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DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、市場の形成に携わり、業界をリードしてきました。
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、2018年には、1兆7,589億円にまで成長
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。

DACのビジョン
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DAC AD GUIDE  OCT. 2019
vol.2 TARGETING/LISTING　 CONTENTS

  DACのビジョン

  vol.1 PREMIUM 
［プレミアム］

vol.2 TARGETING/LISTING
［ターゲティング/リスティング］

vol.3 SOLUTION SERVICE 
［ソリューションサービス］

DAC AD GUIDE OCT. 2019は、2019年10月～2019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、消費税を含まない税抜価格となります。
掲載された内容については予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。
DAC AD GUIDEの無断複製、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デジタル版には、全体版と分冊版（vol.1 プレミアム、vol.2 ターゲティング / リスティ
ング、vol.3 ソリューションサービス）がございますので、用途に応じてご利用ください。また、4月、10月
の年2回発行予定ですので、更新の上、ご利用ください。

②DAC AD GUIDE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）
③DAC AD GUIDEデジタル版の全ての端末での動作保証はいたしませんので、ご了承ください。

DAC AD GUIDE  OCT. 2019

https://www.dac.co.jp/adguide/
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ターゲティング広告

リスティング広告

005 DEmail・その他ターゲティングメール

006 フルーツメール

006 ETM（ECナビターゲティングメール）

007 CMNetwork（CMネットワーク）

007 Gニュースターゲティングメール

008 ポイントメール

008 BTM ユニーク行動ターゲティングメールネットワーク

009 日経BPアクティブ・ターゲティングメール

009 ＠ｃｏｓｍｅ ターゲットメール

010 日経 IDターゲティングメール

010 クレディセゾン ターゲティングメール

011 Yahoo! JAPAN　　 Yahoo! プロモーション広告

014 Google　　 Google Adwords

DAC AD GUIDE  OCT. 2019
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日本最大級の会員数を誇るピュア型ターゲティングメール広告
日本最大級の会員数約137万人（2019年9月時点）にターゲティングメールを配信いただけます。会員登録時に取得
した300項目以上の属性・興味項目から希望の対象を絞って配信いただける「DEmail」を中心に、アンケートを絡め
た広告商品「アンケートDEmail」や、SPユーザーに向けて配信いただける「SP版DEmail」など、アクションにインセ
ンティブを付与しないピュア型の広告メニューを複数取り揃えています。

