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PREMIUM AD NETWORK

2017年10月～12月期

プレミアムアドネットワークのご案内



• ブランド毀損の恐れがないプレミアムアドネットワーク

• 目的に応じ、CPM / CPC / CPA 3種類の課金体系を選択可能

• ファーストビュー指定や300×600サイズをオプションにて選択可能

• 配信エンジンAdLearn®による自動最適化

KEY BENEFITS

• 100%法人サイト

• 200超の配信先ラインナップ

• 広告枠78%はファーストビュー

THE NUMBERS

PREMIUM AD  NETWORK

Advertising.com Networkは、米国内および日本国内で最大規模のアドネットワークです。

大手法人企業が管理･運営を行う約200社のサイトに広告を配信しており、高品質かつブランドセーフティーな

アドネットワークとして大手ブランド広告主を中心にご好評頂いております。
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配信候補サイト(一部)

女性 テレビ 芸能・エンターテイメント 新聞・ニュース

上記は、Advetising.com Networkにて広告が配信される可能性のあるウェブサイトの一部であり、この他にも新聞系サイト、放送系サイト、ISP・ポータルサイトなどが含まれます。

Advertising.com Networkに含まれるサイトは、すべて法人が所有する広告枠となり個人サイトは含みません。

地域・くらし

総合・ポータル・プロバイダ

スポーツ

自動車

趣味・情報
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約1億ドルに及ぶ
研究開発費

60人を超える
頭脳集団が支える
最新鋭エンジン

15年以上の実績に
裏付けされた

パフォーマンス

どのくらいの頻度で
配信すべきか？

どの時間帯が
効果的か？

相性のいい
Webサイトは？

パフォーマンスが高いのは
何曜日？

どのバナーサイズが
掲載位置がいいのか？

How frequently? What time of day? Which sites? What day of week? What size and placement?

広告配信最適化エンジン「AdLearn®」が、
広告枠・時間帯・クリエイティブ等の
配信データを元に広告の効果を学習。

最適なクリエイティブをリアルタイムに
選定し配信することで、 広告枠の
パフォーマンスを最大限に引き出します。

広告配信最適化エンジン AdLearn®
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一般的な広告よりも視認効果の高い 300x600サイズの広告枠に配信することで、

商品認知拡大や、ブランドイメージ向上等の施策を実現するオプション。

ファーストビューに限定配信することで効率的に認知獲得を実現するオプション。

必ず目に入る
位置に

広告を表示！

選べるオプション
各ターゲティングメニューに以下のオプションを追加することで、リーチの拡大、ブランド認知・商品認知の向上を実現することが可能です。

視認性効果の高い300×600サイズならではの

リッチな広告表現が可能です。

300×600サイズファーストビュー指定

ファーストビューで
画面に表示される
広告枠に限定

ファーストビューで
表示されない部分には
配信されません
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Non-Targeting Solutions

・ノンターゲティング

・ノンターゲティング ビュースルーCPA

・ノンターゲティング クリックスルーCPA

幅広いユーザーにリーチし商品認知の拡大、又はコンバージョン数の拡大を実現します。



当社ネットワーク規模を活かし、幅広いユーザーへの大量リーチ・サイト誘導を実現

クリック課金では広告配信最適化エンジン「AdLearn®」のアルゴリズムによりクリック数を最大化

ネットワーク規模を活かし

幅広いユーザーへ向けて

大量の広告露出が可能

Non-Targeting

ノンターゲティング

有効期間：2017年10月1日（日）～2017年12月31日（日）

単価
CPM＠110円～
CPC@ 90円～

オプション

+CPM100円

+CPM500円

最低出稿金額 150万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
（300x600：200KB以内）
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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クリック経由だけでなく、インプレッション経由のコンバージョンも最適化することで、
オンラインマーケティング施策におけるコンバージョンの全体数を最大化

第三者配信ベンダーと連携することで、インプレッション効果の計測（アトリビューション分析）が可能

クリックされない99.9%のインプレッションもコンバージョンに寄与しており、

商品認知や興味喚起などの効果をもたらしています。

株式会社ロックオンが提供する第三者配信『ViewThruエビス』を併用頂くことで、ディスプレイ広告のビュースルー効果の可視化とオンラインマーケティングに
おけるアトリビューション分析が可能になります。 費用等の詳細につきましては、当社営業担当にお問合せください。

Click Through Conversionによる最適化は、
最適化の対象を1000分の1にしてしまうので非効率。

Non-Targeting View-Through CPA

ノンターゲティング ビュースルーCPA

単価

ノンターゲティングの
CPM課金にて実施後、
合意CPA単価
※CPA単価試算のため、コンバージョ
ンが100件に達するまでCPM課金での
配信が必須。

最低出稿金額 150万円～

掲載期間 １ヶ月～

コンバージョン
計測タグ

設置必須

リターゲティング
配信

追加可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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ノンターゲティング クリックスルーCPA
Non-Targeting Click-Through CPA

広告主リスクの少ないCPA課金による広告配信を実現

広告配信最適化エンジン「AdLearn®」の配信アルゴリズムにより、コンバージョン数を最大化単価

ノンターゲティングの
CPC課金にて実施後、
合意CPA単価
※CPA単価試算のため、コンバージョ
ンが100件に達するまでCPC課金での配
信が必須。

最低出稿金額 150万円～

掲載期間 １ヶ月～

コンバージョン
計測タグ

設置必須

リターゲティング
配信

追加推奨

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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Targeting Solutions
特定のターゲットに対する広告配信が可能です。

• マイクロソフトメディアターゲティング

• サイトカテゴリーターゲティング

• オーディエンスターゲティング

• オーディエンス拡張

• リターゲティング

• エリアターゲティング

• ハイブリッドターゲティング



マイクロソフトメディアターゲティング

マイクロソフトの運営するメディア(MSN, Outlook, CasualGame, WindowsAppなど)に配信先サイトを限定した配信。

Microsoft Media Targeting

インビュー率 約75％
※

を誇る視認性の高い広告枠への配信

AD

AD

AD

AD

単価
CPM＠120円～
CPC@ 90円～

オプション

+CPM100円

追加不可

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

※Moat content analytics_Apr-2016
ご注意事項はp.27をご確認ください。

A

D

AD

AD
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サイトカテゴリーターゲティング

媒体カテゴリーを指定しての配信が可能

コムスコア社のデータ（Media Metrix/Segment Metrix）を元に、媒体カテゴリーを構成

Media Metrix/Segment Metrixとは、ネットユーザーのオンライン行動をセグメント別に見ることが出来るツールです。
このツールを用いて、訪問頻度および滞在時間の長いアクティブなユーザーが多く訪問するサイトを抽出し、各媒体カテゴリーを構成しています。

※複数選択可

SITE CATEGORY Targeting

単価
CPM＠120円～
CPC@ 90円～

オプション

+CPM100円

+CPM500円

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
（300x600：200KB以内）
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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独自に収集したインターネットユーザーの行動履歴データ等をセグメント化し、
性別・年齢や特定の興味・関心分野を持つユーザーへのターゲティングを実現

従来の「枠」への広告配信ではなく、「人」への広告配信

ユーザー行動履歴等の

データを集積し

それを基にユーザーを分析 ターゲットユーザーに対し

広告を配信

AUDIENCE Targeting

オーディエンスターゲティング

単価
セグメント・価格一覧
参照

オプション

+CPM100円

+CPM500円

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
（300x600：200KB以内）
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。

利用可能データソース

2nd Party 3rd Party
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※各セグメントの単価に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。
※利用可能なデータセグメントは変更となる場合がございます。都度、弊社営業担当までお問合せください。

有効期間：2017年10月1日（日）～2017年12月31日（日）



CPM＠300円～（要相談）

オーディエンス ターゲティング Advertising.com セグメント・価格一覧

※カスタムセグメントは、ご希望の内容により十分な配信量を確保できない場合もあります。ご用命の際は当社営業担当まで事前にご相談ください。

広告出稿目的に応じ、上記以外のセグメントを生成することも可能です。

カスタム セグメント：CPM＠400円~(要相談) / CPC＠500円~(要相談)
※PCのみへの配信となります

ジャンル名 セグメント名 CPM単価 CPC単価

性別・年齢

1 男性 350円 310円

2
男性 年齢別 ※5歳刻みで選択可能
20歳～24歳, 25歳～29歳, 30歳～34歳, 35歳～39歳,
40歳～44歳, 45歳～49歳, 50歳～54歳, 55歳以上

400円 360円

3 女性 350円 310円

4
女性 年齢別 ※5歳刻みで選択可能
20歳～24歳, 25歳～29歳, 30歳～34歳, 35歳～39歳,
40歳～44歳, 45歳～49歳, 50歳～54歳, 55歳以上

400円 360円

ニュース 5 AOL、AOL newsに訪問履歴のあるユーザー 350円 310円

IT 6 Engadgetに訪問履歴のあるユーザー 350円 310円

ビジネス 7 TechCrunchに訪問履歴のあるユーザー 350円 310円

自動車 8 Autoblogに訪問履歴のあるユーザー 350円 310円

Oathメディアによる独自セグメント

国内外の面白ネタ・動画ネタ・エンタメ情報

をまとめたカルチャー系サイト。

全米でPV,UUともにトップクラスの注目

度抜群のクルマブログサイト。
最新ガジェットのニュース、レビューを

発信する、米国発テクノロジーブログ。

IT企業の経営層やエンジニアたちが

頻繁にチェックしているIT関連最新情報満載

のメディア。役員クラスの読者も多数。
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CPM＠300円～（要相談）

オーディエンス ターゲティング 3rd Party セグメント一覧

カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント

1 興味・関心 不動産＞マンション 37 興味・関心 転職＞技術関連職 73 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞クラウド

2 興味・関心 不動産＞リフォーム 38 興味・関心 転職＞教師・公務員 74 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞データ活用・分析

3 興味・関心 不動産＞売買 39 興味・関心 転職＞販売・サービス関連職 75 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞開発者・SE

4 興味・関心 住まい作り・引っ越し＞引越し 40 興味・関心 転職＞通信・インフラ関連職 76 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞エレクトロニクス・テクノロジー

5 興味・関心 住まい作り・引っ越し＞インテリア 41 興味・関心 転職＞独立 77 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞セキュリティ

6 興味・関心 ファッション＞メンズ 42 興味・関心 派遣 78 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞SEO

7 興味・関心 ファッション＞レディス 43 興味・関心 アルバイト・パート＞中高年向け 79 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞iPhone

8 興味・関心 ファッション＞時計・アクセサリ 44 興味・関心 アルバイト・パート＞主婦・主夫向け 80 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞Android

9 興味・関心 美容＞美容全般 45 興味・関心 アルバイト・パート＞学生向け 81 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞docomo

10 興味・関心 美容＞コスメ・スキンケア 46 興味・関心 保険＞生命保険 82 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞au

