみに配信
時間指定 ：

指定した時間帯のみ配信
媒体指定 ：

特定の媒体のみ配信
カテゴリー配信 ：

男性向け媒体のみ／
女性向け媒体のみなど、
ご希望のカテゴリーに配信

アイレコ
クリック
課金

任意
- imp
想定

リターゲティング ：
CPC30円～

<スマートフォン>
バナー ： 320x50／ビッグバナー ： 320x100／

ミディアムレクタングル ： 300x250／
ネイティブ ： 114×114／

ネイティブワイド ： 600×360
<PC>

バナー ： 468×60／ビッグバナー ： 728×90／
レクタングル ： 300×250／

レクタングル(大) ： 336×280／
ハーフページ ： 300×600／

スカイスクレイパー ： 120×600／
ワイドスカイスクレイパー ： 160×600／

スクエア ： 250×250／スクエア(小) ： 200×200 ／
ネイティブ ： 57×57／ネイティブワイド ： 300×225

100KB未満

HTML
ただし、
原稿は

自動生成

低掲載料金 ：
300,000円(N)〜

必要商品数 ：
30点以上
UU数 ：
4万以上

データフィード必須

インバナー動画
クリック
課金

任意
- imp
想定

<スマートフォン>
タップ再生 ：
CPC5円～

タップ再生リターゲティング ：
CPC10円～
自動再生 ：
CPC20円～

自動再生リターゲティング ：
30円～
<PC>

自動再生 ：
CPC50円～

自動再生リターゲティング ：
CPC70円～

<スマートフォン>
ミディアムレクタングル ： 300x250

<PC>
レクタングル ： 300×250／

ワイドスカイスクレイパー ： 160×600／
ハーフページ ： 300×600

100MB未満

MP4推奨
(WMV、 FLV
なども可能)

サイズ:
ヨコ型

600×338以上
推奨(16:9比率)

タテ型
338×600以上
推奨(9:16比率)

再生時間 ：
30秒以内

(15秒以内推奨)

低掲載料金 ：
50,000円(N)〜
配信OS指定 ：

全配信/iOS指定/
Android指定
時間指定 ：

指定した時間帯のみ配信
媒体指定 ：

特定の媒体のみ配信
カテゴリー配信 ：

男性向け媒体のみ／
女性向け媒体のみなど、
ご希望のカテゴリーに配信

WEB配信面、 App内Webview
枠のみ配信可能

SNSリンクボタン設置時 ：
CPC＋10円

http://adpf-info.i-mobile.co.jp/
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スマートデバイス

nendはスマートフォン向けの運用型アドネットワークです。高い広告効

果はもちろん、特定の媒体に依存しない幅広いネットワークが圧倒的な

ユニークブラウザ数へのリーチを実現しています。特にスマートフォンア

プリのプロモーションに 適なサービスです。

https://www.nend.net/

高い広告効果と圧倒的な配信量を両立する運用型アドネットワーク

nend 株式会社ファンコミュニケーションズ

■メニュー情報

月間imp数／約420億imp 
web：アプリ配信比率／約45％：約55％

メディア数／約210,000
アクセスデータ (2016年8月媒体社調べ)

メニュー
課金
形式

掲載
期間

掲載量 料金
サイズ

（左右×天地）
容量

ファイル
形式

備考

全配信
クリック
課金

任意
- imp
想定

CPC15円～

①640×100px （320×50px）
②640×200px （320×100px）
③600×200px （300×100px）
④600×500px （300×250px）
⑤1456×180px （728×90px） ※タブレット専用
テキストアイコン : 38×38　
テキスト : 全角問わず18文字まで
ネイティブ ： 160×160px　※必須
　　　　　　　  160×120px
　　　　　　　  160×120px（80×80px同時入稿必須）