ターゲティング

DEmail・その他ターゲティングメール トレイス株式会社

https://www.demail.ne.jp/

タイプ：ピュア・インセンティブ（クリック）／ターゲティング
会員数：約1,370,000人

配信日：毎日
※媒体調査による （2019年9月時点）配信データ

■メニュー情報

■入稿規定

メニュー 設定
料金 配信比例料金 最低配信数 配信

可能日
属性のみ
配信

AND
条件

OR
条件

抽出
配信

分割
配信

DEmail（TEXT） －
＠10円/10,000通～

2,500通 毎日
AM 8：00～ 可 可 可 可 可

＠20円/2,500通～

DEmail（HTML） －
＠10円/10,000通～

2,500通 毎日
AM 8：00～ 可 可 可 可 可

＠20円/2,500通～

アンケートDEmail（TEXT） － ＠50円～ 10,000回答保証～ 毎日
AM 8：00～ － － － － －

ポテンシャルDEmail（TEXT） － ＠20円／2,500通～ 2,500通 毎日
AM 8：00～ 可 可 可 可 可

行動ターゲティングDEmail
[不動産／シニア]（TEXT） － ＠15円／10,000通～ 10,000通 毎日

AM 8：00～ 可 可 可 可 可

行動ターゲティングDEmail
[不動産／シニア]（HTML） － ＠15円／10,000通～ 10,000通 毎日

AM 8：00～ 可 可 可 可 可

SP版DEmail（TEXT）
－ ＠10円／10,000通～ 10,000通 毎日

AM 8：00～ 可 可 可 可 可
SP版DEmail（HTML）

メニュー メール
形式

文字数
（件名）

文字数
（本文）

カウント
URL数

レポート
項目

機種依存
文字

入稿
締切

DEmail TEXT 全角30字以内 全角36字×200行以内 URL
20種類まで 配信数／日別クリック 不可 2営業日前

DEmail HTML 全角30字以内
200KB以内 

（HTMLドキュメント、 
画像など全て含む）

URL
5種類まで 配信数／日別クリック 不可 2営業日前

アンケートDEmail TEXT 全角30字以内 全角36字×10行以内 － アンケート結果 不可 5営業日前

ポテンシャルDEmail TEXT 全角30字以内 全角36字×200行以内 URL
20種類まで 配信数／日別クリック 不可 5営業日前

行動ターゲティングDEmail
[不動産／シニア] TEXT 全角30字以内 全角36字×200行以内 URL

20種類まで 配信数／日別クリック 不可 5営業日前

行動ターゲティングDEmail
[不動産／シニア] HTML 全角30字以内

200KB以内 
（HTMLドキュメント、
 画像など全て含む）

URL
5種類まで 配信数／日別クリック 不可 5営業日前

SP版DEmail TEXT 全角18字以内 ①全角600文字以内
②全角17文字×20行以内

URL
5種類まで 配信数／日別クリック 不可 5営業日前

SP版DEmail HTML 全角18字以内
200KB以内 

（HTMLドキュメント、
 画像など全て含む）

URL
5種類まで 配信数／日別クリック 不可 5営業日前

https://www.demail.ne.jp/
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ECナビが母体の優良会員へ、効率的に訴求できるターゲティングメールです。
約640万人の会員をもつECナビを母体としたダイレクトメール広告です。ECナビ会員のうち、自らお得な情報のメー
ル広告の配信を希望する特にお得な情報に敏感な会員約200万人のユーザーへセグメント配信することで効率的にア
プローチすることが可能です。

メニュー 設定料金 配信比例
料金

最低配信数
／料金

配信
可能日

属性のみ
配信

AND
条件

OR
条件

抽出
配信

分割
配信

ECナビターゲティング
メール（PC） ＠10円 － 30,000円 毎日 可 可 可 可 申込30万円

以上
ECナビターゲティング
メール（SP） ＠10円 － 30,000円 毎日 可 不可 可 可 申込30万円

以上
ECナビ PC アクティブ
リサーチ 20,000回答/90万円 － 20,000回答

/900,000円 毎日 可 可 可 可 回収状況に
よる

ECナビ SP アクティブ
リサーチ

10,000回答/70万円
（性別セグメント）5,000回答/35万円 － 5,000回答

/350,000円 毎日 不可 不可 不可 不可 回収状況に
よる

タイプ：インセンティブ（受信・クリック）／ターゲティング 
会員数：約2,000,000人

配信日：毎日
ログイン日：1年以内

※媒体調査による（2019年7月時点）配信データ

■メニュー情報

ターゲティング

ETM（ECナビターゲティングメール） 株式会社 VOYAGE GROUP

https://ecnavi.jp/

ターゲティングメールの老舗！登録会員数約60万人!!
約60万人の会員数を誇るフルーツメールは100種類以上の項目の会員登録情報をもとにターゲットを明確に絞りこ
み配信できるメディアです。会員メリットとして常時サイト内に大規模なキャンペーンを実施するとともに「懸賞」、
「ゲーム」、「動画」など、その他多数のコンテンツが充実しております。毎営業日のデータクリーニング（無効なメー
ルアドレスの削除等）により日々、登録会員の質の向上に努めております。

メニュー 設定料金 配信比例
料金 最低配信数／料金 配信

可能日
属性のみ
配信

AND
条件

OR
条件

抽出
配信

分割
配信

フルーツメール 3,000通以上：
TEXT＠10円／HTML＠15円 － 3,000通(土日祝は50,000通)

／30,000円 毎日 可 可 可 可 要相談

フルーツメール
ノンインセンティブ

3,000通以上：
TEXT＠10円／HTML＠15円 － 3,000通(土日祝は50,000通)

／30,000円 毎日 可 可 可 可 要相談

タイプ：インセンティブ（クリック）, ピュア／ターゲティング
会員数：590,883人

配信日：毎日 ※一部の媒体指定の休日を除く。

※媒体調査による（2019年8月26日時点）配信データ

■メニュー情報

ターゲティング

フルーツメール   アイブリッジ株式会社

http://www.fruitmail.net/

http://www.fruitmail.net/
https://ecnavi.jp/
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メニュー 設定
料金 配信比例料金 最低配信数

／料金
配信
可能日

属性のみ
配信

AND
条件

OR
条件

抽出
配信

分割
配信

Ｇニュースターゲティングメール　
テキスト 固定 ・＠15円／6,667通～

・＠10円／10,000通～ 100,000円 平日 可 可 可 可 応相談

Ｇニュースターゲティングメール　
HTML 固定 ・＠25円／6,000通～

・＠15円／10,000通～ 150,000円 平日 可 可 可 可 応相談

タイプ：クリックインセンティブ（有・無）／ターゲティング
会員数：約70万人
配信日：原則、平日のみ

※媒体調査による（2019年1月時点）配信データ

■メニュー情報

優良会員へのアプローチなら、Gニュースターゲティングメール
Ｇポイントは大手流通、航空等、150を超えるポイントやマイルと交換できるポイント活用総合サービス。それらの
優良提携企業から積極的に会員を獲得。主な特徴は①シニア層に強い（ビジネスマン、OL・主婦層も） ②購入・応募
等のアクション旺盛 ③クリーンな会員組織を維持。広告プロモーションでインセンティブとしてＧポイントを付与す
ることで、高い送客効果を期待できます。

