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2017年7月3日改定

VIDEO AD PLATFORM

2017年7月～9月期

動画広告DSPのご案内
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• アドベリフィケーション対応

• 国内最大級のプレミアム在庫へ接続

• 独自のターゲティング機能

KEY BENEFITS

• 月間配信可能在庫量 15億インプレッション

• 国内外のブランド広告主3,000社以上が利用

THE NUMBERS

VIDEO  DSP / SSP / Trading desk

ONE by AOL: Videoは、ONE by AOLブランドにおけるRTB対応の動画広告配信プラットフォームです。

DSPのみならず、Exchange、SSP、PMP等やTrading desk機能を保有し、広告主と媒体社を結ぶ動画ソリューションを一気通貫で提供
することで、余計な手数料を省き、多くのプレミアム媒体に対してプログラマティックに広告配信可能です。
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動画DSPならではの幅広いインベントリーソース・
ターゲティングデータ

One by AOL:Videoはグローバル規模で数百億ものインプレッションを分析し、広告主の目標達成の為、
プログラマティックにキャンペーンを最適化しながら広告配信することが可能です。
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高い視認性を確保したIn-Stream/Out-Stream両在庫を保有

本編開始前のプレロール広告が中心のため、再生完了率が高い
ファーストビューかつ画面占有率の高い再生環境、音声あり
MSNビデオ・ニコニコ動画を始めとしたオリジナル在庫を保有

課金形態 CPM課金* スキップ あり／なし選択可能
※媒体によりスキップ有無の条件は異なります。

動画秒数 15・30・60秒

In-Stream

*請求金額は掲載実績に応じて変動いたします。お申込金額の満額配信は保証しておりません。
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法人運営媒体が作成するプレミアム記事コンテンツ内の枠を多数保有
インリード枠はIAB基準のViewable再生に対応
リーチ獲得を目的にしたキャンペーンに有効

課金形態 CPM課金* スキップ なし
※媒体によりクローズボタン有無の条件は異なります。

動画秒数 15・30・60秒

Out-Stream

*請求金額は掲載実績に応じて変動いたします。お申込金額の満額配信は保証しておりません。

高い視認性を確保したIn-Stream/Out-Stream両在庫を保有
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アドベリフィケーション対応

Non Human TrafficViewability Risky Contents

ONE by AOL : Videoは全てのクオリティーコントロールをPre-Bid(配信事前)で実施。

ボット（機械）による不正インプレッションや閲覧
できない広告枠など、低品質なサイトへの配信を未
然に防ぎ広告コストの無駄を削減する機能。

<meta http-equip="Content-Type" 

content="text/html; charset=UTF-8" />

<meta http-equip="Content-Script-Type" 

content="text/JavaScript" />

<meta http-equip="Content-Style-Type" 

content="text/cuss" />

<!doctype html><html lang=“ja”><head> 

<script>(function(){window******={kEI:'48a")));)

a=a.parentNode;return

b=null;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("l

eid")));)a=a.parentNode;return

Loaded",c,!1),window.addEventListener("load"

,c,!1)):window.attachEvent&&window.a

メタデータ
解析

www.dangerous.jp/asdfghjk

URL解析

文章・文脈解析 Link URL解析

ウェブサイトの画像・単語・文脈を
リアルタイムで検証し、ブランド毀損につながる
掲載面への広告配信を未然に防止する機能。

IAB基準*に対応。事前計測した各広告枠の
ViewabilityデータをもとにViewablility率を
最適化する機能。

*広告枠の面積の50％以上が、2秒以上端末画面に露出したインプレッション。



© Oath Japan KK 7

※上記以外にも細かなセグメントをご用意しております。随時お問い合わせください。例）車種名、商品名、季節のイベント名など
※セグメント一覧は別紙にてご用意しております。