200KB
以下

PNG、 GIF、 JPEG

GIFアニメーション可
※ネイティブは、
　 GIFアニメーション
　 不可

配信OS指定 ：
iOS/Android

デバイス指定 ：
Web/App

端末指定可能

カテゴリ配信
クリック
課金

任意
- imp
想定

CPC15円～

①640×100px （320×50px）
②640×200px （320×100px）
③600×200px （300×100px）
④600×500px （300×250px）
⑤1456×180px （728×90px） ※タブレット専用
テキストアイコン : 38×38　
テキスト : 全角問わず18文字まで
ネイティブ ： 160×160px　※必須
　　　　　　　  160×120px
　　　　　　　  160×120px（80×80px同時入稿必須）

200KB
以下

PNG、 GIF、 JPEG

GIFアニメーション可
※ネイティブは、
　 GIFアニメーション
　 不可

配信OS指定 ：
iOS/Android

デバイス指定 ：
Web/App

配信カテゴリーの種類
(ゲーム/男性/女性/
ニュース/エンタメ　等)

Cookie
リターゲティング
配信

クリック
課金

任意
- imp
想定

CPC15円～

①640×100px （320×50px）
②640×200px （320×100px）
③600×200px （300×100px）
④600×500px （300×250px）
⑤1456×180px （728×90px） ※タブレット専用
テキストアイコン : 38×38　
テキスト : 全角問わず18文字まで
ネイティブ ： 160×160px　※必須
　　　　　　　  160×120px
　　　　　　　  160×120px（80×80px同時入稿必須）

200KB
以下

PNG、 GIF、 JPEG

GIFアニメーション可
※ネイティブは、
　 GIFアニメーション
　 不可

配信OS指定 ：
iOS/Android

デバイス指定 ：
Web/App

（AppはiOSのみ）

アプリユーザー
指定配信

クリック
課金

任意
- imp
想定

CPC15円～

①640×100px （320×50px）
②640×200px （320×100px）
③600×200px （300×100px）
④600×500px （300×250px）
⑤1456×180px （728×90px） ※タブレット専用
テキストアイコン : 38×38　
テキスト : 全角問わず18文字まで
ネイティブ ： 160×160px　※必須
　　　　　　　  160×120px
　　　　　　　  160×120px（80×80px同時入稿必須）

200KB
以下

PNG、 GIF、 JPEG

GIFアニメーション可
※ネイティブは、
　 GIFアニメーション
　 不可

配信OS指定 ：
iOS/Android

デバイス指定 ：
Web/App

※iOS 9以降は配信対象外
です。

おすすめ
パッケージ
配信

クリック
課金

任意
- imp
想定

CPC25円～

①640×100px （320×50px）
②640×200px （320×100px）
③600×200px （300×100px）
④600×500px （300×250px）
⑤1456×180px （728×90px） ※タブレット専用
テキストアイコン : 38×38　
テキスト : 全角問わず18文字まで
ネイティブ ： 160×160px　※必須
　　　　　　　  160×120px
　　　　　　　  160×120px（80×80px同時入稿必須）

200KB
以下

PNG、 GIF、 JPEG

GIFアニメーション可
※ネイティブは、
　 GIFアニメーション
　 不可

配信OS指定 ：
iOS/Android

デバイス指定 ：
Web/App

ご希望に合った媒体のみ
（20媒体以上） に配信可能
※20媒体未満での実施を

ご希望の場合は
ご相談ください。

アプリ
エンゲージメント
配信

クリック
課金

任意
- imp
想定

CPC15円～

①640×100px （320×50px）
②640×200px （320×100px）
③600×200px （300×100px）
④600×500px （300×250px）
⑤1456×180px （728×90px） ※タブレット専用
テキストアイコン : 38×38　
テキスト : 全角問わず18文字まで
ネイティブ ： 160×160px　※必須
　　　　　　　  160×120px
　　　　　　　  160×120px（80×80px同時入稿必須）