ターゲティング

Gニュースターゲティングメール ジー・プラン株式会社

http://www.gpoint.co.jp/

メニュー 初期費 配信比例料金 最低配信数／料金 配信
可能日

属性のみ
配信

AND
条件

OR
条件

抽出
配信

分割
配信

CMNetwork
（動画ネットワーク掲載） 50,000円 @5円～ ― 全日

指定可能 可 不可 不可 ― ―

ＣＭメール／みんなのＣＭメール
（動画付きターゲティングメール） － ＠10円／20,000通～

＠20円／～20,000通
20,000通／200,000円
※CM制作費は別途

平日月～
金曜日 可 可 可 可 不可

ＣＭメールアンケート
(ターゲティングメール)
※スマホ対応

－
50万円／10,000回答保証

or
100万円／30,000回答保証

左記参照 平日月～
金曜日 可 可 可 可 不可

ポイニュー(ターゲティングメール)
※スマホメディア － @10円／10,000通～ 左記参照 平日月～

金曜日 可 不可 不可 不可 不可

タイプ：ターゲティング/ネットワーク
「CMNetwork」のDAU：330,000人

掲載開始日：全日指定可能
※2019年9月時点での実績配信データ

■メニュー情報

国内最大級の「獲得系」動画広告ネットワーク！
約300万人の会員向けに、今まで2,400社・16,000本以上のアニメCMを制作・配信してきたＣＭサイト。その中で得ら
れた豊富な知見を元に、ユーザーが動く動画やアンケートメニューを多数展開してきました。そして2017年10月からは、
T-MALLやauWALLETなどの大手メディアを中心に、30以上のメディアに動画広告を一斉配信できる「CMNetwork」を開
始。DAU30万人以上の完聴型動画広告ネットワークを、御社が手掛ける獲得系プロモーションに是非お役立てください。

ターゲティング

CMNetwork（CMネットワーク） 株式会社 CMサイト

http://www.cmsite.co.jp

http://www.cmsite.co.jp
http://www.gpoint.co.jp/
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メニュー 設定
料金

配信比例
料金 最低配信数／料金 配信可能日 属性のみ

配信
AND
条件

OR
条件

抽出
配信 分割配信

PCターゲティング
メール － －

［テキスト］
単価：@5円（12,000通～） 
単価：@7円（10,000通～）
［HTML］
単価：@7円（12,000通～）
単価：@10円（10,000通～）

平日
（土・日・祝日除く） 可 可 可 可

3万通未満：
 分割無し
3万通以上： 
5分割まで
配信期間：
1ヶ月以内

（同一お申し込
みに限る）

プロモーション
アンケート

グロス
①500,000
②700,000

＋アクションインセン
ティブ費ネット10万円

－ ①10,000回答
②20,000回答

平日
（土・日・祝日除く） 可 可 可 可 不可

オフィシャル
メールマガジン － － 30万通/3万円＋成果報酬 毎週火曜日 不可 不可 不可 不可 不可

タイプ：ターゲティング 会員数：約230万人
PC月間PV：6,800万 SP月間PV：5,500万

配信日：メニュー毎に要確認
※媒体調査による（2017年8月時点）配信データ

■メニュー情報

ポイントタウン ターゲティングメール
ポイントタウンは、230万人の会員数を誇り、16年間多くのユーザーに支持されているポイントサイトです。1回のメー
ル配信で獲得件数500件を超えることもあります。細かいセグメント項目を設けているため、狙ったターゲットへピンポ
イントに訴求が可能です。ECの流通総額は12億円/月、サイトPV前年対比で約3倍と、ユーザーの活性化が進んでいます。

