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MSN内特集ページ「Featured of the Month」 概要

MSNサイト内に特設する、カテゴリ別の特集タイアップページです。
定型フォーマットに、写真や動画、外部リンクを設置するだけで、手軽に特集ページが作れます。
MSNホーム ストライプ内の枠を始めとする、MSN内の誘導枠から、ユーザーを特集ページに効率的に誘導します。

MSN内特集ページ

Featured of the Month
MSNホーム

4週間:5万PV保証

広告主ページ

申し込み
ページ

資料請求
ページ

お問い
合わせ
ページ

■オプションメニュー
各MSNカテゴリページの
広告枠ジャックメニューも
ご用意しております。
営業担当までお問い合わせくだ
さい。



3© Oath Japan KK

①MSN自動車「Car of the Month」 掲載内容

写真ギャラリー

SNSリンク

記事

動画

申込・問合せ
外部リンク

SNSフィード

＊画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

また、商品の変更、追加を実施する場合があります。

＊内容、イメージは、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください

広告主AD枠

商品やイメージ画像を
複数枚、ギャラリーと
して掲示。

広告主のSNSアカウン
トのリンクを設置する
事で、よりインタラク
ティブなコミュニケー
ションが可能。

より企画性の高いコン
テンツで、商品・車種
のSPECや魅力を、余
すことなく訴求できま
す。

イメージ動画で、より
リッチなクリエイティ
ブが訴求出来ます。

特集ページのバナー広告枠
をジャックする事で、より
プレミアムなブランド訴求
が可能です。

①ビルボード(970x250)

or

スーパーバナー(728x90)

②ビッグアド(300x250)

or

カンバス(300x600)

③ビッグアド(300x250)

※ビルボード・カンバスの
同載不可

試乗申し込みや、資料
請求、お問合せフォー
ムへのリンクを設置し、
閲覧後のユーザーアク
ションに繋げられます。

広告主のSNSアカウン
トのフィードをタイム
リーに連動可能。

広告主AD①

広告主

広告主

広告主ロゴ

広告主
AD②

広告主
AD③
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②MSNエンタメ「Movie of the Month」 掲載内容

SNSリンク

記事

動画

申込・問合せ
外部リンク

SNSフィード

＊画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

また、商品の変更、追加を実施する場合があります。

＊内容、イメージは、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください

広告主AD枠

広告主のSNSアカウン
トのリンクを設置する
事で、よりインタラク
ティブなコミュニケー
ションが可能。

映画やドラマ、コンテ
ンツの魅力を、余すこ
となく訴求できます。

イメージ動画で、より
リッチなクリエイティ
ブが訴求出来ます。

特集ページのバナー広告枠
をジャックする事で、より
プレミアムなブランド訴求
が可能です。
①スーパーバナー(728x90)

or

ビルボード(970x250)

②ビッグアド(300x250)

or

カンバス(300x600)

③ビッグアド(300x250)

※ビルボード・カンバスの
同載不可

映画の上映情報や、
キャンペーンなどへの
リンクを設置し、閲覧
後のユーザーアクショ
ンに繋げられます。

広告主のSNSアカウン
トのフィードをタイム
リーに連動可能。

写真ギャラリー

商品やイメージ画像を
複数枚、ギャラリーと
して掲示。

広告主AD①

広告主
AD②

広告主
AD③

広告主ロゴ
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③MSNトラベル「Travel of the Month」 掲載内容

SNSリンク

記事

動画

申込・問合せ
外部リンク

SNSフィード

＊画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

また、商品の変更、追加を実施する場合があります。

＊内容、イメージは、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください

広告主 AD枠

広告主のSNSアカウン
トのリンクを設置する
事で、よりインタラク
ティブなコミュニケー
ションが可能。

ツアーや観光地のおス
スメ情報など、魅力を
余すことなく訴求でき
ます。

イメージ動画で、より
リッチなクリエイティ
ブが訴求出来ます。

特集ページのバナー広告枠
をジャックする事で、より
プレミアムなブランド訴求
が可能です。
①スーパーバナー(728x90)

or

ビルボード(970x250)

②ビッグアド(300x250)

or

カンバス(300x600)

③ビッグアド(300x250)

※ビルボード・カンバスの
同載不可

予約、資料請求などへ
のリンクを設置し、閲
覧後のユーザーアク
ションに繋げられます。

広告主のSNSアカウン
トのフィードをタイム
リーに連動可能。

写真ギャラリー

商品やイメージ画像を
複数枚、ギャラリーと
して掲示。

広告主AD①

広告主
AD②

広告主
AD③

広告主ロゴ
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MSN内特集ページ「Featured of the Month」商品詳細

■金額

MSN自動車： 媒体費：￥5,000,000 MSNエンタメ・MSNトラベル： 媒体費：￥2,000,000 
MSN自動車・MSNエンタメ・MSNトラベル： 制作費：¥600,000（ページビルドアップ・記事作成・背景ジャックの制作を含む）

※その他カテゴリについては、営業担当までお問い合わせください。
※媒体費はグロス価格・制作費はネット価格となります。

■内容
①MSNカテゴリ内特集ページ「Featured of the month」への掲載（1ページ）
・フォトギャラリー/動画
・記事本文
・申込・問合せ等リンクボタンの設定
・広告主SNSフィードの反映
・特集ページのバナー広告枠への掲載
②MSNホームストライプ誘導枠等から特集ページへの誘導（誘導枠の指定は出来ません。）

■想定PV

5万PV保証

■掲載期間
4週間保証

■お申込み・オリエン期限
お申込み：基本45営業日前
オリエン：基本40営業日前

■レポート内容
特集ページPV数 / バナー広告 CT / 問合せリンクCT / SNSシェアボタンCT /動画再生数

■必要入稿素材
・フォトギャラリー用画像 / 動画
（容量に制限はございませんが、ユーザビリティの観点から、調整させていただく場合がございます。）
・接続SNSアカウント
・問合せリンクボタンの記載文言とリンク先URL
・誘導枠バナー素材（詳細は実施の際にお伝えいたします。）
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ご注意事項

■掲載可否：

・本商品については、ご提案前に掲載可否確認が必要です。詳細につきましては、営業担当までお問い合わせ下さい。

・掲載可否のお問い合わせなく、決定で申し込まれた場合、受領できない場合もありますので、ご注意下さい。

・掲載可否時には以下情報も併せて連絡してください。

1. クライント名、商品名

2. 希望実施期間

3. 代理店/Rep（無い場合は記載必要なし）

4. 訴求希望要素/Goal

■広告のお申し込みに関して

・決定優先となります。

・お申込み開始日 2017年8月23日（水）～

・お申し込み窓口は、order.jp@oath.com となります。

■免責事項
・ガイドライン・価格・商品仕様、ページレイアウト、誘導プランは変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

■その他
・制作費は、制作物の内容により異なります。
・お申込み時期、オリエン日程、制作期間については、案件ごとに都度調整も可能です。
お気軽に弊社担当営業までご相談ください。

・広告主様、代理店様専用の計測タグやリターゲティング用のタグは、基本埋め込み不可とさせて頂きます。

mailto:order.jp@oath.com