200KB以
下

PNG、 GIF、 JPEG

GIFアニメーション可
※ネイティブは、
　 GIFアニメーション
　 不可

配信OS指定 ：
iOS/Android

デバイス指定 ：
Web/App

入稿いただいた広告識別子
（IDFA/GAID） と合致する
ユーザーのみに広告配信

https://www.nend.net/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

優良法人媒体を中心に、現在、約160億imp以上の在庫を保持して

います。広告主様のご要望に合わせたオーダーメイドカテゴリの

配信が全体の6割以上を占めており、継続率も高く、大変ご好評を

頂いております。

メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量 ファイル形式 備考

CPCバナー
クリック
課金

1週間〜※任意 - クリック  ＠15円 バナー ： 320×50 200KB以内 GIF、 JPEG
50万円～

（初回広告主限定 ： 30万円～）

レクタングルバナー
クリック
課金

1週間〜※任意 - クリック  ＠30円 バナー ： 300×250 200KB以内 GIF、 JPEG 30万円～

オーダーメイド
（カテゴリ） 配信

クリック
課金

1週間〜※任意 - クリック  ＠30円 バナー ： 320×50 200KB以内 GIF、 JPEG 30万円～

ホワイトリスト配信
(媒体開示)

クリック
課金

1週間〜※任意 - クリック  ＠50円 
バナー ： 320×50(必須)

300×250(任意)
200KB以内 GIF、 JPEG 30万円～

エリア指定配信
クリック
課金

1週間〜※任意 - クリック  ＠20円 
バナー ： 320×50(必須)

300×250(任意)
200KB以内 GIF、 JPEG 30万円～

Android/iOS端末の優良アプリ/ブラウザ媒体に配信されるク

リック課金型のアドネットワークです。CPC15円からと誘導効

率を重視した単価設定となります。

推奨メニューは広告主様のターゲットに合わせ配信メディア

を選定するオーダーメイド配信となっております。

カテゴリ例としては、［男性］［女性］［ビジネス］［主婦］［女子大

生］［女子高生］［パチンコ］カテゴリ等があります。

掲載場所 ： アプリ、サイト（ブラウザ）

対応OS ： iOS/Android　※OS指定配信可能

掲載期間 ： 1週間～　※掲載開始日は平日任意

保証形態/クリック単価 ：クリック課金/CPC 15円～

料金 ： 500,000円～（グロス）　※初回クライアント限定300,000円～(グロス) 

レポート ： imp数/クリック数/クリック率

表示形式 ： インライン（固定）、オーバーレイ

原稿規定 ： ■ ピクセルサイズ ： 左右320×天地50ピクセル　　　　　　    ■ 容量 ： 200KB以内

  ■ ファイル形式 ： GIF、JPEG　※アニメーション可　　　　　 ■ 同時入稿可能数 ： 30本

  ■ 差し替え回数 : 無制限（3営業日前15：00入稿必須）

  ■ 入稿期限 ： 5営業日前17時（差し替えは3営業日前15：00入稿必須）

注意事項： ※内容は予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。
 ※ご請求は消化分請求となります。
 ※配信期間（終了日）は指定できません。配信スピードは在庫によって変動します。
 ※掲載途中での配信停止はできません。
 ※ 1 日の上限予算は 3 万円～設定可能ですが、若干上回る可能性もございます。
 ※スマートフォンに最適化されていないサイトに関しましては、掲載可否は配信先の掲載可否に準じます。
 ※競合・同載の調整はいたしませんのでご了承ください。

http://united.jp/

ターゲットに合わせたオーダーメイド配信が強みのアドネットワーク

adPapri ユナイテッド株式会社

■メニュー情報

■メニュー情報

配信OS比／iOS：Android＝4：6
男性・女性比率／男性：女性=3：7

APP・WEB比率／APP：WEB=2：8
インライン・オーバーレイ比率／インライン：オーバーレイ=6：4

アクセスデータ

http://united.jp/
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※ DAC AD GUIDE の表示価格は、 全て税抜価格です。 掲載された内容は予告なく変更になる場合がございますので、 詳細はお問い合わせください。

スマートデバイス

月間imp数：約400億imp
web：アプリ配信比率 ＝ 約70％：約30％
メディア数：約42,000

アクセスデータ (2016年2月媒体社調べ）

■メニュー情報
メニュー 課金形式 掲載期間 掲載量 料金 サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式 備考