ターゲティング

ポイントメール   GMOメディア株式会社

http://www.pointtown.com/

メニュー 設定
料金 配信比例料金 最低配信数

／料金 配信可能日 属性のみ
配信

AND
条件

OR
条件

抽出
配信

分割
配信

BTMベーシック・ユニーク配信
ターゲティングメール
（TEXT／HTML）

－ @10円／5,000通～ テキスト
@15円／6,666通～ HTML

50,000円 テキスト
200,000円 HTML

平日
（土・日・祝日除く） 可 可 可 可 可

BTMベーシック・ユニーク配信／
完全アクティブ ターゲティングメール
（TEXT／HTML）

－ @15円／3,334通～ テキスト
@20円／5,000通～ HTML

50,000円 テキスト
200,000円 HTML

平日
（土・日・祝日除く） 可 可 可 可 可

BTM行動ターゲティング・ ユニーク配信
ターゲティングメール
（TEXT／HTML）

－ @20円／2,500通～ テキスト
@25円／4,000通～ HTML

50,000円 テキスト
200,000円 HTML

平日
（土・日・祝日除く） 可 可 可 可 可

タイプ：ピュア／ターゲティング
会員数：1,998,336人（4媒体延べ人数）　UU：1,309,888人（重複を除いたユニーク数）
配信日：メニュー毎に要確認

※媒体調査による（2019年6月時点）配信データ

■メニュー情報

行動ターゲティングとユニーク配信で高CTRを実現した注目のメールネットワーク
BTMは、ターゲティングメールのネットワーク媒体です。クリック履歴と行動アンケートによる行動ターゲティング
配信を実現。高いCTRも実現可能です。業界初、複数ターゲティングメールの重複を排除した、約130万人の完全ユ
ニークユーザーに配信可能。重複排除により高い効率を実現しています。BTMでは約900項目の行動ジャンルセグメ
ントと個人属性の組み合わせにより、精度の高いターゲティングを実現します。

ターゲティング

BTMユニーク行動ターゲティングメールネットワーク 
http://www.btmail.jp/

株式会社エイムスネット

http://www.pointtown.com/
http://www.btmail.jp/
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メニュー 設定
料金

配信比例
料金 最低配信数／料金 配信可能日 属性のみ

配信 AND条件 OR条件 抽出配信 分割配信

TEXTメール、HTMLメール － －
300,000円～

※HTMLメール：通常料金（テキスト版料
金）＋「HTML版追加料金 100,000円」

平日 （月～金） 可 可 可 可 不可

メニュー メール形式 文字数（件名） 文字数（本文） カウント
URL数 レポート項目 機種依存

文字 入稿締切

TEXTメール、HTMLメール テキスト、または
HTMLメール

【日経BPMail】を含め
全角30文字以内

全角38字×30～50行程度、
HTMLメールは
定型フォーマット

指定なし 配信数と
クリック 不可

5営業日前
※HTMLメール：
10営業日前

タイプ：ピュア／ターゲティング
配信日：毎日／平日 月～金曜日

配信データ

■メニュー情報

■入稿規定

国内最大級のビジネスユーザーを擁し、属性や興味分野をもとに直接アプローチ
日経BPの保有する良質なビジネスパーソンへ向けて貴社のPR情報（１社単独）の案内ができます。日経BP独自のDMPを活
用し、年齢、性別、地域、勤務先情報などの基本属性だけでなく、企業名によるターゲティング、イベント登録者・Web閲
覧者などの行動履歴によるターゲティングが可能。セミナー・展示会の集客からキャンペーン告知、新製品・サービスの案
内まで、皆さまのマーケティング活動を幅広くお手伝いいたします。

ターゲティング

日経BPアクティブ・ターゲティングメール  日経 BP

https://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/tgmlad.pdf

〈肌質〉〈髪質〉や〈クチコミ履歴〉によるターゲティングアプローチが可能！
「@cosmeからのお得なお知らせメール」受信を希望する情報収集意欲の高いユーザーに限定したアプローチが可能です！
〈年齢〉〈居住区域〉〈職業〉での絞り込みのほか、〈肌質〉〈髪質〉や〈クチコミ履歴〉でのユーザーの絞り込みが可能です。1
ブランド独占形式のメール配信となっています。

ターゲティング

@cosmeターゲットメール  株式会社アイスタイル

https://www.cosme.net/

メニュー 設定料金 配信比例料金 最低配信料金 配信可能日 属性のみ配信 AND条件 OR条件 抽出配信 分割配信

ターゲットメール（TEXT）
デフォルト抽出 －

@20円／50,000通未満　注1
200,000円 １ユーザーに

対し平日週1回 可 可 可 可 不可
@15円／50,000通以上　注1

ターゲットメール（TEXT）
オプション抽出 －

@30円／50,000通未満　注2
200,000円 １ユーザーに

対し平日週1回 可 可 可 可 不可
@25円／50,000通以上　注2

ターゲットメール
全配信パック（TEXT） － @6円／400,000通　

全配信 2,400,000円 １ユーザーに
対し平日週1回 可 可 可 可 不可

タイプ：ピュア／ターゲティング 会員数：約4,700,000人 配信日：1ユーザーに対し週1回
（土日祝日を除く営業日）

※媒体調査による（2017年12月時点）配信データ

■メニュー情報

https://www.nikkeibp.co.jp/images/houjin/ad/upload/tgmlad.pdf
https://www.cosme.net/
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配信データ