オーディエンスターゲティング

Oath・Microsoft Mediaの独自データと豊富な3rd Party データ

OPTIMIZE

3rd Party Data

など計700種類の
セグメント

Tポイントの会員および実購買データを

活用した高精度なオーディエンス。

日本最大級の約４億オーディエンスを

活用した柔軟なターゲティングが可能。

CCIが厳選した優良なコンテンツを元にし

た月間1億UBのユーザーセグメント。

広告主サイトと連携したDMPデータを活用

したターゲティングが可能。

2nd Party Data

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。

提携メディアの会員情報を元にした

高精度なデモグラデータを保有。

全米でPV,UUともにトップクラスの

注目度抜群なクルマブログサイト。
国外の面白ネタ・動画ネタ・エンタメ情報

をまとめたカルチャー系サイト。

マイクロソフトユーザーIDを基にした

高精度なOath独占データ。
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平均到達率30%

オーディエンスセグメント : マイクロソフトIDデータ

Oathのみで提供しているログインIDと行動履歴をもとにした高精度なオーディエンスデータ

10代

5% 20代

14%

30代

23%

40代

18%

50代

19%

60代

21%

男性

57%

女性

43%

MSN ユーザープロフィール（n=2244）

職業

性別

年代

学生 会社員

公務員

会社役員 自由業

パート･アルバイト自営業

専業主婦/主夫 その他無職

有職者の割合 65%

平均世帯年収 616万円 1,000万円以上 16%

5万円以上 29%

平均年齢：44.4歳

7% 36%
4%

2%

8%

3%

12%
16% 11%

1%

(一般平均 573万円*)

37.3％

2,160万UU

・男性：57.4％、女性：42.6％
・平均世帯年収：616万円

900万 UU
・男性：62％、女性：38％
・平均世帯年収：608万円

・男性：52.2％、女性：47.8％
・平均年齢：43.4歳

・男性：52.4％、女性：47.6％
・平均世帯年収：650万円 *

Windows8,8.1普及率

500万UU

オーディエンス精度 (女性25-49歳ターゲティング時)**

MS Audience 到達率71%

* Macromill Oct 2015, IDC Japan Jun 2015

** Nielsen DAR Global research dec 2015

※基準値 低(17%) 中(30%) 高(55%)
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動画広告平均

94%到達

Audience% 

25-49

ONE:V

98%到達

動画広告平均

45%到達

ONE:V 

70%到達

動画広告平均

30%到達

ONE:V

71%到達

Robots % Viewabiity%

動画広告平均

到達率30%

ONE:V

到達率71%

Total

In-Target %

*Nielsen DAR Global research , Viewability IAS december 2015

* * *

OathはViewabilityのコントロールと高精度なオーディエンスターゲティングの配信によって

平均値の3倍の到達精度を実現

オーディエンスセグメント : 広告到達率事例

*

3倍
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多彩なセグメント配信が可能

*フリークエンシーキャップにより露出頻度をコントロールすることも可能です。
*購入先のSSP/Exchangeなどの環境により完全にフリークエンシーコントロールができない事があります。
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ナショナルクライアントを中心に豊富な実績

グローバル全体実績
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ご出稿時の参考プラン

＜備考・お願い＞
・動画素材に関しては、広告配信の権利処理やJASRACの配信申請等をお願します。
・お申込みは掲載日の7営業日前、入稿は掲載日の5営業日前までにお願いします。
・上記数値はあくまで想定となります。結果をお約束するものではありません。当社運用での場合を想定しております。
・金額はグロス表記です。請求金額は掲載実績に応じて変動いたします。お申込金額の満額配信は保証しておりません。
・掲載サイトやカテゴリを大きく変更した場合や、セグメントを特に絞った場合、掲載単価、CPCVが高騰する恐れがありますので、実施可能かお問い合わせ下さい。
・FQの配信制御は在庫買付媒体により一部完全に制御できないものがありますが、極力キャップに近い配信が行われます。
・ターゲティングはベンダーによって一部拡張配信、類推配信が含まれております。

