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MSN　　　　　　　　　　　　　　　　　★弊社営業に直接お問合せ下さい。
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まぐクリック メディアガイド
もくじ（1）ＰＣ媒体

モバイル媒体は次ページ＞＞

この冊子掲載商品以外にも多数の媒体商品を取り扱っております。詳しくは当メディアガイドの
巻末前ページをご覧ください。お客様のニーズにあわせた様々なご提案が可能です！ぜひ、弊社
営業担当・各媒体担当までお問い合わせください。→ＴＥＬ：０３－５４５７－０９０９
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この冊子掲載商品以外にも多数の媒体商品を取り扱っております。詳しくは当メディアガイドの
巻末前ページをご覧ください。お客様のニーズにあわせた様々なご提案が可能です！ぜひ、弊社
営業担当・各媒体担当までお問い合わせください。→ＴＥＬ：０３－５４５７－０９０９

＜＜ＰＣ媒体は前ページ

まぐクリック メディアガイド
もくじ（2）モバイル媒体

★モバイル商品目次 91

Weeklyミニまぐ 車・バイクサイト エンターテイメント・コミュニティ・生活情報サイト

Weekendミニまぐ e燃費 119 etmail

メルモ 93 クルマ情報Goo！ 120 EZweb公式待受サイト★パック

i*freeML 女性向けサイト FILESEEK

ポイントメールモバイル GAL's POP Ｍｙ　Ｔｕｂｅ

クイッくじ 95 GGモバイル oricon ME

着遊め～る 96 girlswalker Pakila

うた★ステ 97 iMUG！ SEEKENモバイル

D2C 98-100 Nissenモバイルメール SPACESHOWERモバイル

モバゲータウン PG（パパゴメス） takumi

モバオク QueenBEE teacup

デコとも SEDA-P TSUTAYA online

mixiモバイル smartMAMA TSUTAYAモバイルゲームズZERO

GREEモバイル/au one GREE 103-104 Sweetマガジン Wazap！モバイル

顔チェキ ヴィーナス研究所 アウケン

モバイルGEO 占いタウン 癒しナビ

ドリームプライズ携帯版 106 キラキラ★デコ同盟 ギガアプリ

お財布.com 107 銀のスプーン キャスフィ

着歌S 恋デコえもじ工場 キャッシングナビ

モッピー スマートナース 究極★待受ポータル

懸賞・ポイント・着メロサイト デコ得 ケータイlivedoor　ピクマガ

5050ｊｐ デコ★ぱら ケータイ版TVガイド

Cccafeメール デコパー ゲンダイネット

ＣＭメールmobile デコメッチ スタービーチ

CoCoLips ひいらぎ先生の診療所 とくプリ

music.jpポイントキャンペーン ピンクベアshop トライゲート

Pコイン.net プリアドメール ニコニコ動画モバイル

TSUTAYAメロディ ママスタジアム 127 パチンコ攻略のツボ

うたまっぷモバイル SNS・無料HP・CGMサイト フォートラベル

学園クエスト Amebaモバイル メルステ

ケータイdeマイル Any モバのじ

ケータイコイン AVI ヤマダ電機モバイル

ゴルゴンゾーラ BitPets らくらく連絡網

ジャンプレ宝くじ bloguri 交通情報ADネットワーク（EZweb）

スクラッちぇ forestpage 交通情報ADネットワーク（Yahoo!ケータイ）

ターゲティングクリック mp7 AD乗換案内

タダ電コム PPP／TENCLICK 乗換案内

ちょびリッチモバイル くちこみネット 乗換案内 for Ezweb

ドリームメールモバイル 恋デコ日記 クリック保証媒体・ネットワーク媒体

プレタウン 大集合NEO i-mobile

プレミアムユニーククリック ナショナルアドレス Mobileclick

ポイントオン 何する？.jp アドプロモーション

ホニャララダンジョン 人気ブログランキング ぷちQメール

着SONG VENUS はてな

着メロ.com 116 ピクチャーランド

ポータルサイト 魔法のiランド

F★ROUTE モバレボ

ケータイBIGLOBE 夕刊フジブログ

ケータイLivedoor 117 ワンタッチBBS

ニュース・スポーツサイト 価格.comモバイル

NewsExpress 携帯コミュニティ[amie]アミィ

sports@niftyもばいる

SportsExpress ピュアレップ媒体一覧 144

The News 掲載基準 145

超ワールドサッカー

日テレNews24

朝日・日刊スポーツ

日本!ワールドサッカー

135

136

137

138

142

143

139

131

132

133

134

140

141

127

128

129

130

124

125

126

120

121

122

123

92

94

101

102