メニュー 設定料金 配信比例料金 最低配信数／料金 配信可能日 属性のみ配信 AND条件 OR条件 抽出配信 分割配信

日経ID
ターゲティング

メール
（テキスト）

 @50円 （基本単価）
 @70円 （1属性指定）
 @80円 （2属性指定）
 @90円 （3属性指定）
 @100円 （4属性指定）

- 300,000円 平日 可 可 可 可 不可

メニュー メール形式 文字数（件名） 文字数（本文） カウントURL数 レポート項目 機種依存文字 入稿締切
日経ID

ターゲティング
メール

テキスト 全角48字以内 全角38字×100行程度 要相談 配信数/クリック 不可 5営業日前17時

HTML － － 要相談 配信数/クリック/開封率 - 8営業日前17時

タイプ：ピュア／ターゲティング 配信可能人数：約2,500,000人 配信日：平日 月～金曜日
※媒体調査による（2019年7月時点）

■メニュー情報

■入稿規定

* HTML メールの料金についてはお問い合わせください

* 詳細についてはお問い合わせください

属性や閲覧履歴をもとにアクティブな日経ID会員へ直接アプローチが可能！
日経ID登録情報から、効果的なターゲットを抽出して一社単独のメッセージを配信、効率の良い集客、販促が可能です。
地域、職業、年代、性別などの基本属性はもちろん、業種、職種、役職、お勤め先の従業員規模など日経ならではのビジ
ネス属性、さらに世帯年収、興味関心分野に加え、電子版やタイアップの閲覧履歴、日経電子版会員区分（購読状況）でも
ターゲティング可能です。HTMLメールにも対応いたします。

ターゲティング

日経 IDターゲティングメール 日本経済新聞社

メニュー 設定料金 配信比例料金 最低配信数／料金 配信可能日 属性のみ配信 AND条件 OR条件 抽出配信 分割配信

クレディセゾン
ターゲティング
Eメール

10万通まで一律30万円
※ただし４つ以上の

セグメント同時利用の場合
1通あたり0.5円追加

10万通を
超える分は
１通あたり1円

100,000通/
300,000円

月～日
（一部除外日

あり）
可 可 可 可 不可

メニュー メール形式 文字数（件名） 文字数（本文） カウントURL数 レポート項目 機種依存文字 入稿締切

クレディセゾン
ターゲティング
Eメール

テキスト 全角30字以内 全角35字×80行まで 指定なし 配信数/クリック 不可 12営業日前

HTML 全角30字以内 全角35字×80行まで 指定なし 配信数/クリック
/開封率 不可 12営業日前

タイプ：ピュア／ターゲティング 会員数：約15,000,000人 配信日：月～日（一部除外日あり）
※媒体調査による（2019年1月時点）配信データ

■メニュー情報

■入稿規定

＊ HTML メールも同料金です。（ただし、メール作成費用含まず）

クレジットカード会員の正確な属性情報や年収などの項目を活用してメール配信が可能です！！
1,500万超のセゾンカード/UCカードネット会員の正確な属性情報及びカード利用情報を活用してターゲティングメールが配信できるサー
ビスです。公的な証明書で本人確認をしているため、年齢・性別・住所・等、正確性の高い情報でセグメントが可能です。また年収や年
間利用額といったデータも利用可能。例えば年間利用の多いお客様や運転免許証をお持ちのお客様へダイレクトな訴求を可能にします。

ターゲティング

クレディセゾン ターゲティングメール 株式会社クレディセゾン

http://biz.creditsaison.jp/

＊詳細についてはお問い合わせください

http://biz.creditsaison.jp/
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リスティング広告 

Yahoo! JAPAN 

■特徴

検索されたキーワードに連動して、Yahoo! JAPANや主要提携サイトの検索結果などに掲載されます。
● クリック課金　　● 掲載期間、費用を自由に設定可　　● パソコン・タブレット・スマートフォンでも広告掲載可