11 興味・関心 美容＞ダイエット 47 興味・関心 保険＞医療保険 83 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞Softbank

12 興味・関心 美容＞ヘアケア 48 興味・関心 保険＞損害保険 84 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞WILLCOM

13 興味・関心 美容＞デンタルケア 49 興味・関心 保険＞雇用保険 85 興味・関心 携帯電話・スマートフォン＞イーモバイル

14 興味・関心 美容＞健康食品・サプリメント 50 興味・関心 保険＞健康保険 86 興味・関心 社会＞エネルギー・環境

15 興味・関心 結婚＞婚活 51 興味・関心 保険＞自動車保険 87 興味・関心 社会＞ボランティア

16 興味・関心 結婚＞ウェディング 52 興味・関心 保険＞ペット保険 88 興味・関心 社会＞経済

17 興味・関心 結婚＞ハネムーン 53 興味・関心 保険＞旅行保険 89 興味・関心 社会＞福祉・介護

18 興味・関心 妊娠・出産 54 興味・関心 ローン＞住宅ローン 90 興味・関心 エンターテイメント＞本＞書籍全般

19 興味・関心 育児 55 興味・関心 投資＞株式全般 91 興味・関心 エンターテイメント＞本＞絵本

20 興味・関心 資格取得＞介護士・ケアマネージャー 56 興味・関心 投資＞国内株 92 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞SF

21 興味・関心 資格取得＞公務員試験 57 興味・関心 投資＞海外株 93 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞アクション

22 興味・関心 資格取得＞建築士 58 興味・関心 投資＞為替・FX 94 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞アニメ

23 興味・関心 資格取得＞自動車免許 59 興味・関心 投資＞証券 95 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞コメディ

24 興味・関心 資格取得＞ファイナンシャルプランナー 60 興味・関心 投資＞資産運用・投資信託 96 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞ファミリー向け

25 興味・関心 資格取得＞簿記 61 興味・関心 投資＞不動産 97 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞ホラー

26 興味・関心 語学＞英語 62 興味・関心 ライフマネー＞クレジットカード 98 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞韓流

27 興味・関心 語学＞留学 63 興味・関心 ライフマネー＞電子マネー 99 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞試写会応募

28 興味・関心 就職＞就活・新卒 64 興味・関心 PC関連＞ハードウェア＞Mac 100 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞時代描写

29 興味・関心 転職＞IT関連技術職 65 興味・関心 PC関連＞ハードウェア＞windows 101 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞戦争

30 興味・関心 転職＞WEB・モバイルサービス関連職 66 興味・関心 PC関連＞ハードウェア＞プリンタ等周辺機器 102 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞邦画

31 興味・関心 転職＞クリエイティブ関連職 67 興味・関心 PC関連＞ソフトウェア＞officeソフト 103 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞洋画

32 興味・関心 転職＞ゲーム関連職 68 興味・関心 PC関連＞ソフトウェア＞ウイルス対策ソフト 104 興味・関心 エンターテイメント＞映画＞恋愛

33 興味・関心 転職＞企画・マーケティング・事務関連職 69 興味・関心 PC関連＞ソフトウェア＞その他業務ソフト 105 興味・関心 エンターテイメント＞音楽

34 興味・関心 転職＞医療系 70 興味・関心 インターネット回線＞Wifi 無線LAN 106 興味・関心 エンターテイメント＞アニメ・漫画

35 興味・関心 転職＞営業職 71 興味・関心 インターネット回線＞プロバイダ 107 興味・関心 ゲーム＞FPS、 TPS

36 興味・関心 転職＞技術工・運輸・設備関連職(生産・製造・運輸・警備・農林他） 72 興味・関心 IT・ソリューション・技術＞ソリューション 108 興味・関心 ゲーム＞GREE

※各セグメントの単価に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。
※利用可能なデータセグメントは変更となる場合がございます。都度、弊社営業担当までお問合せください。
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カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント

109 興味・関心 ゲーム＞LINE 154 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞バスケットボール 199 興味・関心 グルメ＞お酒好き

110 興味・関心 ゲーム＞Linux 155 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞バレーボール 200 興味・関心 グルメ＞グルメ情報

111 興味・関心 ゲーム＞Mac 156 興味・関心 自動車・バイク＞バイク 201 興味・関心 グルメ＞中華

112 興味・関心 ゲーム＞MMORPG 157 興味・関心 自動車・バイク＞国産車 202 興味・関心 グルメ＞洋食

113 興味・関心 ゲーム＞MORPG 158 興味・関心 自動車・バイク＞輸入車 203 興味・関心 レシピ＞1人暮らし

114 興味・関心 ゲーム＞PC 159 興味・関心 自動車・バイク＞中古車 204 興味・関心 レシピ＞IH調理

115 興味・関心 ゲーム＞RPG 160 興味・関心 自動車・バイク＞モータースポーツ 205 興味・関心 レシピ＞アレルギー

116 興味・関心 ゲーム＞SF 161 興味・関心 自動車・バイク＞エコカー 206 興味・関心 レシピ＞エスニック・アジア

117 興味・関心 ゲーム＞Vista 162 興味・関心 家電＞白物家電＞冷蔵庫 207 興味・関心 レシピ＞オーブン

118 興味・関心 ゲーム＞Windows 163 興味・関心 家電＞白物家電＞洗濯機 208 興味・関心 レシピ＞お菓子・スイーツ

119 興味・関心 ゲーム＞アーケード 164 興味・関心 家電＞白物家電＞除湿機・空気清浄機 209 興味・関心 レシピ＞お子様用

120 興味・関心 ゲーム＞アクション 165 興味・関心 家電＞白物家電＞掃除機 210 興味・関心 レシピ＞お酒のおつまみ

121 興味・関心 ゲーム＞シミュレーション 166 興味・関心 家電＞AV機器＞オーディオ 211 興味・関心 レシピ＞お弁当

122 興味・関心 ゲーム＞スポーツ 167 興味・関心 家電＞AV機器＞カメラ 212 興味・関心 レシピ＞カレー

123 興味・関心 ゲーム＞テーブル 168 興味・関心 家電＞AV機器＞テレビ 213 興味・関心 レシピ＞ダイエット

124 興味・関心 ゲーム＞パズル 169 興味・関心 家電＞AV機器＞録画機器 214 興味・関心 レシピ＞パーティー

125 興味・関心 ゲーム＞ファンタジー 170 興味・関心 家電＞美容 215 興味・関心 レシピ＞パン

126 興味・関心 ゲーム＞ミリタリー 171 興味・関心 旅行・レジャー＞国内旅行 216 興味・関心 レシピ＞ホームベーカリー

127 興味・関心 ゲーム＞モバゲー 172 興味・関心 旅行・レジャー＞中国・四国 217 興味・関心 レシピ＞炊飯器

128 興味・関心 ゲーム＞三国志 173 興味・関心 旅行・レジャー＞九州・沖縄 218 興味・関心 レシピ＞節約

129 興味・関心 ゲーム＞戦国 174 興味・関心 旅行・レジャー＞北海道 219 興味・関心 レシピ＞専業主婦

130 興味・関心 ゲーム＞無料 175 興味・関心 旅行・レジャー＞東北 220 興味・関心 レシピ＞男の料理

131 興味・関心 ゲーム＞歴史 176 興味・関心 旅行・レジャー＞東海 221 興味・関心 レシピ＞電子レンジ

132 興味・関心 ゲーム＞恋愛 177 興味・関心 旅行・レジャー＞甲信越・北陸 222 興味・関心 レシピ＞病食

133 興味・関心 ゲーム＞iPhone iPad 178 興味・関心 旅行・レジャー＞関東 223 興味・関心 レシピ＞忙しい人 (簡単・短時間)

134 興味・関心 ゲーム＞Android 179 興味・関心 旅行・レジャー＞関西 224 興味・関心 レシピ＞麺・パスタ

135 興味・関心 ゲーム＞PlayStation 180 興味・関心 旅行・レジャー＞ディズニー 225 興味・関心 レシピ＞野菜ソムリエ

136 興味・関心 ゲーム＞DS・3DS 181 興味・関心 旅行・レジャー＞海外旅行 226 興味・関心 レシピ＞料理家・料理研究家

137 興味・関心 ゲーム＞Wii・WiiU 182 興味・関心 旅行・レジャー＞アジア 227 興味・関心 レシピ＞料理教室・パン教室

138 興味・関心 ゲーム＞Xbox 183 興味・関心 旅行・レジャー＞アフリカ 228 興味・関心 レシピ＞料理人・シェフ・パティシエ

139 興味・関心 趣味＞ラジコン・フィギュア 184 興味・関心 旅行・レジャー＞オセアニア 229 興味・関心 レシピ＞和食

140 興味・関心 趣味＞占い 185 興味・関心 旅行・レジャー＞ヨーロッパ 230 興味・関心 レシピ＞離乳食＞簡単

141 興味・関心 趣味＞ギャンブル 186 興味・関心 旅行・レジャー＞中南米・カリブ 231 興味・関心 レシピ＞離乳食＞生後1年-

142 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞ウィンタースポーツ 187 興味・関心 旅行・レジャー＞中東 232 興味・関心 レシピ＞離乳食＞生後5-6ヶ月

143 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞テニス 188 興味・関心 旅行・レジャー＞北米 233 興味・関心 レシピ＞離乳食＞生後7-8ヶ月

144 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞サッカー 189 興味・関心 旅行・レジャー＞ハワイ・グアム・サイパン 234 興味・関心 レシピ＞離乳食＞生後9-11ヶ月

145 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞野球・ソフトボール 190 興味・関心 旅行・レジャー＞中国・韓国・台湾・香港 235 興味・関心 仕事＞起業・SOHO

146 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞格闘技・プロレス 191 興味・関心 旅行・レジャー＞ホテル・レストラン 236 興味・関心 仕事＞クリエイター・デザイナー

147 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞水泳 192 興味・関心 病気・健康＞健康管理 237 興味・関心 仕事＞IT従事者

148 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞ゴルフ 193 興味・関心 病気・健康＞栄養管理 238 興味・関心 仕事＞MR

149 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞卓球 194 興味・関心 病気・健康＞アレルギー・花粉症 239 興味・関心 仕事＞建築関係

150 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞ジョギング・マラソン 195 興味・関心 病気・健康＞禁煙・禁酒 240 興味・関心 仕事＞農業・漁業

151 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞マリンスポーツ 196 興味・関心 病気・健康＞漢方 241 興味・関心 仕事＞保育士

152 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞フィッシング 197 興味・関心 グルメ＞麺類 242 興味・関心 ペット＞犬

153 興味・関心 スポーツ・アウトドア＞キャンプ・アウトドア 198 興味・関心 グルメ＞ソフトドリンク 243 興味・関心 ペット＞猫
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CPM＠300円～（要相談）

カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント

1 比較・検討 直近の購入・経験＞食品＞お取り寄せ 41 比較・検討 直近の購入・経験＞旅行＞旅行・ホテル予約(海外) 81 個人属性 居住地区＞岩手県

2 比較・検討 直近の購入・経験＞食品＞ネットスーパー・宅配 42 比較・検討 直近の購入・経験＞旅行＞航空券 82 個人属性 居住地区＞秋田県

3 比較・検討 直近の購入・経験＞食品＞デリバリー 43 比較・検討 直近の購入・経験＞旅行＞レンタカー 83 個人属性 居住地区＞宮城県

4 比較・検討 直近の購入・経験＞飲料・お酒＞アルコール類 44 比較・検討 直近の購入・経験＞旅行＞旅行用品 84 個人属性 居住地区＞山形県

5 比較・検討 直近の購入・経験＞食品＞お取り寄せ 45 比較・検討 直近の購入・経験＞投資＞証券会社 85 個人属性 居住地区＞福島県

6 比較・検討 直近の購入・経験＞飲料・お酒＞その他飲料 46 比較・検討 比較検討段階＞保険＞自動車保険 86 個人属性 居住地区＞茨城県

7 比較・検討 直近の購入・経験＞健康用品＞健康食品・サプリメント 47 比較・検討 比較検討段階＞保険＞生命保険 87 個人属性 居住地区＞千葉県

8 比較・検討 直近の購入・経験＞健康用品＞ダイエット食品 48 比較・検討 比較検討段階＞生活＞引越し会社 88 個人属性 居住地区＞群馬県

9 比較・検討 直近の購入・経験＞健康用品＞医薬品 49 個人属性 性別＞男性 89 個人属性 居住地区＞栃木県

10 比較・検討 直近の購入・経験＞グルメ予約 50 個人属性 性別＞女性 90 個人属性 居住地区＞埼玉県

11 比較・検討 直近の購入・経験＞スイーツ 51 個人属性 性別×年齢＞男性10代 91 個人属性 居住地区＞東京都

12 比較・検討 直近の購入・経験＞ファッション＞総合ファッション 52 個人属性 性別×年齢＞男性20代 92 個人属性 居住地区＞神奈川県

13 比較・検討 直近の購入・経験＞ファッション＞レディースファッション 53 個人属性 性別×年齢＞男性30代 93 個人属性 居住地区＞新潟県

14 比較・検討 直近の購入・経験＞ファッション＞メンズファッション 54 個人属性 性別×年齢＞男性40代 94 個人属性 居住地区＞福井県

15 比較・検討 直近の購入・経験＞ファッション＞アクセサリー・靴・バッグ 55 個人属性 性別×年齢＞男性50代 95 個人属性 居住地区＞富山県

16 比較・検討 直近の購入・経験＞ファッション＞百貨店 56 個人属性 性別×年齢＞男性60歳以上 96 個人属性 居住地区＞静岡県

17 比較・検討 直近の購入・経験＞美容＞スキンケア・コスメ 57 個人属性 性別×年齢＞男性20-24才 97 個人属性 居住地区＞愛知県

18 比較・検討 直近の購入・経験＞美容＞エステ 58 個人属性 性別×年齢＞男性25-29才 98 個人属性 居住地区＞山梨県

19 比較・検討 直近の購入・経験＞アウトドア・スポーツ用品＞ゴルフ用品・ゴルフ場予約 59 個人属性 性別×年齢＞男性30-34才 99 個人属性 居住地区＞岐阜県

20 比較・検討 直近の購入・経験＞アウトドア・スポーツ用品＞アウトドアファッション 60 個人属性 性別×年齢＞男性35-39才 100 個人属性 居住地区＞長野県

21 比較・検討 直近の購入・経験＞英会話 61 個人属性 性別×年齢＞男性40-44才 101 個人属性 居住地区＞滋賀県

22 比較・検討 直近の購入・経験＞恋愛・結婚・子育て＞婚活 62 個人属性 性別×年齢＞男性45-49才 102 個人属性 居住地区＞三重県

23 比較・検討 直近の購入・経験＞恋愛・結婚・子育て＞ウェディング 63 個人属性 性別×年齢＞男性50-54才 103 個人属性 居住地区＞京都府

24 比較・検討 直近の購入・経験＞恋愛・結婚・子育て＞ベビー用品 64 個人属性 性別×年齢＞男性55-59才 104 個人属性 居住地区＞奈良県

25 比較・検討 直近の購入・経験＞恋愛・結婚・子育て＞キッズ用品・おもちゃ 65 個人属性 性別×年齢＞女性10代 105 個人属性 居住地区＞大阪府

26 比較・検討 直近の購入・経験＞生活用品＞家具・インテリア 66 個人属性 性別×年齢＞女性20代 106 個人属性 居住地区＞和歌山県

27 比較・検討 直近の購入・経験＞生活用品＞生活用品・雑貨 67 個人属性 性別×年齢＞女性30代 107 個人属性 居住地区＞兵庫県

28 比較・検討 直近の購入・経験＞生活用品＞ペット用品 68 個人属性 性別×年齢＞女性40代 108 個人属性 居住地区＞鳥取県

29 比較・検討 直近の購入・経験＞オークション利用 69 個人属性 性別×年齢＞女性50代 109 個人属性 居住地区＞島根県

30 比較・検討 直近の購入・経験＞エンタメ＞音楽 CD/DVD 70 個人属性 性別×年齢＞女性60代以上 110 個人属性 居住地区＞岡山県

31 比較・検討 直近の購入・経験＞エンタメ＞音楽 ダウンロード 71 個人属性 性別×年齢＞女性20-24才 111 個人属性 居住地区＞広島県

32 比較・検討 直近の購入・経験＞エンタメ＞映画 72 個人属性 性別×年齢＞女性25-29才 112 個人属性 居住地区＞山口県

33 比較・検討 直近の購入・経験＞エンタメ＞ゲーム 73 個人属性 性別×年齢＞女性30-34才 113 個人属性 居住地区＞香川県

34 比較・検討 直近の購入・経験＞エンタメ＞本・新聞・雑誌 74 個人属性 性別×年齢＞女性35-39才 114 個人属性 居住地区＞愛媛県

35 比較・検討 直近の購入・経験＞エンタメ＞電子書籍 75 個人属性 性別×年齢＞女性40-44才 115 個人属性 居住地区＞高知県

36 比較・検討 直近の購入・経験＞家電＞PC本体 76 個人属性 性別×年齢＞女性45-49才 116 個人属性 居住地区＞徳島県

37 比較・検討 直近の購入・経験＞家電＞ソフト 77 個人属性 性別×年齢＞女性50-54才 117 個人属性 居住地区＞福岡県

38 比較・検討 直近の購入・経験＞家電＞カメラ・写真 78 個人属性 性別×年齢＞女性55-59才 118 個人属性 居住地区＞佐賀県

39 比較・検討 直近の購入・経験＞家電＞携帯電話・通信機器 79 個人属性 居住地区＞北海道 119 個人属性 居住地区＞大分県

40 比較・検討 直近の購入・経験＞旅行＞旅行・ホテル予約(国内) 80 個人属性 居住地区＞青森県 120 個人属性 居住地区＞宮崎県
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※各セグメントの単価に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。
※利用可能なデータセグメントは変更となる場合がございます。都度、弊社営業担当までお問合せください。

オーディエンス ターゲティング 3rd Party セグメント一覧



CPM＠300円～（要相談）

カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント カテゴリー セグメント

121 個人属性 居住地区＞熊本県 161 個人属性 クレジットカードランク＞一般 201 個人属性 年収＞701-800万円

122 個人属性 居住地区＞鹿児島県 162 個人属性 決済方法＞コンビニ 202 個人属性 年収＞801-1000万円

123 個人属性 居住地区＞沖縄県 163 個人属性 決済方法＞ネットバンク 203 個人属性 年収＞1001万円以上

124 個人属性 居住地区＞石川県 164 個人属性 決済方法＞Edy 204 企業属性 業種＞サービス業（他に分類されないもの）

125 個人属性 居住地区＞長崎県 165 個人属性 決済方法＞iD 205 企業属性 業種＞医療，福祉

126 個人属性 家族構成＞兄弟（姉妹）または友人同士の同居 166 個人属性 決済方法＞Suica 206 企業属性 業種＞運輸業，郵便業

127 個人属性 家族構成＞単身（１人住まい）世帯 167 個人属性 経験業種＞インターネット・クリエイティブ系 207 企業属性 業種＞卸売業，小売業

128 個人属性 家族構成＞夫婦２人だけの世帯 168 個人属性 経験業種＞コンサル・金融・法律・会計・不動産系 208 企業属性 業種＞学術研究，専門・技術サービス業

129 個人属性 家族構成＞親と子、夫婦と親などの２世代世帯 169 個人属性 経験業種＞その他（公務員・講師など） 209 企業属性 業種＞漁業

130 個人属性 家族構成＞親と子と孫などの３世代以上の世帯 170 個人属性 経験業種＞医療・福祉・保育系 210 企業属性 業種＞教育，学習支援業

131 個人属性 ライフステージ＞妊娠・出産＞妊娠前 171 個人属性 経験業種＞飲食・小売・サービス系 211 企業属性 業種＞金融業，保険業

132 個人属性 ライフステージ＞妊娠・出産＞妊娠中 172 個人属性 経験業種＞営業系 212 企業属性 業種＞建設業

133 個人属性 ライフステージ＞妊娠・出産＞出産後 173 個人属性 経験業種＞企画・マーケティング・経営企画系 213 企業属性 業種＞公務（他に分類されるものを除く）

134 個人属性 ライフステージ＞妊娠・出産＞生後 1歳6ヶ月～ 174 個人属性 経験業種＞技術系（IT・通信） 214 企業属性 業種＞鉱業，採石業，砂利採取業

135 個人属性 ライフステージ＞妊娠・出産＞生後～1歳5ヶ月 175 個人属性 経験業種＞技術系（医薬・食品・素材） 215 企業属性 業種＞宿泊業，飲食サービス業