105

108

109

110

111

119

112

113

114

115

116

117

118



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

5

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

まぐクリック専売媒体
主な仕様変更点一覧

＜2008年1-3月→2008年4-6月＞

変更点 対象媒体 対象メニュー・掲載位置 変更後

ウィークリーまぐまぐ総合版 ヘッダー1 120万円⇒85万円

ウィークリーまぐまぐ総合版 ヘッダー2 80万円⇒65万円

ウィークリーまぐまぐビジネス版 件名付き記事稿 140万円⇒150万円

ヤプログ！ タイアップ料金 130万円⇒126万円

ウィークリーまぐまぐ総合版 通数UP（530万部⇒550万部）

ウィークリーまぐまぐビジネス版 通数UP（340万部⇒350万部）

ウィークリーまぐまぐHTML増刊号総合版 通数UP（530万部⇒550万部）

ウィークリーまぐまぐHTML増刊号ウィークエンドビジネス版 通数UP（340万部⇒350万部）

車のまぐまぐ 通数UP（22万部⇒23万部）

うらないまぐ 通数UP（9.6万部⇒9.8万部）

ウィークリーミニまぐ 通数UP（44万部⇒46万部）

ヤプログ！ PV数変更

まぐまぐ一発登録 3誌登録（A・B連載） 新設

ウィークリーまぐまぐHTML増刊号全版 イチオシTOPテキスト 画像付きテキストに仕様変更（テキストのみ表示も可）

GMOメディアDM全般 - 配信企業名は全角26文字以内の文言記載

その他 freeml - ウィふり号外版を追加

仕様変更

料金

想定配信数
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まぐクリック 取扱媒体 申込入稿アドレス一覧

申込・入稿時の注意点
※詳細は巻末ページをご覧下さい

※１：記載のない併売商品は最下段のピュアレップ各種アドレスが窓口となります。
お間違えのないようご注意ください。ご不明点はお問い合わせください。

●新規クライアント様、前回出稿から内容に変更があったクライアント様、
特定業種様の場合、【申込前の掲載可否確認】が必要です。
掲載可否確認は、各媒体のお問い合わせアドレスへメールをお送りください。

※媒体社基準のほか、弊社掲載基準を設けておりますので事前にご一読ください。
（詳細は当メディアガイドの巻末にございます。）

●広告枠に業種制限・掲載枠数制限を設けている媒体商品がございます。詳細については
詳細版メディアガイドをご覧ください。ご不明点は担当営業へお問い合わせください。

●「空き枠確認依頼」「仮押さえ依頼」は、担当営業または各媒体の
お問い合わせアドレスへメールをお送り下さい。

●お申込・ご入稿メールには必ず御社署名をつけてください。

●お申込・ご入稿メールは必ず各媒体の指定アドレス宛にお送りください。

●申込入稿関連メールにご返信の際は、「全員返信」にてお願いいたします。
個人宛の送付は受領いたしかねますのでご注意下さい。

●入稿後のWeb差し替えは不可です。入稿（期限）までにWebを完成してください。

上記に従っていただけない場合、掲載をお断りしたり、キャンセル扱いとさせていただく
ことがあります。これにより損害が生じても、弊社及び媒体社はその責を負いません。

商品名 お問い合わせアドレス 申込アドレス 入稿アドレス

ウィークリーまぐまぐ mag2-order@ml.magclick.com mag2-order@ml.magclick.com mag2-genkou@ml.magclick.com
女子まぐ！ ala-order@ml.magclick.com ala-order@ml.magclick.com ala-genkou@ml.magclick.com
懸まぐ！ kensyo-order@ml.magclick.com kensyo-order@ml.magclick.com kensyo-genkou@ml.magclick.com
クリックチャージ mcorder@ml.magclick.com mcorder@ml.magclick.com genkou@ml.magclick.com
JWord jword-order@ml.magclick.com jword-order@ml.magclick.com jword-order@ml.magclick.com
ふくびき.com

ポイントメール

GMOポイントニーズ

FreeML

壁紙.com

iDEACUBE FUN

ヤプログ！(PC)・JUGEM(PC)
AutoPage・GMO FeedMe! blog-order@ml.magclick.com blog-order@ml.magclick.com blog-genkou@ml.magclick.com

［★］ピュアレップ各種(※1) pr-keisaikahi@ml.magclick.com pr-order@ml.magclick.com pr-genkou@ml.magclick.com