Run of Ad Menu
クリック
課金

任意 
-imp
想定

CPC
18円～

バナー ： 320×50
 （高解像度版640×100ピクセル）
　　　　　  300×250
 （高解像度版600×500ピクセル）
アイコン ： 57×57
 （高解像度114×114ピクセル）   
テキストアイコン : 38×38
テキスト : 全角問わず18文字まで
【インフィード配信】
画像 ： 160×160
　　　    160×120
　　　    600×360
テキスト ：
[タイトル]全半角問わず32文字まで
[本文]全角半角問わず26～90文字

バナー: 
大200KB

アイコン:
大100KB

インフィード画像：
大200KB

PNG、 GIF、
JPEG

アニメーション
GIF可

低掲載料金 ： 350,000円(N)〜
配信OS指定 ： 全配信/iOS指定/Android指定
デバイス指定 ： Web/App
エリア指定
WIFI指定
リターゲティング配信可

Performance
Ad Menu

クリック
課金

任意
-imp
想定

CPC
18円～

バナー ： 320×50
 （高解像度版640×100ピクセル）
　　　　　  300×250
 （高解像度版600×500ピクセル）
アイコン ： 57×57
 （高解像度114×114ピクセル）   
テキストアイコン : 38×38
テキスト : 全角問わず18文字まで
【インフィード配信】
画像 ： 160×160
　　　    160×120
　　　    600×360
テキスト ：
[タイトル]全半角問わず32文字まで
[本文]全角半角問わず26～90文字

バナー: 
大200KB

アイコン:
大100KB

インフィード画像：
大200KB

PNG、 GIF、
JPEG

アニメーション
GIF可

低掲載料金 ： 350,000円(N)〜
配信OS指定 ： 全配信/iOS指定/Android指定
デバイス指定 ： Web/App
エリア指定
WIFI指定
リターゲティング配信可

Category
Ad Menu

クリック
課金

任意
-imp
想定

CPC
30円～

バナー ： 320×50
 （高解像度版640×100ピクセル）
　　　　　  300×250
 （高解像度版600×500ピクセル）
アイコン ： 57×57
 （高解像度114×114ピクセル）   
テキストアイコン : 38×38
テキスト : 全角問わず18文字まで
【インフィード配信】
画像 ： 160×160
　　　    160×120
　　　    600×360
テキスト ：
[タイトル]全半角問わず32文字まで
[本文]全角半角問わず26～90文字

バナー: 
大200KB

アイコン:
大100KB

インフィード画像：
大200KB

PNG、 GIF、
JPEG

アニメーション
GIF可

低掲載料金 ： 350,000円(N)〜
配信OS指定 ： 全配信/iOS指定/Android指定
デバイス指定 ： Web/App
エリア指定
WIFI指定
リターゲティング配信可

Customize
Ad Menu

クリック
課金

任意
-imp
想定

CPC
30円～

バナー ： 320×50
 （高解像度版640×100ピクセル）
　　　　　  300×250
 （高解像度版600×500ピクセル）
アイコン ： 57×57
 （高解像度114×114ピクセル）   
テキストアイコン : 38×38
テキスト : 全角問わず18文字まで
【インフィード配信】
画像 ： 160×160
　　　    160×120
　　　    600×360
テキスト ：
[タイトル]全半角問わず32文字まで
[本文]全角半角問わず26～90文字

バナー:
 大200KB

アイコン:
大100KB

インフィード画像：
大200KB

PNG、 GIF、
JPEG

アニメーション
GIF可

低掲載料金 ： 350,000円(N)〜
配信OS指定 ： 全配信/iOS指定/Android指定
デバイス指定 ： Web/App
エリア指定
WIFI指定
リターゲティング配信可