136 個人属性 ライフステージ＞妊娠・出産＞生後～5ヶ月 176 個人属性 経験業種＞技術系（電気電子・機械・半導体） 216 企業属性 業種＞情報通信業

137 個人属性 ライフステージ＞育児＞乳児 177 個人属性 経験業種＞建築・製造・運輸・農林水産系 217 企業属性 業種＞生活関連サービス業，娯楽業

138 個人属性 ライフステージ＞育児＞幼児 178 個人属性 経験業種＞事務・経営管理系 218 企業属性 業種＞製造業

139 個人属性 ライフステージ＞受験＞小中学 179 個人属性 職業＞パート・アルバイト 219 企業属性 業種＞電気・ガス・熱供給・水道業

140 個人属性 ライフステージ＞受験＞高校 180 個人属性 職業＞主婦 220 企業属性 業種＞農業，林業

141 個人属性 ライフステージ＞受験＞大学 181 個人属性 職業＞学生 221 企業属性 業種＞不動産業，物品賃貸業

142 個人属性 ライフステージ＞大学生 182 個人属性 職業＞管理職 222 企業属性 業種＞複合サービス事業

143 個人属性 ライフステージ＞結婚 183 個人属性 職業＞給料事務／研究職 223 企業属性 業種＞分類不能の産業

144 個人属性 ライフステージ＞老後 184 個人属性 職業＞給料労務／作業職（運転手／大工／工員／警備員など） 224 企業属性 資本金＞1億円以上

145 個人属性 クレジットカード種類＞ショッピングモール・百貨店 185 個人属性 職業＞無職 225 企業属性 資本金＞1千万円以上5千万円未満

146 個人属性 クレジットカード種類＞ファミリー向け 186 個人属性 職業(医療)＞医療従事者(区別無し) 226 企業属性 資本金＞1千万円未満

147 個人属性 クレジットカード種類＞通販 187 個人属性 職業(医療)＞介護士・ケアマネージャー 227 企業属性 資本金＞5千万円以上1億円未満

148 個人属性 クレジットカード種類＞スポーツ 188 個人属性 職業(医療)＞医師 228 企業属性 従業員数＞100人以上500人未満

149 個人属性 クレジットカード種類＞アウトドア関連 189 個人属性 職業(医療)＞看護師・ナース 229 企業属性 従業員数＞10人以上100人未満

150 個人属性 クレジットカード種類＞自動車 190 個人属性 職業(医療)＞薬剤師 230 企業属性 従業員数＞1人以上10人未満

151 個人属性 クレジットカード種類＞航空 191 個人属性 語学レベル＞TOEIC600点台 231 企業属性 従業員数＞500人以上

152 個人属性 クレジットカード種類＞富裕層 192 個人属性 語学レベル＞TOEIC700点台 232 企業属性 上場区分＞その他 （地方上場、新興市場等）

153 個人属性 クレジットカード種類＞雑貨・インテリア 193 個人属性 語学レベル＞TOEIC800点台 233 企業属性 上場区分＞東証

154 個人属性 クレジットカード種類＞ホテル・旅行 194 個人属性 語学レベル＞TOEIC900点台 234 企業属性 上場区分＞非上場

155 個人属性 クレジットカード種類＞エンタメ系 195 個人属性 語学レベル＞英会話可能 235 企業属性 売上高＞1000億円以上

156 個人属性 クレジットカード種類＞銀行・ゆうちょ 196 個人属性 年収＞201-300万円 236 企業属性 売上高＞100億円以上1000億円未満

157 個人属性 クレジットカード種類＞医療・ボランティア 197 個人属性 年収＞301-400万円 237 企業属性 売上高＞10億円以上100億円未満

158 個人属性 クレジットカード種類＞ローン 198 個人属性 年収＞401-500万円 238 企業属性 売上高＞1億円以上10億円未満

159 個人属性 クレジットカードランク＞ゴールド 199 個人属性 年収＞501-600万円 239 企業属性 売上高＞1億円未満

160 個人属性 クレジットカードランク＞プラチナ 200 個人属性 年収＞601-700万円
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※各セグメントの単価に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。
※利用可能なデータセグメントは変更となる場合がございます。都度、弊社営業担当までお問合せください。

オーディエンス ターゲティング 3rd Party セグメント一覧



CPM＠300円～（要相談）
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※各セグメントの単価に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。
※利用可能なデータセグメントは変更となる場合がございます。都度、弊社営業担当までお問合せください。

オーディエンス ターゲティング 3rd Party セグメント一覧

配信カテゴリ（大） 配信カテゴリ（中） カテゴリ説明 配信カテゴリ（大） 配信カテゴリ（中） カテゴリ説明 配信カテゴリ（大） 配信カテゴリ（中） 配信カテゴリ（大） 配信カテゴリ（中）

1 食品飲料 コーヒー コーヒー飲料を過去購入し、親和性が高い層 45 趣味嗜好
女性アイドル

グループ
女性アイドルグループ関連の音楽を過去購入し、親和性が高い層 75 性別 男性 119 居住地(関東) 東京

2 食品飲料 水 （飲料）水を過去購入し、親和性が高い層 46 趣味嗜好
男性アイドル

グループ
ジャニーズ所属タレント関連の音楽を過去購入し、親和性が高い層 76 性別 女性 120 居住地(関東) 神奈川

3 食品飲料 清涼飲料他 清涼飲料等を過去購入し、親和性が高い層 47 趣味嗜好 女性ファッション 女性向けのファッション書籍を過去購入し、親和性が高い層 77 年代 13歳～19歳 121 居住地(関東) 埼玉

4 食品飲料 お酒 酒類を過去購入し、親和性が高い層 48 趣味嗜好 男性ファッション 男性向けのファッション書籍を過去購入し、親和性が高い層 78 年代 20歳～24歳 122 居住地(関東) 千葉

5 食品飲料 お菓子 お菓子類を過去購入し、親和性が高い層 49 趣味嗜好 料理 料理関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 79 年代 25歳～29歳 123 居住地(関東) 栃木

6 食品飲料 デザート デザートを過去購入し、親和性が高い層 50 趣味嗜好 音楽 音楽関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 80 年代 30歳～34歳 124 居住地(関東) 群馬

7 食品飲料 インスタント食品 インスタント食品を過去購入し、親和性が高い層 51 趣味嗜好 アニメ 漫画・アニメ関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 81 年代 35歳～39歳 125 居住地(関東) 茨城

8 食品飲料 ビール ビールを過去購入し、親和性が高い層 52 趣味嗜好 スポーツ スポーツ関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 82 年代 40歳～44歳 126 居住地(甲信越/北陸) 山梨

9 食品飲料 発泡酒・新ジャンル 発泡酒・新ジャンルを過去購入し、親和性が高い層 53 趣味嗜好 海外ドラマ 海外ドラマを「一定量」購入・レンタルしている層 83 年代 45歳～49歳 127 居住地(甲信越/北陸) 長野

10 食品飲料 ワイン ワイン系飲料を過去購入し、親和性が高い層 54 趣味嗜好 英語学習 英会話や英語学習に関連する書籍を過去購入し、親和性が高い層 84 年代 50歳～54歳 128 居住地(甲信越/北陸) 新潟

11 食品飲料 チューハイ チューハイ系飲料を過去購入し、親和性が高い層 55 趣味嗜好 子供向けアニメ 子供向けアニメを「一定量」購入・レンタルしている層 85 年代 55歳～59歳 129 居住地(甲信越/北陸) 富山

12 食品飲料 トクホ飲料 特定保健用食品に該当する飲料を過去購入し、親和性が高い層 56 趣味嗜好
アニメ

（声優ファン）
声優に関する書籍を過去購入し、親和性が高い層 86 年代 60歳～64歳 130 居住地(甲信越/北陸) 石川

13 食品飲料 エナジードリンク エナジードリンクを過去購入し、親和性が高い層 57 趣味嗜好
男性ダンス・

ボーカルグループ
LDH所属タレント関連の音楽を過去購入し、親和性が高い層 87 年代 65歳以上 131 居住地(甲信越/北陸) 福井

14 食品飲料 栄養ドリンク 栄養ドリンクを過去購入し、親和性が高い層 58 趣味嗜好 テレビ雑誌 テレビ情報関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 88 世帯年収 200万円未満 132 居住地(東海) 静岡

15 自動車 自動車 自動車（外車・高級車/国産車）を所有もしくは利用している層 59 趣味嗜好 ゴルフ ゴルフ関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 89 世帯年収 200～400万円未満 133 居住地(東海) 愛知

16 自動車 外車・高級車 自動車（外車・高級車）を所有もしくは利用している層 60 マネー 金融・投資 金融・投資関連の書籍を過去購入し、親和性が高い層 90 世帯年収 400～600万円未満 134 居住地(東海) 岐阜

17 自動車 国産車 自動車（国産車）を所有もしくは利用している層 61 マネー 不動産(購入) 不動産購入を検討、検討の余地がある層 91 世帯年収 600～800万円未満 135 居住地(東海) 三重

18 消費財 メガネ・コンタクト メガネ・コンタクトを装着、あるいは関連商品を購入している層 62 マネー 不動産（売却） 不動産売却の検討、検討の余地がある層 92 世帯年収 800～1000万円未満 136 居住地(近畿) 滋賀

19 消費財 ダイエット商品 ダイエットに関する食品・飲料・書籍を過去購入し、親和性が高い層 63 志向性 高級 高価格のモノ、サービスを品質保証と感じ、贅沢品を好む層 93 世帯年収 1000～1200万円未満 137 居住地(近畿) 京都

20 消費財 化粧品 化粧品の年間購入金額が多い層 64 志向性 ブランド 上流のモノ、サービスに価値を感じ、ブランド・知名度を優先する層 94 世帯年収 1200～1500万円未満 138 居住地(近畿) 大阪

21 消費財 タバコ タバコを嗜好している層 65 志向性 エコ 環境問題に関心が高く、環境に配慮した生活を送っている層 95 世帯年収 1500万円以上 139 居住地(近畿) 兵庫

22 消費財 健康食品 健康食品を過去購入し、親和性が高い層 66 志向性 品質 内容、品質を重視し、製品の素材が上質なものを好む層 96 同居子供年齢 0～3歳 140 居住地(近畿) 奈良

23 消費財 ペット（犬） 犬に関するペット用品を過去購入し、親和性が高い層 67 志向性 堅実 保守的な考えで手堅いもの、大衆的なものを好む層 97 同居子供年齢 4～6歳 141 居住地(近畿) 和歌山

24 消費財 ペット（猫） 猫に関するペット用品を過去購入し、親和性が高い層 68 志向性 チャレンジ 新しい商品や考え方に飛びつく層 98 同居子供年齢 7～12歳 142 居住地(中国) 岡山

25 消費財 花粉対策 花粉対策に関連する商品を過去購入し、親和性が高い層 69 志向性 低価格 低価格の商品を好む層 99 同居子供年齢 13～18歳 143 居住地(中国) 広島

26 消費財 UVケア UVケア商品を過去購入し、親和性が高い層 70 志向性 社交的 仲間と共に過ごすことを好む層 100 同居子供年齢 19～22歳 144 居住地(中国) 山口

27 消費財 ベビー用品 ベビー用食品・日用品を過去購入し、親和性が高い層 71 志向性 単独 一人の時間を楽しみ単独で行動する層 101 同居子供年齢 23歳以上 145 居住地(中国) 鳥取

28 ライフステージ 高所得者 年収1,000万円以上と推測される層 72 志向性 朝型 朝早く起きて行動することを好む層 102 職業 会社役員･経営者 146 居住地(中国) 島根

29 ライフステージ 育児 未就学児の育児を行っている層 73 志向性 夜型 夜遅くまで起きて行動することを好む層 103 職業
会社員・公務員
（内勤・事務・労務職・専門職）