スポンサードサーチYahoo! プロモーション広告

■主要提携パートナー
● PC（2017年4月時点）

■入稿規定

デバイス 広告タイプ タイトル 説明文 パス 表示URL リンク先URL

PC/タブレット/
スマートフォン テキスト 30文字以内 38文字以内

＋38文字以内 255byte 1,024byte

PC/タブレット/
スマートフォン 拡大テキスト

全角15文字
（半角30文字）以内

×2行

全角40文字
（半角80文字）以内

全角7文字
（半角15文字）以内

リンク先URLから
自動抽出 1,024byte

アプリダウンロード
キャンペーン テキスト 25文字以内 35文字以内

＋35文字以内 - 1,024byte

※カウント方法：半角1byte,全角3byte
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■特徴

数多くの有力なパートナーサイトにテキスト／ディスプレイ広告を掲載し、サイト閲覧中のユーザーへアプローチすることができます。
● クリック課金　　● 掲載期間、費用を自由に設定可　　● パソコン・タブレット・スマートフォンでも広告掲載可

 Yahoo!ディスプレイネットワーク（YDN）Yahoo! プロモーション広告

■メニュー情報

（※ 1 ） 説明文 33 文字以内も使用可能

ターゲティング インフィード

概要
ターゲティングしたインターネットユーザーに対して広告を
表示する。

スマートフォン向けに最適化されたYahoo!JAPAN
のトップページをはじめ、タイムライン型のページに
広告を表示する

対応デバイス
PC/タブレット タブレット（アプリ）

スマートフォン スマートフォン

利用可能な
ターゲティング

性別 ○ ○
年齢 ○ ○
地域 ○ ○
曜日・時間帯 ○ ○
サーチターゲティング ○ ○
インタレストカテゴリー ○ ○
サイトカテゴリー ○ -
サイトリターゲティング ○ ○
プレイスメントターゲティング ○ ○
類似ターゲティング ○ ○

広告タイプ

テキスト
広告

タイトル 15文字以内

-
説明文 19文字以内×2行（※1）

表示URL 29文字以内

リンク先URL 1,024文字以内

ディスプレイ
広告

画像サイズ

【PC/タブレット】300×250/468×60/
　　　　　　　　 728×90/160×600
【スマートフォン】 300×250/320×100/320×50/
　　　　　　　　 600×500/640×200/640×100
※ GIF形式のアニメーション画像は320×50のみ
150KB以内　GIF89a/JPEG(RGBのみ)/PNG
アニメーション不可

-

表示URL 29文字以内（※表示されません）

リンク先URL 1,024文字以内

テンプレート
（テキスト＋
ディスプレイ）

掲載フォーマット レスポンシブ インフィード

画像サイズ 【PC/タブレット/スマートフォン】300×300/
  　　　　　　　　　　　　　　　  1,200×628

【タブレット/スマートフォン】 300×300/
                                         1,200×628

タイトル 20文字 20文字

説明文 90文字 90文字

表示URL 29文字 29文字

リンク先URL 1,024文字以内 1,024文字以内

■主要提携パートナー
● PC（2017年4月時点）

● スマートフォン（2017年4月時点）
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■メニュー情報

■メニュー情報

PC版Yahoo! JAPANトップページブランドパネル枠
広告掲載方式 静止画 動画

入稿仕様 ピクセルサイズ：
600pixel x 600pixel

【動画ファイル】
ピクセルサイズ：640pixel ×360pixel 、600pixel ×600pixel

アスペクト比：16:9、1:1
【動画サムネイル画像】

ピクセルサイズ：640pixel ×360pixel 、600pixel ×600pixel
課金形式 クリック課金 動画視聴課金
最低入札価格 なし なし
デバイス PCのみ PCのみ

利用可能な
ターゲティング

性別 ○ ○
年齢 ○ ○
地域 ○ ○
曜日・時間帯 ○ ○
サーチターゲティング ○ ○
インタレストカテゴリー ○ ○
サイトカテゴリー - -
サイトリターゲティング ○ ○
プレイスメントターゲティング - -
類似ターゲティング ○ ○

インフィード
概要 スマートフォン向けに最適化されたYahoo!JAPANのトップページに広告を表示する

対応デバイス スマートフォン/タブレット

利用可能な
ターゲティング機能

性別 ○
年齢 ○
地域 ○
曜日・時間帯 ○
サーチターゲティング ○
インタレストカテゴリー ○
サイトカテゴリー -
サイトリターゲティング ○
プレイスメントターゲティング -
類似ターゲティング ○

広告タイプ 動画広告

動画ファイル

詳細はお問い合せください。

動画サムネイル
タイトル
説明文
表示URL
リンク先URL
主体者表記
ボタン文言
ロゴ画像

≪注意事項≫販売制限カテゴリがございます。詳細はお問い合わせください。

≪注意事項≫販売制限カテゴリがございます。詳細はお問い合わせください。

■特徴

■特徴

圧倒的なリーチを誇る、PC版Yahoo! JAPANトップページのファーストビュー（ブランドパネル枠）への配信が可能。
● 掲載期間、費用を自由に設定可　　● パソコンで広告掲載可