インフィード/リターゲティング/エリアターゲティング/セグメント

（OS、キャリア、WIFI指定、APP・WEB面指定）など各種配信機

能が続々追加。認知目的の配信はもちろん、CPI・CPAを成果

地点としたパフォーマンス配信にも対応しています。

http://adpresso.valuecommerce.com/_advertiser

質の高いCPC広告配信を行う
アドネットワークADPRESSO

ADPRESSO バリューコマース株式会社

http://adpresso.valuecommerce.com/_advertiser
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スマートデバイス

http://otpn.jp

全国約2,500店舗で使えるすかいらーくグループの
お得なクーポンケータイサイト『オトクーポン』

すかいらーくグループ / オトクーポン 株式会社すかいらーく

会員集客として、100％リアル集客（すかいらーくグループ店舗、

TVCM、イベント等）しております。オトクーポンは、国内 大級の飲食

ブランドモバイルメディアです！

月間PV数：10,000,000 会員数：5,350,000人
利用者男女比率：男性／35%　女性／65%
利用者年齢比率【年齢】 10代／5%　20代／35%　30代／22%　40代／25%　50代以上／13%

【地域】 北海道・東北／5％　関東／55％　北陸／1%　甲信越／5%　東海／11％
　　   　近畿／13％　中国／3%　四国／2%　九州／5%

アクセスデータ （2016年8月媒体社調べ）

メニュー
課金
形式

掲載
期間

掲載量 料金
天地サイズ

（左右×天地）
容量

ファイル
形式

備考

クーポンメールマガジン広告
（HTML配信）
～初回クライアント様価格～
※掲載形式は3パターン

通数
毎週

金曜日
5万通～ 350,000円～

①テキストプラン
　テキスト原稿 ： 全角30文字まで
②バナー＋テキストフッタープラン
　バナー原稿 ： 320×100pix
　テキスト原稿 ： 全角30文字まで
③レクタングルプラン
　バナー原稿 ： 300×250pix

左記記載の
②と③の

プランのみ
40KB以内

GIF形式、
または

JPEG形式
（アニメ不可）

・ 絵文字不可
※セグメント可能 （性別、
年齢、都道府県、職業（学
生・主婦・会社員・フリー
ター・その他）、 OS、 キャ
リア （3キャリア以外のア
ドレスにも配信可能）

オトクーポン
TOPバナー広告

期間

①2週間or
②4週間
※月曜日
13時開始

①   800,000imp想定
②1,600,000imp想定

①200,000円
②400,000円

バナー原稿 ：
320×100pix

100KB以内

GIF形式、
または

JPEG形式
（アニメ不可）

■メニュー情報

（Android アプリ対応サイト）http://www.rakuten-edy.co.jp/

楽天Edyユーザーに配信できるスマートフォンメール広告

楽天Edy 楽天 Edy 株式会社

のべ約9,710万枚発行を超える楽天Edyユーザーの中からスマートフォンのメールマ

ガジン会員に広告を配信できるメニューです。ポイントやショッピングに高い関心を持

つ楽天Edy会員に対して、Edy特典付き広告を配信できます。クリックインセンティブ型

で、平均CTR約8％。

アクセスデータ

ユーザーデータ

※媒体調査による（2016年8月時点）

※媒体調査による（2016年1月時点）

会員数：約420,000人
平均CTR：約8.58％

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 備考

楽天Edyスマートフォンニュース号外 1日 100,000通～ 400,000円～

入稿形式/配信形式 ： テキスト/テキスト
件名 ： 全角15文字以内

(先頭に　【クリック1円分　楽天Edyお得ナビ】　が付きます)
本文 ： 全角15文字以内×40行以内
(リンク先URL/お問い合わせ先含む) 
※改行も1行とカウントいたします。

インセンティブ付メールです。

男女比：男性／60%　女性／40%
年齢構成比：10代以下／1%　20代／18%　30代／28%　40代／29%　

50代／16%　60代以上／8%

http://www.rakuten-edy.co.jp/
http://otpn.jp
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スマートデバイス