147 居住地(四国) 香川

30 ライフステージ 未婚 未婚と推測される層 74 その他 国際空港利用 国内の国際空港を訪問あるいは利用している層 104 職業 会社員・公務員（外回りの営業職） 148 居住地(四国) 徳島

31 ライフステージ 既婚 既婚と推測される層 105 職業 会社員・公務員（販売・店舗スタッフ） 149 居住地(四国) 愛媛

32 ライフステージ キャリアアップ キャリアアップに関する書籍等を購入した等の行動があり親和性が高い層 106 職業 会社員・公務員（工場・現場勤務） 150 居住地(四国) 高知

33 ライフステージ 結婚 結婚予定がある、あるいは新婚と想定される層 107 職業 派遣・契約社員 151 居住地(九州/沖縄) 福岡

34 ライフステージ 高校生 高校生と想定される年代層 108 職業 自営業・自由業 152 居住地(九州/沖縄) 佐賀

35 ライフステージ 大学生 大学生と想定される年代層 109 職業 パート・アルバイト 153 居住地(九州/沖縄) 長崎

36 ライフステージ 大学受験 大学受験生と推測される年齢層や受験関連書籍を過去購入し、親和性が高い層 110 職業 主婦 154 居住地(九州/沖縄) 大分

37 ライフステージ 就活生 就職活動を行っている学生と推測される年齢層 111 職業 学生 155 居住地(九州/沖縄) 熊本

38 趣味嗜好 映画 映画（邦画・洋画）を「一定量」レンタルしている層 112 居住地(北海道/東北) 北海道 156 居住地(九州/沖縄) 宮崎

39 趣味嗜好 資格取得 資格関連の商品・書籍を過去購入し、親和性が高い層 113 居住地(北海道/東北) 青森 157 居住地(九州/沖縄) 鹿児島

40 趣味嗜好 ギャンブル ギャンブル関連の商品・書籍を過去購入し、親和性が高い層 114 居住地(北海道/東北) 秋田 158 居住地(九州/沖縄) 沖縄

41 趣味嗜好 海外旅行 海外旅行関連の商品を過去購入し、親和性が高い層 115 居住地(北海道/東北) 岩手

42 趣味嗜好 国内旅行 国内旅行関連の商品を過去購入し、親和性が高い層 116 居住地(北海道/東北) 山形

43 趣味嗜好 韓流 韓流ドラマ、音楽、書籍を過去購入し、親和性が高い層 117 居住地(北海道/東北) 宮城

44 趣味嗜好 海外セレブ 海外俳優や海外ラグジュアリー書籍を過去購入し、親和性が高い層 118 居住地(北海道/東北) 福島



オーディエンス拡張
Look-Alike AUDIENCE

広告主サイト訪問者に「類似したユーザー」へのターゲティング配信

新規の見込顧客へのリーチ施策として最適なソリューション

「広告主サイト訪問者に似ているユーザー」、「広告主サイトでコンバージョンしたユーザーに似ているユーザー」など、
ニーズに合わせて配信ターゲットを選択可能

単価
CPM＠200円～
CPC@110円～

オプション

+CPM100円

+CPM500円

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
（300x600：200KB以内）
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

・第三者配信可（対象外サーバー有）

※詳しくは「第三者配信ベンダーについ
て」をご参照ください。

・事前に広告主サイトへの当社
タグ設置が必要です。

・一定以上の広告主サイト訪問者
数（Cookie数）が必要です。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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有効期間：2017年10月1日（日）～2017年12月31日（日）



リターゲティング
Re-Targeting

広告主サイトに訪問履歴のあるユーザーへの広告配信

広告主のサービスに興味のある見込み顧客に限定した効率的な配信を実現するダイレクトレスポンス向けメニュー
単価

CPM＠200円～
CPC@110円～

オプション

+CPM100円

+CPM500円

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
（300x600：200KB以内）
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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有効期間：2017年10月1日（日）～2017年12月31日（日）



エリア ターゲティング

ユーザーのアクセスエリア（地域カテゴリ、県単位）を指定しての配信が可能

あどえりあ社のライセンス供与に基づき、IPアドレスで地域を判別

セ グ メ ン ト 別 配 信 先

● 関東限定配信

● 関西限定配信

● 東海限定配信

● 九州限定配信

東京 ・ 神奈川 ・ 千葉
埼玉 ・ 茨城 ・ 群馬 ・ 栃木

大阪 ・ 兵庫 ・ 京都 ・ 奈良
三重 ・ 滋賀 ・ 和歌山

愛知 ・ 静岡 ・ 岐阜

福岡 ・ 佐賀 ・ 長崎 ・ 宮崎
熊本 ・ 大分 ・ 鹿児島

GEOGRAPHIC Targeting

単価
CPM＠200円～
CPC@110円～

オプション

+CPM100円

+CPM500円

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
（300x600：200KB以内）
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

ご注意事項はp.27をご確認ください。
© Oath Japan KK 25

有効期間：2017年10月1日（日）～2017年12月31日（日）



ハイブリッド ターゲティング
HYBRID Targeting

ユーザーのアクセスエリアや興味関心分野・年齢性別情報等を掛け合わせることで、より細やかなターゲティングが可能

テレビCMや各種オフラインプロモーションと連動した特定のターゲットユーザーにリーチ可能

単価 CPM＠400円～

オプション

+CPM100円

追加不可

最低出稿金額 75万円～

掲載期間 2週間～

コンバージョン
計測タグ

設置可能

広告サイズ

入稿
必須

・300x250

・728x90

入稿可
（任意）

・160x600

・336x280

ファイル形式
GIF・JPEG・PNG 58KB以内
HTML5 2MB以内

掲載本数 4パターン

広告の
差し替え

可能（月2回まで）
※営業日のみ対応

その他

・同じターゲティングの
掛け合わせ不可

・第三者配信可
（対象外サーバー有）
※詳しくは「第三者配信ベンダーにつ
いて」をご参照ください。

例1：近畿地方にいる旅行に興味のあるユーザー

例2：テクノロジーに興味のあるMacユーザー

ご注意事項はp.27をご確認ください。
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有効期間：2017年10月1日（日）～2017年12月31日（日）



広告配信メニュー 注意事項について

共通注意事項

・配信可能数量は在庫状況により変動しますので、事前に当社担当にご確認ください。

・オンラインレポートにて日別、曜日別、時間帯別、クリエイティブ別のインプレッション数、クリック数、コンバージョン数（コンバージョン計測タグ設置の場合）が確認できます。

・個別の配信先名の開示・選定及び個別配信先のレポートは致しかねます。

・インプレッション数、クリック数、及びコンバージョン数の保証はありません。

・事前の掲載可否確認が必須となります。

・指定したターゲティングの配信量が最低出稿金額に満たない場合はAdcomの他のメニューと併せて、最低出稿金額以上での出稿をお願い致します。

・ご請求額はご請求書をもって確定とさせて頂きます。（レポートとご請求額に差分が生じる場合がございます。）
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広告配信メニュー 条件一覧
Advertising.com Network
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広告配信メニュー 条件一覧

メニュー メニュー名 課金体系 単価

オプション（追加料金）

最低
出稿金額

最低
掲載期間

備考

1st View 300x600

Advertising.com

ノンターゲティング

CPM 110円～ +100円 +500円

150万円 2週間CPC 90円～ - -

CPA - - -

ノンターゲティングビュースルーCPA

CPM - - -

150万円 1か月
※初月CPM課金にて実施後、合意CPA単価にて配信致します。
リターゲティング配信も含みます。

CPC - - -

CPA 備考欄参照 - -

ノンターゲティングクリックスルーCPA

CPM - - -

150万円 1か月
※初月CPC課金にて実施後、合意CPA単価にて配信致します。
リターゲティング配信も含みます。

CPC - - -

CPA 備考欄参照 - -

マイクロソフトメディアターゲティング

CPM 120円～ +100円 -

75万円 2週間CPC 90円～ - -

CPA - - -

サイトカテゴリーターゲティング

CPM 120円～ +100円 +500円

75万円 2週間CPC 90円～ - -

CPA - - -

オーディエンスターゲティング

CPM 備考欄参照 +100円 +500円

75万円 2週間
※各セグメントの単価につきましては、セグメント価格一覧を参照下さい。
※指定したターゲティングの配信量が最低出向金額に満たない場合は、
Adcomの他のメニューと併せて、最低出向金額以上でのご出稿をお願い申し上げます。

CPC 備考欄参照 - -

CPA - - -

オーディエンス拡張

CPM 200円～ +100円 +500円

75万円 2週間
※指定したターゲティングの配信量が最低出向金額に満たない場合は、
Adcomの他のメニューと併せて、最低出向金額以上でのご出稿をお願い申し上げます。CPC 110円～ - -

CPA - - -

リターゲティング

CPM 200円～ +100円 +500円

75万円 2週間
※指定したターゲティングの配信量が最低出向金額に満たない場合は、
Adcomの他のメニューと併せて、最低出向金額以上でのご出稿をお願い申し上げます。

CPC 110円～ - -

CPA - - -

エリアターゲティング

CPM 200円～ +100円 +500円

75万円 2週間
※指定したターゲティングの配信量が最低出向金額に満たない場合は、
Adcomの他のメニューと併せて、最低出向金額以上でのご出稿をお願い申し上げます。CPC 110円～ - -

CPA - - -

ハイブリッドターゲティング

CPM 400円～ +100円 -

75万円 2週間
※指定したターゲティングの配信量が最低出向金額に満たない場合は、
Adcomの他のメニューと併せて、最低出向金額以上でのご出稿をお願い申し上げます。

CPC - - -

CPA - - -

※在庫量に関しましては、各営業担当までお問い合わせ下さい。
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2017年10月～12月期

Advertising.com

広告規定と申込・入稿のご案内



Advertising.com ～ 広告規定と申込・入稿のご案内 ～

広告基本方針

32© Oath Japan KK

入稿素材について

• 入稿素材は、入稿期限までにすべて準備し、完全な状態で一括入稿してください。入稿内容に不備があり、掲載手配が進められない場合は、再入稿の日時に応じて掲載開始・素材差し替えの

日程を変更いただく場合があります。また、入稿受領後の素材修正は原則お受けできませんので、入稿の際には内容を十分にご確認ください。

• リンク先は入稿時に確認作業を行いますので、必ずリンク先サイトを立ち上げておいてください。入稿時にサイトが立ち上がっていない場合には、立ち上げ予定日を明記しキャプチャーを添