サイト閲覧中のユーザーへ動画広告でアプローチすることができます。
● 動画視聴により課金　　● 掲載期間、費用を自由に設定可　　● スマートフォン・タブレットで広告掲載可

Yahoo!ディスプレイネットワーク（YDN）特別商品Yahoo! プロモーション広告

Yahoo!ディスプレイネットワーク（YDN）特別商品Yahoo! プロモーション広告
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■特徴

検索されたキーワードに連動して、Googleや主要提携サイトの検索結果などに掲載されます。
● クリック課金　● 掲載期間、費用を自由に設定可　● パソコン・タブレット・モバイルでも広告掲載可
＊モバイルへの配信は終了しております。

キーワードターゲットGoogle広告

■入稿規定

デバイス 広告タイプ タイトル 説明文 パス 表示URL リンク先URL

PC/タブレット/
スマートフォン 拡張テキスト

全角15文字
（半角30文字）以内×3行

※3つめは表示されない場合がある

全角45文字
（半角90文字）以内×2行

※2つめは表示されない場合がある

全角7文字
（半角15文字）

以内

リンク先
URLから
自動抽出

文字数制限なし

Googleディスプレイネットワーク（GDN）Google広告

■特徴

多彩なターゲティングを用いて、インターネット上のさまざまなニュースサイトやブログ、他のニッチサイトに広告
を掲載してより多くの見込み顧客にアプローチできます。
● クリック課金 、ビューアブルインプレッション課金、エンゲージメント課金（※1）のいずれか
● 掲載期間、費用を自由に設定可
● パソコン・タブレット・モバイルでも広告掲載可
（※1） ライトボックス広告の課金体系は、エンゲージメント課金のみとなります。

リスティング広告 

Google 

■主要提携パートナー（2011年6月時点）

■主要提携パートナー（2015年7月時点）
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■メニュー情報

キーワード プレースメント トピック オーディエンス ユーザー
属性

動的
リマーケティング

検索ネットワーク
（ディスプレイネッ
トワーク対応）

アプリ
キャンペーン

概要

キーワードでのターゲ
ティング方法は「オーディ
エンスターゲティング」と
「コンテンツターゲティ
ングのみ」より選択可能

・オーディエンスキー
ワードターゲティング
関連性の高いGoogle
ディスプレイネットワー
ク上のコンテンツ閲覧時
や関心の高いユーザー
に対して広告を表示

・コンテンツターゲティ
ングのみ
ターゲットユーザーが
キーワードと関連性のあ
るコンテンツを閲覧して
いる瞬間に広告を表示

・検索語句（Youtube
のみ）
過去にGoogleで検索
したキーワードに基づ
いて広告を表示する

Googleディスプ
レイネットワーク
上の広告掲載箇
所を指定して広
告を表示する

指定したトピッ
ク（カテゴリ)
と関連性の高
いGoogleディ
スプレイネット
ワーク上の記事
ページに広告を
表示する

下記のターゲ
ティング方法より
選択し、マッチし
たユーザーに対
して広告を表示

・アフィニティ
（愛好家など）
カテゴリ（カ
スタム指定
可）

・購買意向の強
いユーザー
層

・リマーケティ
ングリスト
（類似可）
　
・動画の視聴
者リスト（類
似可）

・ライフイベン
ト

・コンシュー
マーパターン
（Youtube
とGmai lの
み）

ユーザーのウェ
ブサイト行動履
歴を解析し、性
別・年齢層を判
断し、ユーザー
属性に基づく広
告を表示する

過去に広告主の
サイトに訪れた
ユーザーに対し
て、GDNにおい
て最も関連性の
ある商品、サー
ビスの広告を表
示するプロダク
ト

キーワードター
ゲットで掲載を
行っているキー
ワードの中から、
成果のよいキー
ワードが自動的
に抽出され、コン
テンツターゲット
として配信する

Google Play
または Apple 
App Store に
直接リンクする
広告

対応
デバイス PC/タブレット/モバイル

タブレット/
モバイル
※一部フォーマッ
トのみWi-Fiま
たは高速モバイ
ルネットワーク
経由のみ配信

利
用
可
能
な
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ

性別 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年齢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子供の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

曜日・時間帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世帯収入 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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■メニュー情報