男女比：男性／44.8%　女性／55.2%

http://sp.demae-can.com

日本最大級の宅配・デリバリー
ポータルサイトのスマートフォン版！

出前館 夢の街創造委員会株式会社

出前や飲料を 短30分でお届け！リアルタイムで待ち時間や 新メニュー、

ユーザーレビューを見ながらオーダーできる、画期的な仕組みを提供しています。

感度が高く、アクティブな首都圏在住で、購買意欲の高い20代・30代が約80％を

占めております。

月間PV：38,000,000PV
月間UU：1,900,000UU

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年8月時点）

■メニュー情報
メニュー 掲載期間 掲載量 料金 天地サイズ（左右×天地） 容量 ファイル形式

スマートフォンサイト
TOPモンスター

1ヶ月 1,650,000imp想定 1,650,000円 300×250 50KB以内 Gif、 Jpeg

スマートフォンサイト
注文完了モンスター

1ヶ月 450,000imp想定 2,025,000円 300×250 50KB以内 Gif、 Jpeg

メニュー 課金形式 掲載期間/掲載開始日 掲載量 単価 天地サイズ （左右×天地） ファイル形式 備考

スマートフォンメルマガ 
ヘッダー広告

保証通数 水曜日配信 100,000通未満 一律25万
・ 1行 大全角15文字

(半角30文字)以内 大3行
・ URL ： 100バイト以内

テキスト

OS別にURLを掲載する場合 （アプリDL訴求）
テキスト行 大全角15文字(半角30文字)以内

大2行/URLはiOSとAndroid1行ずつ2行
※クリックインセンティブあり

スマートフォンメルマガ 
ヘッダー広告

保証通数 水曜日配信
100,000通～
200,000通

2.5円
・ 1行 大全角15文字

(半角30文字)以内 大3行
・ URL ： 100バイト以内

テキスト

OS別にURLを掲載する場合 （アプリDL訴求）
テキスト行 大全角15文字(半角30文字)以内

大2行/URLはiOSとAndroid1行ずつ2行
※クリックインセンティブあり

スマートフォンメルマガ 
ヘッダー広告

保証通数 水曜日配信 200,000通以上 2.25円
・ 1行 大全角15文字

(半角30文字)以内 大3行
・ URL ： 100バイト以内

テキスト

OS別にURLを掲載する場合 （アプリDL訴求）
テキスト行 大全角15文字(半角30文字)以内

大2行/URLはiOSとAndroid1行ずつ2行
※クリックインセンティブあり

スマートフォンメルマガ 
ヘッダー広告

保証通数 水曜日配信
全配信

（セグメントなし）
1.75円

・ 1行 大全角15文字
(半角30文字)以内 大3行

・ URL ： 100バイト以内
テキスト

OS別にURLを掲載する場合 （アプリDL訴求）
テキスト行 大全角15文字(半角30文字)以内

大2行/URLはiOSとAndroid1行ずつ2行
※クリックインセンティブあり

スマートフォンメルマガ 
ポイントチャンス付広告
メール

想定通数 火曜日配信 144,000通 400,000円

・ 1行 大全角15文字
(半角30文字)以内 大20行

・ URL ： 100バイト以内
※掲載可能文字数を拡大しました。

テキスト

OS別にURLを掲載する場合 （アプリDL訴求）
テキスト行 大全角15文字(半角30文字)以内

大20行/URLはiOSとAndroid1行ずつ2行
※1社独占、 クリックインセンティブあり

http://www.nanaco-net.jp/

電子マネー「nanaco」のメールマガジン

nanaco メール広告 （運営代理）株式会社セブンドリーム・ドットコム／
（媒体社）株式会社セブン・カードサービス　

電子マネー「nanaco（ナナコ）」は、セブン-イレブン、デニーズ、イトーヨーカドー、そごう

･西武などを中心に 215,300店舗以上（2016年7月末時点)で利用できる、電子マネーです。

決済件数は約18億件/年（2015年度実績）

ヘッダー広告平均CTR：2.9%
ポイントチャンス付
広告メール平均CTR：19%

アクセスデータ ユーザーデータ（2015年実績） （2016年8月時点）

■メニュー情報

男女比：男性／56.2%　女性／43.8%
年齢構成比：19才以下／4.1%　20～29才／13%
 30～39才／23.4%　40～49才／36.2%
 50才以上／23.3%