付してご入稿ください。また、立ち上げ確認後に弊社までご一報ください。

• 配信中の飛び先ページの更新が発生する場合は、再度審査を行う必要があります。弊社の事前審査なく配信中の飛び先ページ内容の変更は固くお断りいたします。

• クリエイティブや飛び先ページにキャンペーン期間が記載されている場合は、必ず終了日前までに配信を停止してください。

入稿締切日について

• 各商品の入稿締切日は広告仕様ページをご確認ください。

• 入稿締切日は順守ください。入稿締切日までにご入稿がない場合、ご希望の掲載開始日は保証できません。

• 年末年始は入稿スケジュールが通常と異なります。詳細は「申込＆入稿スケジュール」表をご確認ください。

広告区分について

広告商品を以下に区分し、それぞれに異なる入稿規定を適用しています。 各区分の入稿規定は、「各広告仕様・注意事項」をご参照ください。

◆ テキスト広告 ◆ バナー広告 ◆ リッチメディア広告 ◆ 動画広告

提携ウェブサイト様のコンテンツ利用者とクライアント様の広告効果を考慮し、「Oath広告掲載基準」（別紙）に違反する広告素材は、広告掲載をご遠慮いただく場合があります。

「Oath広告掲載基準」については、該当文書をご一読ください。また、サイト利用者が予想しない結果を得る可能性のある広告、あるいは混乱・混同する広告についても、広告掲載をご遠慮

いただく場合があります。前述のような影響のある広告については、入稿後でも修正をお願いする場合があります。



Advertising.com ～ 広告規定と申込・入稿のご案内 ～

広告掲載可否／お見積について

33© Oath Japan KK

・広告主様へのご提案前に ・お見積に際し

広告主様へのご提案前に、必ず下記内容を当社担当営業までご連絡ください。

原則4営業日以内に広告掲載可否のご回答ならびに実施単価のご提示をいたします。

ご留意事項

• 広告掲載可否は広告主様としての可否判断となります。

• 別途広告クリエイティブとLPの審査が必要となります。

ご入稿後、あらためて広告掲載可否のご連絡をいたします。

お見積をご希望の場合は、可能な範囲にて広告主様の広告配信実績等も併せてご連

絡ください。

• 広告主企業名

• 告知内容（商材）

• 想定リンク先URL

• 希望メニュー

• 実施希望時期・期間

• 予算

• お見積希望の有無

• 月間平均ビジター数

• 月間平均獲得件数

• CTR

• タグ設置の可否（コンバージョン計測タグ、リターゲティング配信タグ）

• 配信予定クリエイティブ

ご留意事項

• お見積内容の有効期限は、お見積提示後、原則30日間とさせていただきます。



Advertising.com ～ 広告規定と申込・入稿のご案内 ～

広告掲載までの流れ

34© Oath Japan KK

お申込み

（ご入稿前）

LP・バナーご入稿 ご入稿内容審査 掲載開始予定日

確定

掲載開始

1 2 3 4 5

広告掲載基準、入稿規定をご確認のうえ、下記の手順に従って、

お申込み、ご入稿をお願いいたします。

ご入稿前に、以下メールアドレスに

お申込みをお願いいたします。

申込用メールアドレス

追って担当者より「広告掲載申込書」

をご送付いたしますので、

ご署名・ご捺印の上FAXにてご返送を

お願いいたします。

FAX送付先：03-3478-7911

order.jp@oath.com

以下メールアドレスに

ご入稿をお願いいたします。

入稿用メールアドレス

order.jp@oath.com

※必ず入稿用メールアドレスへのご入稿をお

願いいたします。他のメールアドレス宛て

の場合、正式なご入稿としてお受けできま

せんので、ご注意ください。

※ご入稿いただいた内容に変更が生じた場合

には再入稿いただきますようお願いいたし

ます。

※HTML5クリエイティブは、クリエイティブ

ごとに全てのアセット（HTML・

JavaScript・画像・動画など）を1つのZip

ファイルにまとめてご送付ください。

当社担当部署にて広告内容の

確認・審査をいたします。

正式な掲載開始予定日を

ご連絡いたします。

最大5営業日



Advertising.com ～ 広告規定と申込・入稿のご案内 ～

タグ設置について

35© Oath Japan KK

コンバージョン計測タグ、リターゲティング配信タグの設置が必要な広告配信メニュー実施時のみ必要な作業となります。

送付するタグは、下記の3種類となります。

いずれも対象ページHTMLソースの＜BODY＞～＜/BODY＞タグ内に貼り付けてください。

タグ発行、タグテストに必要な日数にご注意の上、配信開始日に間に合うようにタグ設置の手配をお願いいたします。

タグ設置 タグテスト

所要日数：3～4営業日

掲載開始タグ発行

所要日数：3～4営業日

1 2 3 4

当社担当者より各種タグを

お送りいたします。

当社からの案内に従い、ウェブサイトへ

のタグ設置作業をお願いいたします。

当社担当部署にて各種タグの動作確

認のためのテストを実施いたします。

※設置方法などの詳細は担当より

ご案内いたします。

※テストが正常に完了しない場合は再テストが必要

となります。所要日数の増加により結果的に配信

開始が遅れる可能性がありますので、ご注意くだ

さい。

タグ名称 目的 設置場所

コンバージョン計測タグ
コンバージョンの計測
※ビュースルーコンバージョンの計測も可能です。ご希望の場合は営業担当宛にご連絡ください。

コンバージョンページ

リターゲティング配信タグ リターゲティング対象ユーザーマーキング
サイト内の各ページやランディング

ページなど

リターゲティング配信除外タグ 一度コンバージョンしたユーザーを配信対象から除外 コンバージョンページ
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申込用メールアドレス
※入稿用メールアドレスと共通。 order.jp@oath.com

※必ず上記の申込用メールアドレスへお申込をお願いします。他メールアドレス宛の場合、正式な発注としてお受けできませんのでご注意ください。

申込時

件名：【申込】広告主様名 / 案件名： Advertising.com / メニュー名 / オプション / セグメント ：掲載開始日 - 掲載終了日

■申込内容

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

代理店様名： ▶ 正式名称をご記載ください。

広告主様名： ▶ 正式名称をご記載ください。

案件名： ▶ 任意（キャンペーン内容、訴求商品など）

媒体名： Advertising.com

メニュー： ▶ 配信メニュー名をご記載ください。

オプション： ▶ オプションの指定がある場合はオプションの種類をご記載ください。

セグメント： ▶ 指定がある場合はターゲティング情報をご記載ください。

掲載期間： ▶ yyyy/mm/dd（曜日） – yyyy/mm/dd （曜日）

掲載量： ▶ CPC課金→クリック数、CPM課金→インプレッション数、CPA課金→コンバージョン数をご記載ください。

合意単価： ▶ グロス金額をご記載ください。

▶ ネット金額をご記載ください。

お申込み金額： ▶ グロス金額をご記載ください。

▶ ネット金額をご記載ください。

備考： ▶ 追加の連絡事項等があればご記載ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

申込時は、以下のフォーマットにて上記申込用メールアドレス宛にお申込みください。

© Oath Japan KK
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入稿用メールアドレス
※申込用メールアドレスと共通。 order.jp@oath.com

※必ず上記の入稿用メールアドレスへご入稿をお願いします。他メールアドレス宛の場合、正式な入稿としてお受けできませんのでご注意ください。

© Oath Japan KK

入稿時は、以下のフォーマットにて上記入稿用メールアドレス宛にお申込みください。

入稿時

件名：掲載開始日 – 掲載終了日：Advertising.com / メニュー名 / オプション / セグメント【新規/差替】広告主様名

■申込内容

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

代理店様名： ▶ 正式名称をご記載ください。

広告主様名： ▶ 正式名称をご記載ください。

案件名： ▶ 任意（キャンペーン内容、訴求商品など）

媒体名： Advertising.com

メニュー： ▶ 配信メニュー名をご記載ください。

オプション： ▶ 指定がある場合はオプションの種類をご記載ください。

セグメント： ▶ 指定がある場合はターゲティング情報をご記載ください。

掲載期間： ▶ yyyy/mm/dd（曜日） – yyyy/mm/dd（曜日）

備考： ▶ 追加の連絡事項等があればご記載ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

■入稿原稿

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

・掲載期間： ▶ yyyy/mm/dd – yyyy/mm/dd

・ファイル： ▶ 添付ファイル名をご記載ください

・リンク先： ▶ http://または https:// で始まるリンク先をご記載ください。

・備考： ▶ 特記事項がある場合には内容をご記載ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

■ 追加原稿

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

・掲載期間： ▶ yyyy/mm/dd – yyyy/mm/dd

・ファイル： ▶ 添付ファイル名をご記載ください

・リンク先： ▶ http://または https:// で始まるリンク先をご記載ください。

・備考： ▶ 特記事項がある場合には内容をご記載ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

■ 停止原稿

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

・ファイル： ▶ ファイル名をご記載ください

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

新規入稿 差替入稿
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入稿用メールアドレス
※申込用メールアドレスと共通。 order.jp@oath.com

※必ず上記の入稿用メールアドレスへご入稿をお願いします。他メールアドレス宛の場合、正式な入稿としてお受けできませんのでご注意ください。

© Oath Japan KK

設定変更時は、以下のフォーマットにて上記入稿用メールアドレス宛にお申込みください。

リンク先ページ内容/リンク先URL変更時

件名：変更日：Advertising.com / メニュー名 / オプション / セグメント【LP変更/URL変更】広告主様名

■申込内容

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

代理店様名： ▶ 正式名称をご記載ください。

広告主様名： ▶ 正式名称をご記載ください。

案件名： ▶ 任意（キャンペーン内容、訴求商品など）

媒体名： Advertising.com

メニュー： ▶ 配信メニュー名をご記載ください。

オプション： ▶ 指定がある場合はオプションの種類をご記載ください。

セグメント： ▶ 指定がある場合はターゲティング情報をご記載ください。

掲載期間： ▶ yyyy/mm/dd（曜日） – yyyy/mm/dd（曜日）

備考： ▶ 追加の連絡事項等があればご記載ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

■変更内容

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

対象ファイル： ▶ 添付してください。

変更後URL： ▶ パラメータ含めリンク先URLに変更がある場合、ご記載ください。

▶ クリエイティブ毎に異なる場合は、それぞれご記載ください。

変更日時：

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

※配信中広告のリンク先ページの内容が変更になる場合には、事前審査が必要になります。
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画像ファイル名について
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ご入稿時の画像およびエクセルファイル名は、他ファイルとの重複・混同を避け、迅速に掲載手配をおこなうため、以下のようなファイル名にてご入稿ください。また、修正・再入稿時にもオリジ

ナルのファイル名との混同を避けるため異なるファイル名にて修正・再入稿ください。

ファイル名命名規則

ファイル名： 掲載開始日_クライアント名_商品名_サイズ_識別文字

＜注意事項＞

• ファイル名は全て半角英数字で設定してください。全角文字の使用は不可となります。

• 使用可能な記号は半角エックス（x）、アンダーバー（_）、ハイフン（-）のみとなります。

掲載開始日： 2016年12月26日掲載開始
クライアント名： 〇〇〇株式会社
商品名： △△△

ファイル名： 161226_〇〇〇_△△△_300x250_a.gif
161226_〇〇〇_△△△_300x250_b.gif
161226_〇〇〇_△△△_300x250_c.gif