TrueView
ディスカバリー

スキップ可能な
インストリーム

スキップ不可の
インストリーム バンパー アウトストリーム アプリキャンペーン

概要

広告は動画のサム
ネイル画像とテキ
ストで構成。広告
のサイズや表示形
式は表示先によっ
て異なる。ユーザー
がクリックするこ
とで再生される点
は共通。

他の動画の再生前、
再生中、再生後に動
画広告が再生。再生
開始から 5 秒が経
過すると、ユーザー
は広告をスキップ可
能。
※ 広告シーケンス
設定可

他の動画の再生前、
再生中、再生後に動
画広告が再生。ユー
ザーは広告をスキッ
プ可能。

他の動画の再生前、
再生中、再生後に再
生される 6 秒以下
の動画広告。スキッ
プは不可。
※ 広告シーケンス
設定可

画面に表示される
と自動的にミュー
ト状態で自動再生
（タップでミュート
解除）スクロール
アウト可能。
※ 広告シーケンス
設定可

通 常 のTrueView
広告と同様のフォー
マットでアプリに関
する動画広告を配
信。配信動画の下部
に、アプリインストー
ルを促すバナーを表
示。

対応デバイス PC/タブレット/モバイル/テレビ画面 タブレット/
モバイル

タブレット/
モバイル

掲載面
YouTube検索、
YouTube動画、
ディスプレイネット
ワークの動画パートナー

YouTube動画
YouTube動画、
ディスプレイネット
ワークの動画パートナー

YouTube動画、
ディスプレイネット
ワークの動画パートナー

ディスプレイネット
ワークの動画パートナー

YouTube動画再生
ページ、
Googleディスプレ
イネットワーク

再生時間
任意の長さ
（制限なし）

12秒以上3分未満
推奨

任意の長さ
（制限なし）

12秒以上3分未満
推奨

任意の長さ
（制限なし）

12秒以上3分未満
推奨

6秒以内
（スキップ不可）

任意の長さ
（制限なし）

12秒以上15秒未満
推奨

制限なし
（3分以下推奨）

利用可能な
ターゲティング

性別 ○ ○ ○ ○ ○ ○

年齢 ○ ○ ○ ○ ○ ○

子供の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域 ○ ○ ○ ○ ○ ○

曜日・時間帯 ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンテンツの
トピック ○ ○ ○ ○ ○ ○

オーディエンス ○ ○ ○ ○ ○ ○

リマーケティ
ングリスト

△
（累積可能・
配信一部不可）

△
（累積可能・
配信一部不可）

△
（累積可能・
配信一部不可）

△
（累積可能・
配信一部不可）

△
（累積可能・
配信一部不可）

○

プレースメント ○ ○ ○ ○ ○ ○

広告

テキスト広告

タイトル： 全角12文字
（半角25文字）
以内 

説明文： 全角17文字
 （半角35文字）
以内、全2行

- - - - -

動画URL 動画をYouTubeにアップロードする必要がある

サムネイル ○ - - - - -

オプション -
コンパニオンバナー：300×60(JPEG、静止GIF、PNG）
※設定しない場合は、ビデオウォールが表示
Call-to-Action Extension（バンパー広告は2019年以後対応）

-
※ 動画下部に表示
されるバナーは
自動生成

表示URL - ドメインはリンク先 URL と一致する必要がある - -

リンク先URL - クリックした際の移動先URL クリックした際の
移動先URL

「App Store」
もしくは

「Google Play」

■特徴

動画広告向けAdWordsを使用することにより、YouTubeはもちろん、Googleディスプレイネットワーク上でも動画広告で宣伝できます。
動画広告を表示する場所やタイミング、および動画のターゲットを指定できます。
● 動画視聴、または動画広告のクリック等により課金
● 掲載期間、費用を自由に設定可
● パソコン・タブレット・モバイルで広告掲載可

動画広告Google広告
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  ［東京本社］

　〒150-6033 

　東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号  恵比寿ガーデンプレイスタワー

　TEL：03-5449-6300

  ［関西支社］

　〒530-0005

　大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号  中之島フェスティバルタワー20F

　TEL：06-6220-1031　FAX：06-6220-1032

  ［中部支社］

　〒460-0008

　愛知県名古屋市中区栄3丁目4番15号  鏡栄ビル4F

　TEL：052-249-3340　FAX：052-249-3341

  ［九州支社］

　〒810-0001

　福岡県福岡市中央区天神1丁目9番17号  福岡天神フコク生命ビル10F

　TEL：092-406-3351　FAX：092-406-3361

  ［お問い合わせは］   salesall@dac.co.jp

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社　  https://www.dac.co.jp/

［発行・編集］デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
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