メニュー 動画尺 配信形態
想定

動画配信数
想定

掲載単価
最低出稿金額

想定
視聴完了数

想定
視聴完了率

想定
CPCV

ONE by AOL : Video

15秒
DSP
入札

500,000 ¥2.0~ ¥1,000,000 250,000 50% ¥4.0~

30秒
DSP
入札

434,783 ¥2.3~ ¥1,000,000 130,435 35% ¥6.5~

60秒
DSP
入札

434,783 ¥2.2~ ¥1,000,000 130,435 25% ¥8.8~



2017年7月～9月期

ONE by AOL: Video

広告規定と申込・入稿のご案内
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広告基本方針
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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。
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広告掲載までの流れ
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お申込み

（ご入稿前）

動画素材ご入稿 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。

※計測タグがある場合は、その旨を備考に記

載し、計測ポイント・計測ベンダー名・計

測タグをセットにしたエクセルファイル等

を添付して下さい。

※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。

※動画素材に関しては、広告配信の権利処理

やJASRACの配信申請等をお願します。

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
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申込メールフォーマット
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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： ONE:Video / 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： ONE by AOL:Video

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）

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。

想定imp： ▶ 想定の配信インプレッション数をご記載ください。

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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入稿メールフォーマット

17

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：ONE:Video / 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： ONE by AOL:Video

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

※計測タグがある場合は、その旨を備考に記載し、

計測ポイント・計測ベンダー名・計測タグをセットにしたエクセルファイル等を添付して下さい。
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ご注意いただきたい事項

18© Oath Japan KK

ご請求について

• 全てのキャンペーンは各月末締めとなります。（月跨ぎ案件含む）

• システム設計上、ご請求書は最短で翌月第3営業日の送付となります。

• 支払いサイトは30日（翌月末払い）となります。

• ご請求額はご請求書をもって確定とさせて頂きます。（レポート及びUI上の実績値とご請求額に差分が生じる場合がございます。）
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広告動画秒数 15秒（推奨）/ 30秒 / 60秒（配信可能サイトが減少します）のいずれか

ファイルコンテナ MP4：Web配信用に最適化（Fast Start仕様）されたもの

動画サイズ
16:9 ： 640x360（推奨）/ 1280x720（上限）

4:3 ： 640x480（推奨）/ 1280x1024（上限）

動画コーデック H.264（Main Profile以下、Level 4.1以下）

動画ビットレート 700kbps（推奨）/ 2,500kbps（最大）

動画ビットレートモード CBR（推奨）/ VBRのいずれか

動画フレームレート 24fps / 25fps / 29.97fps（推奨）/ 30fpsのいずれか

動画走査方式 プログレッシブ（推奨）/ インターレース

音声チャネル ステレオ / モノラル

音声コーデック AAC

音声サンプリングレート 44.1kHz（推奨）/ 48kHz（最大）

音声ビットレート 128kbps（推奨）/ 320kbps（最大）

ファイルサイズ 15秒素材の場合：2MB以内（推奨）/ 20MB（最大）

リンク先URL 1つまで

画像サイズ 300x250 / 300x100 / 300x60 / 468x60 / 728x90のいずれか

画像フォーマット GIF / JPEG / PNGのいずれか（静止画のみ）

ファイルサイズ 最大150KBまで

リンク先URL 1つまで

動画広告素材
必須

コンパニオンバナー
任意

※動画素材に関しては、広告配信の権利処理やJASRACの配信申請等をお願します。

※60秒より長い動画素材（最大120秒まで）についてはごく一部の媒体で掲載可能です。ご相談ください。

※動画素材のビットレートやファイルサイズが大きい場合、当社で調整させて頂く場合があります。

※リンク先URLに計測URLを使用する場合、計測URLのドメインは遷移先URLと一致している必要があります。

※動画広告には1つ以上のコンパニオンバナーを含めることが出来ます。

※コンパニオンバナーは、ごく一部のコンパニオンバナーに対応した媒体のみに配信されます。

※1つの動画広告素材に対して、同一サイズのコンパニオン素材は1つのみ関連づけられます。
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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。

■業種別個別掲載判断基準
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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）

■業種別個別掲載判断基準

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。