(例）
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300x600 300x250・728x90・160x600・336x280・320x100・320x50

ファイル容量 200KB以内 58KB以内

アニメーションGIF 30秒以内に静止（無限ループ不可）

枠線 必須（広告クリエイティブの背景色が白や、淡い色の場合は、必ず枠線を付けてください。）

企業名記載 広告クリエイティブには必ず広告主の企業名または企業ロゴを記載してください。

altテキスト 指定不可

バナー広告：クリエイティブ原稿規定

40© Oath Japan KK

GIF/
JPEG/
PNG
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バナー広告：HTML5クリエイティブ原稿規定

41© Oath Japan KK

※ HTML5クリエイティブをご入稿の際には、必ずヒアリングシートに回答を記載してご入稿ください。

こちらのURLからヒアリングシート（エクセルシート）をダウンロードし、

回答をご記載の上、HTML5クリエイティブ入稿時に併せてメールに添付してください。

http://www.aolplatforms.jp/data/HTML5-hearing-sheet.xlsx

入稿物

第三者配信の場合 HTML形式の入稿用タグ ＋ ヒアリングシート

当社への直接入稿の場合 素材（HTML, JSファイル含む）全てをサイズ毎にまとめたZipファイル ＋ ヒアリングシート

原稿規定

制作ツールベンダー（直接入稿） Adobe Flash ／ Google Web Designer

認定ベンダー（第三者配信） DoubleClick ／ Sizmek ／ Gold Spot Media

フォーマット In-Banner ／ In-Banner Video

ファイル容量（動画含む） 2MB以内

動画フレームレート 30フレーム/秒以内

動画の配信方式 プログレッシブダウンロード

ポライトロード設定 必須

枠線 必須（広告クリエイティブの背景色が白や、淡い色の場合は、必ず枠線を付けてください）

企業名記載 広告クリエイティブには必ず広告主の企業名または企業ロゴを記載してください。

音声 デフォルトではOFF。音声調節用のボタン等を配置して音声の再生可能。（ユーザーのアクション後に限り音声の使用が可能）

時間（ループ） 30秒以内に静止（無限ループ不可）※30秒を超える動画に関しては、30秒以内に一旦静止後、再生ボタンを表示するなどしてご対応ください。

マルチリンク 2つまで

禁止事項
・ユーザーのクリックアクション以外でのページ遷移
・外部ファイルの読み込み、外部ファイルへの書き込みおよびそれらの行為に準ずる処理

その他

過度に短いカット割りの使用・サブリミナル効果・ハレーション等の視覚表現や、マウスオーバーやマウスクリック等により発生するアニメーションやギミック等に
より、広告閲覧者に不快感や誤解を与え得ると当社が判断したクリエイティブ、および、その他理由で当社が配信するのに不適当であると判断したクリエイティブに
つきましては、再度入稿していただく可能性があります。ご了承ください。

※HTML5クリエイティブは、配信対象からInternet Explorer9以下を除外致します。

http://www.aolplatforms.jp/data/HTML5-hearing-sheet.xlsx
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第三者配信に関する規定

42© Oath Japan KK

入稿に関して

• Secureタグ（SSL準拠）での入稿が必須となります。

• 第三者配信タグとともに、広告クリエイティブ・リンク先URLを入稿用メールアドレスへ送付ください。

• LPが本番UPされていない場合は、LPキャプチャを添付の上本番環境UP日時をご連絡ください。UP日時によってはご希望の開始日に沿えない場合がございますのでご注意ください。

• 広告の原稿規定（クリックタグを除く）および広告掲載基準は、第三者配信会社ではなく当社規定に準拠ください。

• 第三者配信サーバーで配信設定が完了していることをご確認の上、弊社窓口までご入稿ください。

• リンク先URLは新しいウィンドウ（”_blank”）で開くように設定してください。

• 第三者配信タグは、広告配信メニュー毎に、広告パターン別・広告サイズ別にご入稿ください。

（1配信タグ＝1広告とし、1つの配信タグで2つ以上の広告を表示するような設定はしないでください。）

• 入稿メールの備考欄に第三者配信会社名を記載してください。

注意事項

• リストに記載がない第三者配信会社をご希望の場合は、弊社営業までご相談ください。尚、対応には1か月以上かかる場合がございますので、余裕をもってご相談ください。

• アドネットワーク および インベントリ再販業者はお受けできません。

• 当社の事前掲載可否が通っていない原稿の配信は禁止です。必ず事前に掲載可否を通してください。弊社の事前掲載可否がなく、かつ弊社広告掲載基準に違反している広告配信を発見した場

合は、直ちに広告の配信を停止する場合があります。

• 配信タグ読み込み時には必ず広告が表示されるよう設定ください。（配信する広告が存在しない時間が生じないよう設定にご注意ください）

• 弊社配信システムとの乖離については配信保証対象外となります。

• 弊社配信システムの配信数に基づき請求が発生いたします。

• 第三者ベンダー以外によるトラッキングや調査等の呼び出しは不可となります。

（特定の目的で使用する場合は当社営業担当へ事前にご相談ください。）

免責事項

• 第三者配信システムの不具合などによる配信不備に関しては、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
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広告配信実績のある第三者配信ベンダー

43© Oath Japan KK

対象：Advertising.com  / ONE by AOL: Display

Desktop Smartphone

• Atlas

• digitalice

• DoubleClick

• iEffect

• Mediaplex

• Sizmek

• ViewThroughエビス

• Goldspot Media

• Sizmek

• ViewThroughエビス

• DoubleClick

• カメレオン ※ONE by AOL: Displayのみ対応可
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利用者に不快感を与えるものは掲載できません。

1. 視覚的に刺激の強い動画、急激なフラッシング

2. 点滅による強調

3. 反復的、単位時間の短い単純アニメーションの繰り返し、ルーピング

4. クリックするとダウンロードを開始するような広告 など

外見上「見紛う」「紛らわしい」表現を含み、利用者の意思に反した動きや誤解を与える広

告素材は掲載できません。

1. ぼんやりした、または 不明瞭なデザイン/ロゴ/イメージ。 また、広告の責任所在が不明確

なもの。

2. 広告主やブランドが複数と捉えられるようなもの。

＊但し、それらの関連性が不自然でなくユーザーに混乱を与えず、主体者が明確な場合は個別に掲載可否を判断します。

3. 広告素材自体またはリンク先ページにおいて、ユーザーの意図に反しユーザーの遷移を妨

げると思われるポップアップ・ポップアンダー、並びにそれに類するクリエイティブ。

4. コンピューターウィルスおよびワームに感染したような印象を与えるイメージ。ユーザー

のコンピューターにインストールされている／いないに関わらず、破損したファイルが検

出されたなど、ユーザーが使用しているコンピューターまたはシステムの詳細を把握して

いるふりをする広告。

5. OS・ブラウザ・その他ソフトウェア特有のパーツと見間違う恐れのある表現（例：アラー

トマーク、マウスポインターなど

■広告全般に関すること

■広告クリエイティブ及び飛び先ページの掲載審査

• 法律（不当景品類および不当表示防止法、不正競争防止法、個人情報保護法、その他各種業法

を含むがそれらに限定されません。）政令、省令、条例、条約、公正競争規約に対する違反ま

たはその恐れがある場合は、掲載できません。

• 法律によって消費者に対する警告表示（利用者の年齢制限など）が必要とされているにもかか

わらず、警告文が入っていない場合は掲載できません。

• 許可･認可を要する業種で必要な許可・認可を取得していない広告主は掲載できません。

• 社会秩序を乱したり、犯罪的行為に結びつくまたは誘発する恐れのある広告は掲載できません。

• 第三者を誹謗中傷、名誉毀損している広告は掲載できません。

• 内外の国家、民族などの尊厳を傷つける恐れのあるものは掲載できません。

• 差別発言を助長または促進する表現・内容は、その対象が個人または団体であるか、およびそ

の主張が当該個人または団体の人種、性別、信条、国籍、宗教、性的指向、社会的地位または

言語にもとづくものであるかを問わず、掲載できません。

• 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるものは掲載できません。

• レイプ、拷問、食人風習、苦痛または死、自傷、自殺、生々しいまたは暴力的なイメージを支

持、助長、美化、または宣伝する広告は掲載できません。

• 性に関する表現で、著しく猥褻性の高いものや過度の露出などにより青少年の保護育成に反す

るおそれのあるものは掲載できません。

• 医療、医薬品、医薬部外品、化粧品、健康食品等の広告で、効能・効果等が厚生労働省の承認

する範囲を逸脱している広告および消費者に過大な期待を抱かせたり、その効能を保証するよ

うな広告は掲載できません。

• 著しく射幸心をあおるような表現や過度の顧客誘引をはかるものは掲載できません。

• 本サイトの運営並びにOathの企業活動を妨げるものは掲載できません。

• 当社広告掲載ガイドラインにより掲載可・不可と定められている業種・サービスであっても、

市場の変化などにより 当社個別の判断で掲載可否を決めさせていただく場合があります。

インターネット広告推進協議会の「インターネット広告掲載に関するガイドライン」ならび

に当社広告掲載ガイドラインに基づき、以下の表現を行う広告クリエイティブ及び飛び先

ページにつきましては、特に掲載が不可となりますのでご留意ください。
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7. ユーザーに対して間違った情報を与えかねない、事実に反する、または意味の無い表現。

⁃ 広告と飛び先ページの記載内容に齟齬があるもの

⁃ 日付が現実と異なっている、時間が現実と異なっている。

⁃ 広告内に表示されている製品/サービスが含まれないリンク先

⁃ アンケート、調査、統計などのデータを記載しているもののうち、自社・外部を問わずデー

タの引用元及び調査時期の記載がないもの、また引用されるデータの実施時期が不適切に古

いと判断されるもの。

⁃ 期間限定の訴求があるもので、飛び先ページに対象期間の記載がないもの。

⁃ 価格、数量の増減などを訴求（●●割引、■■%増量など）するもので、その基準となる項

目の記載がクリエイティブもしくは飛び先にないもの。

（例：「標準価格10,000円より3割引」などの記載のないもの）

⁃ 景品や特典が当たる、などといったキャンペーン告知において、応募期間、当選数の明記が

ないもの、その他景品表示法に抵触するおそれがあると当社が判断するもの。

⁃ 商品やサービスが実際より優良なものと誤認させる優良誤認や、他社よりも安いと認識させ

る有利誤認の疑いがあるもの

広告掲載先サイト内のコンテンツやサービスと混同させるような広告や、ユーザーに誤解

を招く部分が多いと判断される場合には掲載できません。

1. 広告と掲載サイトコンテンツの区切りが明確でない広告。画像の四辺において枠線などの

境界がなく、背景と同化し、ユーザーに対し明らかに広告であることが明示されていない

6. 機能性があるように見えるが実際には機能しないイメージ。

（例：ドロップダウンメニュー、ラジオボタン、チェックボックス、スクロールバー、テキストボックス、

検索窓など）
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2. テキストリンクを模倣し、コンテンツと見紛うようなデザインを使用している。