※記載価格は、 初回限定もしくは 2 枠以上同時申込の価格です。

http://sp.demae-can.com
http://www.nanaco-net.jp/
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スマートデバイス

国内有数のポイントサイト。無料で遊べるコンテンツも多彩です。

モッピー 株式会社セレス

モッピーは、累計600万人が利用しているポイントサイトです。アプリのダウンロード

やショッピングをするだけで簡単にポイントが貯められます。貯まったポイントは、

WebMoney／楽天Edy／iTunesギフトコード／GooglePlayギフトコードなどの電子

マネーや現金へ交換可能。毎日遊べる無料ゲームなどコンテンツも豊富です。

アクセスデータ ※媒体調査による（2016年6月）

月間総PV：32,000,000PV 月間UU：800,000UU

http://pc.moppy.jp/

ユーザーデータ ※媒体調査による（2016年6月）

男女比：男性／58%　女性／42%
年齢構成比：19才以下／22%　20～29才／37%　30～39才／28%　40～49才／10%　50～59才／3%

全国に設置されたプリ機から集客！ 全面デコメが配信可能！

プリアドメール フリュー株式会社

会員数は約570万人！プリントシール機からアドレスを取得しているメール媒体です。女子

高校生・女子大生を中心に毎月会員が増加中。1社独占全面HTMLメールの広告により、

広告主様の商品説明がより詳細にできます。

iPhone SoftBank会員数：約1,300,000人

iPhone docomo会員数：約860,000人
iPhone au会員数：約1,350,000人

Android docomo会員数：約830,000人
Android au会員数：約480,000人
Android SoftBank会員数：約300,000人

アクセスデータ (2016年8月媒体社調べ)

メニュー 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） 容量 ファイル形式

プリアド動画メール for iPhone
100,000通～

3,000,000通 　
5円/通 動画30秒以内 500KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル④動画ファイル4つをご入稿下さい。

プリアドメール for iPhone　セグメントなし
50,000通～

3,000,000通 　
5円/通 画像サイズ ： 320×320 500KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル3つをご入稿下さい。

プリアドメール for iPhone　19才以下
50,000通～

900,000通 　
5円/通 画像サイズ ： 320×320 500KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル3つをご入稿下さい。

プリアドメール for iPhone　20才以上
50,000通～

1,250,000通 　
5円/通 画像サイズ ： 320×320 500KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル3つをご入稿下さい。

プリアドメール for Android セグメントなし
50,000通～

1,600,000通 　
5円/通 画像サイズ ： 320×320 120KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル3つをご入稿下さい。

プリアドメール for Android 19才以下
50,000通～

450,000通 　
5円/通 画像サイズ ： 320×320 120KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル3つをご入稿下さい。

プリアドメール for Android 20才以上
50,000通～

690,000通 　
5円/通 画像サイズ ： 320×320 120KB以内

①入稿フォーム②画像 （GIF、 JPG）
③HTMLファイル3つをご入稿下さい。

■メニュー情報

■メニュー情報
メニュー/ （キャリア） 課金形式 （広告タイプ） 掲載期間/掲載開始日 掲載量 料金 天地サイズ （左右×天地） ファイル形式 容量

スマートフォン版
モッピーサイトジャック

期間保証 1日間
セグメントにより

異なる
750,000円

クライアント様ロゴ ： 240px×90px　　バナー素材 ： 指定が
ある場合のみ　　バナー文言 ： 指定がある場合のみ　　サイ
トカラー ： 指定がある場合のみ

-

クロスデバイス
ターゲティングメール
[ノーインセンティブ]