その他以下に該当するものは掲載できません。

1. 広告主のロゴまたは広告主の社名などがなく、責任の所在が不明瞭である広告。 （飛

び先ページ含む）

2. 事実に反する、あるいは根拠の不明確な表現。

3. 一般的に不快と感じられる、あるいは意味のない表現。

4. 個人情報に該当する情報の取得を目的とする飛び先ページのうち、ユーザーが当該情

報を送信する前に確認できる位置にプライバシーポリシーが設置されていないもの。

5. 飛び先ページが完成していないもの（リンク切れ、配信開始時とページ表示が異なる

もの）

6. その他、当社が必要と判断する内容が不足しているもの。

7. その他、当社が不適切と判断した表現。

注意が必要な語句

広告メニューによっては広告素材の使用に注意が必要な語句があります。

ニュース、速報、特報、緊急、号外、スクープ、コラム、チャンネル、特集、話題、およびこ

れらと同じものを意味する単語と英単語、またこれら以外にもメディアのコンテンツに類似す

る表現、Oath側で不適切と判断した語句が対象となります。

最大級あるいは絶対的な表現

最大級を意味する表現、絶対的な表現、あるいは他との比較による優位性を意味する表現に

ついては、根拠なしにこれらを使用することはできません。

原則として、公正かつ客観的で具体的事実に基づくものである、あるいはリンク先のサイトで

それらの表現について十分な説明がなされている必要があります。Oathではこれらの表現の

正当性をすべて検証することはありませんが、必要に応じて根拠となる資料またはデータの提

出を求める場合があります。

ナビゲーション/機能性

• ユーザーがブラウザの「戻る」あるいは「閉じる」ボタンを使用できないようにして、広

告主のサイトから移動できないようにする、広告主のサイトに意図的に閉じ込めるような

リンク先サイトは掲載できません。

• 広告素材の掲載期間中、掲載しているクリエイティブ、またそのリンク先は、Oathの事前

の承認なしに変更することはできません。

• 個人を特定できる情報(PII)を収集する広告主は 個人情報保護法を遵守する必要があり

ます。

• 第三者の財産権（知的財産権等）、プライバシーを侵害するものは掲載できません。

• 氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断利用したものは掲載できません。

• 自社製品ではない製品をプレゼントキャンペーンなどに使用する場合は、広告主が事前

にこうした使用に当たって問題がないことを確認していなければなりません。

■プライバシー、所有権

■掲載不可サービス・商品

以下のサービス及び商品を訴求する広告については、掲載を不可と致します。

サービス・商品 備考

風俗店・風俗店情報 風俗営業等の規制及び義務の適正化に関する法律（昭和23年7月10日法
律第122号）で風俗営業と規定される業種及び風俗営業類似の業種

アダルト商品・精力剤 一般常識に照らしわいせつ性を想起させるもの、性的機能強化、改善を
期待させる表現の医薬品、医薬部外品、清涼飲料水

たばこ たばこそのものの広告

ギャンブル 日本国の法的に認められていない賭博行為
（ただし、法的にみとめられている主権者の企業情報や、その主権者も
しくは主権者が公的に認めた販売店による開催日の告知を目的とした広
告の場合に限り掲載可）

占い・運勢判断 娯楽性が高いと当社が判断した場合のみ掲載可

宗教 宗教団体の活動告知は不可
（ただし、組織・行事の紹介、または書籍や刊行物の広告で当社が適切
と判断した場合に限り掲載可）

興信所・探偵事務所 このようなサービスや行為を謳ったものはすべて不可

債権取り立て・示談引受 このようなサービスや行為を謳ったものはすべて不可

ネットワークビジネス・
モニター商法・内職商法

特定商取引に関する法律（昭和51年6月4日法律第57号）で、連鎖販売取
引と規定される業種など
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以下に記載の業種・サービスにおいては、内容により細かい制限があります。事前に掲載に関し十

分に審査を致しますのでご留意の上ゆとりを持ってご入稿ください。

金融商品取引業（証券業、先物金融取引業）

金融取引法28条により区分された第一種金融商品取引業の登録を受けた株式会社であること。

（金融庁ホームページ内にて確認可能）

また、次に挙げる者は基本的に掲載不可となります。

1. 金融商取引法（昭和23年法律第25号）第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち主として

同条第20項に規定するデリバティブ取引を行うもの。

商品先物取引、外国為替証拠金取引（FX）、有価証券指数等先物取引などが含まれる。

※但し、取引証拠金等の額の表示、商品先物取引のレバレッジ性に係る表示、商品先物取引

のリスクに係る表示、対価の額の表示などが正しくなされている場合は個別に掲載可否を判

断します。

2. 金融商品取引法により定められた自己資本規制比率がサイト内に表示されていないもの、ま

たは自己資本規制比率が120％を下回るもの、もしくは資本金が5,000万円を下回るもの。

3. 各商品の関連団体が定める広告関連規定を遵守していること。

貸金業

貸金業法第二条第一項に定められた貸金業のうち、貸金業法第2章第3条に基づく国（内閣総理大

臣）あるいは都道府県知事への登録が行われているもの。また、日本貸金業協会、もしくは株式公

開企業であり国内の銀行出資が50％以上であることを原則とします。

また、次に挙げることが認められると判断される場合、掲載不可となります。

1. 消費者に過大な負担を課する金利水準（出資法、および利益制限法の上限を超えた金利水

準）の事業者

2. 借主の返済能力を十分勘案し貸付をおこなっていない事業者、違法もしくは不当な取り立て

を行うことが明らかになった事業者

3. その他、当社が不適当と判断する事業者

クレジットカード/ローンカード

株式公開企業であること、または国内の銀行出資が50％以上であることを原則とし、それら以外

は当社が個別に掲載可能と判断しない限り、掲載不可となります。

結婚紹介/出会い系

プライバシーマーク認定事業者であり、本人確認書類（独身証明書や卒業証明書などを含む）の提

出による入会基準や料金体系が明確であり、一定期間の運営実績がある事業者を前提とし、それら

以外は原則すべて掲載不可となります。

コンプレックス

植毛など手術や医療行為を伴うと判断される商材や性的なコンプレックスについて訴求しているも

のは原則すべて掲載不可となります。育毛用品については薬機法第66条から第68条までの規定及び

厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の規定に反しないものであれば掲

載可能とします。

エステティックサロン・美容整形・美容器具

脂肪吸引含め手術や医療行為が行われると判断した場合、すべて掲載不可となります。また、著し

く痩身や美容改善を謳っているサービスについても掲載不可となります。

パチンコ業

企業告知、商品告知、オンラインにて金銭の享受がないゲーム以外はすべて掲載不可となります。

オンラインゲーム

金銭の享受がなく、賭博に該当しないこと、また著しく反社会的なゲーム内容でないもの以外は掲

載不可となります。

通信販売業・販売業

原則として社団法人日本通信販売業界（JADMA）の会員であり、その旨サイトに記載されている企

業、また、物品などの販売が発生する場合、サイト上に「特定商取引に基づく表示」を明記する必

要があります。

人材募集

労働者派遣法や職業安定法に基づき、厚生労働大臣から必要な許可を受けている者であることとし

ます。人材募集に見せかけて、商品などの売りつけや資金集めを目的としているものや、売春など

の勧誘やあっせんの疑いのあるものは掲載不可となります。
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健康食品

効果、効能を断定的に謳った広告表現や、薬機法、景品表示法に抵触すると当社が判断したも

のは掲載不可となります。

医療関連

以下の各項目にあたる広告はすべて掲載不可とします。

1. 医療・医薬品・医薬部外品・医療用品・化粧品などの広告で、医療法・医師法・薬機法に

触れるおそれがあるもの

2. 医業に関する広告のうち、当社が医療法などに定められた事項の範囲を超えていると判断

したもの

3. 医薬品・化粧品などの効果効能についての表現は、法によって認められた範囲を超えてい

ると当社が判断したもの

4. 医薬品・化粧品などの効果効能及びその安全性について、最大級またはそれに類する表現

が認められるもの

5. 著しく不安・恐怖・楽観的な印象を与えるおそれのある表現が認められるもの

6. 医師・薬剤師・美容師などが、医療品・医薬部外品・医療用具・化粧品を推薦する広告

7. 国内で承認されていない医薬品、医療機器

不動産関連

宅地建物取引業、不動産の表示に関する公正競争規約（表現規約）に触れるおそれがあると当

社が判断したものは掲載不可となります。

介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービスなど

1. 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区分し、誤解を招

く表現を用いないこと

2. 「有料老人ホーム」においては、厚生労働省が規定する事項を順守し、厚生取引委員会の

有料老人ホーム等に関する不当な表示及び同表示の運用基準に抵触しないこと

3. 「介護老人保護施設」については、介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外

は広告不可

墓地など

都道府県知事または市長の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名がサイト上に記

載されていること。

その他

1. 閲覧、購入、ダウンロードの過程で年齢認証が発生し、未成年への提供をしていない商

品、サービスについてはすべて掲載不可となります。

2. 法令表記が義務付けられている、アルコール飲料や消費者金融などは業界の自主基準の

表記なきものは基本的に掲載不可となります。（「飲酒は20歳になってから」など）

これらはOath Creative Acceptance Policy（広告掲載基準）を抜粋したものです。

• Oath Creative Acceptance Policy（広告掲載基準）は、Oathへ広告掲載を希望す

る広告主を対象とします。

• 掲載に際し、留意を要する業種・サービスに当たらない場合は原則掲載可能です。

ただし、基準を満たしていても社会的な動向により、Oathが不適切だと判断したも

のは掲載できません。

• Oathは、いつでも、その理由を問わず、広告主または広告素材の掲載を拒否する権

利を留保し、その理由を説明する義務を負わないものとします。

• 企業・クリエイティブの表現・内容により、掲載できない場合がございます。特定

のサイトまたは特定の広告商品では、個別に規定を設けている場合がございます。

• これら弊社競合企業や商品についての規定は、随時アップデートが行われています。

詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。

■業種別個別掲載判断基準
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広告掲載の注意事項

お申込みについて

・お申し込み後のキャンセルおよび変更はできません。

制限事項

・JavaScript設定が無効になっているブラウザに対して表示サポートは行っておりません。

その他

・当社では、競合他社の同載排除などの調整は行いませんので、ご了承ください。

・インプレッション保証および期間保証商品につきましては、掲載開始日およびクリエイティブの切替初日は、午前0時頃を掲載開始時間とし、同日正午までを掲載確認

時間としております。掲載確認時間内の掲載不具合につきましては補填措置対象外とします。

・期間保証商品につきましては、総掲載予定時間の3％以内、もしくは6時間のどちらか少ない方の時間内での掲載不具合は、賠償および補填措置の対象外とします。なお、

上述の通り、掲載確認時間内は掲載不具合とみなしません。