通数保証 1日間
セグメントにより

異なる
20円/通

件名 ： 全角15文字以内推奨　　本文 ： 全角150文字以内推
奨　　掲載サイト名 ： 全角10文字程度　　URL ： 1ヶ所

-

行動ターゲティングメール
通数保証

回収数保証
1日～保証件数到達時

セグメントにより
異なる

20円/通
件名 ： 全角15文字以内推奨　　本文 ： 全角150文字以内推
奨　　掲載サイト名 ： 全角10文字程度　　URL ： 1ヶ所

-

アンケートプロモーション 回収数保証 1週間～10日間
セグメントにより

異なる
1,000回収～

＠40円
当社設問表入稿フォーマットあり　　URL ： 1本 （キャリア ・
OS別指定不可）　　バナー素材：500px×140px（アニメ不可）

-

スマートフォン版
ターゲティングメール

通数保証 1日間
セグメントにより

異なる
15円/通

件名 ： 全角15文字以内推奨　　本文 ： 全角150文字以内推
奨　　掲載サイト名 ： 全角10文字程度　　URL ： 1ヶ所

-

コミット型プロモーション 獲得件数保証 1日～保証件数到達時 商材により異なる 商材により異なる 配信プランにより異なる -

http://pc.moppy.jp/
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ユナイテッド株式会社

〒100-6107  東京都千代田区永田町2-11-1  山王パークタワー7F
TEL. 03-3507-8871  FAX. 03-3507-8880
■リスティング広告などのSEM関連サービスに関するお問い合わせは
    info@relevancy-plus.co.jp

株式会社レリバンシー・プラス

〒100-0006  東京都千代田区有楽町1-10-1  有楽町ビルヂング
TEL. 03-5219-7150  FAX. 03-5219-8105
■インターネット広告全般の企画制作に関するお問い合わせは
    webmaster@i-studio.co.jp

株式会社博報堂アイ・スタジオ

〒150-6034  東京都渋谷区恵比寿4-20-3 YGPタワー33F
TEL. 03-5421-8211 FAX. 03-5421-8212
■インターネット広告取引のプラットフォームサービスに関するお問い合わせは
    info@platform-one.co.jp

株式会社プラットフォーム・ワン

〒150-6034  東京都渋谷区恵比寿4-20-3 YGPタワー34F
TEL. 03-5447-7160  FAX. 03-5447-7161
■ソーシャルメディアの活用支援サービスに関するお問い合わせは
    info@torchlight.co.jp

株式会社トーチライト

〒150-0002  東京都渋谷区渋谷1-2-5  MFPR渋谷9F・10F
TEL. 03-6821-0000  FAX. 03-5469-6310
■スマートフォンアプリ事業およびアドテクに関するお問い合わせは
    info@united.jp

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

■東京本社 〒150-6033  東京都渋谷区恵比寿4-20-3  YGPタワー33F
 大代表   TEL. 03-5449-6300
　メディアサービス本部
 第一営業局  TEL. 03-5449-6210  FAX. 03-5449-6390
 第二営業局  TEL. 03-5449-6220  FAX. 03-5449-6390
 第三営業局
  　第一関西営業部 / 第二関西営業部
  　〒530-0003  大阪府大阪市北区堂島1-2-5 堂北ダイビル6F
  　TEL. 06-4797-9223  FAX. 06-4797-9224
  　中部営業部
  　〒460-0008  愛知県名古屋市中区栄3-4-15 鏡栄ビル4F
  　TEL. 052-249-3340  FAX. 052-249-3341
  　九州営業部
  　〒810-0073  福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル5F
  　TEL. 092-406-3351  FAX. 092-406-3361

 メディアセールス局  TEL. 03-5449-6230  FAX. 03-5449-6390

■インターネット広告全般に関するお問い合わせは
　salesall@dac.co.jp   TEL. 03-5449-6210

https://www.dac.co. jp/

http://united.jp/

http://www.relevancy-plus.co. jp/

http://www.i-studio.co. jp/

https://www.platform-one.co. jp/

http://www.torchl ight.co. jp/

http://united.jp/
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