モバイル媒体全般

gmo-genkou@ml.magclick.comgmo-order@ml.magclick.comgmo-order@ml.magclick.com

mobile-order@ml.magclick.com mobile-order@ml.magclick.com mobile-genkou@ml.magclick.com
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■ JWord

インターネットをシンプルに。JWordは探したい情報を、簡単に検索できるインターネット検索サービスです。Yahoo!JAPAN等の
提携ポータルサイトも非常に多く、幅広いお客様にご活用いただいています。

http://www.jword.jp/

①アドレスバーに日本語を入力して簡単に検索できるサービスです。 （JWordプラグイン必要）

② Yahoo! JAPAN、excite、BIGLOBE、nifty 、Infoseekなど提携検索サイトで検索した場合、

登録サイトが検索結果の上位に表示されます。（JWordプラグイン不要）

③検索アシストバー（同時検索タブ）により、主要検索サイトで検索をするとタブバーが表示。
「赤いJマーク」をクリックするとJWord登録サイトに切り替わります。 （JWordプラグイン必要）

②提携検索サイトでの掲載

日本国内の約1/2にあたる4,758万台以上

（※JWord社調べ）のパソコンでインストール済み！

3,249万人以上（※JWord社調べ）のインターネットユーザーが利用！

①アドレスバーからのダイレクト誘導

※主要提携ポータルサイトのみ一部抜粋

まぐクリック

※Yahoo!JAPAN検索結果上位表示はレギュラーキーワードに登録されたものです。

まぐクリック

主要ポータルサイトで、検索をすると、同時検索タブが表示。右側
の赤いJマークをクリックするとJWord登録サイトに切り替わります。

③検索アシストバー（同時検索タブ）

JWordインストールパソコン台数のうち
1,300万台以上（※JWord社調べ）のパソコンで利

用可能！

※同時検索タブ主要対応サイト（一部抜粋）
Yahoo!JAPAN・MSN・Google・goo・Infoseek・ Ask.jp・Hatena 等

※プレミアキーワードも同じように表示されます。

■主要提携サイト（Yahoo！JAPAN、asahi.comはレギュラーキーワードのみ掲載。）

3ヶ月掲載 1年掲載 2年掲載

JWordプレミアゴールド
（略称：PG）

商品、業種、地名等の一般名詞
※PG対象ワードリスト有

600,000円 2,000,000円 -

JWordプレミアシルバー
（略称：PS）

商品、業種、地名等の一般名詞
※PS対象ワードリスト有

300,000円 1,000,000円 -

JWordプレミアベーシック
（略称：PB）

商品、業種、地名等の一般名詞
- 400,000円 -

JWordプレミアライト
（略称：PL）

「地名」と「一般名詞」の組合せワード
※PL対象外リスト有

- 80,000円 140,000円

JWordレギュラーキーワード
（略称：R）

会社名、サービス名、自社商品名、
サイト名

- 60,000円 95,000円

JWord関連カテゴリキーワード
（レギュラーキーワードオプション）

JWordプラグインがイン
ストールされたパソコン
のアドレスバーにキー
ワードを入力した際、登
録名を画面左側に表
示。

商品名、業種、地名等の一般名詞
※レギュラーキーワードを登録した場合のみ登録可能。
※契約期間は登録したレギュラーキーワードと同じ期間

- 20,000円 40,000円

１、JWordプラグインが
インストールされたパソ
コンのアドレスバーに
キーワードを入力した
際サイトを表示。
２、提携ポータルサイト
で検索された場合、検
索結果の上位にキー
ワード連動型広告とし
て表示。
３、検索アシストバー
（同時検索タブ）で検索
した時、タブバーの右側
にある赤いJマークをク
リックするとサイトを表
示。

商品内容
入稿
締切

入稿素材 備考

掲載開始
3営業日前

■入稿素材
１、キーワード
２、URL
３、会社情報
（企業名、担当
者名、住所、
TEL、メールア
ドレス、FAX番
号）

■備考
※1語に対して1社のみ登録
が可能です。（関連カテゴリ
キーワード以外）
※関連性のある語句に限定
されます。
※契約終了後の優先更新権
が付与されるため、完全独占
枠となります。
※掲載位置・説明文・表示
URLの表示形式は提携サイト
により異なります。また、提携
サイト側のポリシーにより掲
載されない場合がございま
す。
※ログレポートの提出が可能
です。ただし、ログレポートの
表示数（検索エンジンでの露
出回数）はYahoo！JAPANの
露出回数は含まれませんの
でご注意下さいませ。詳細は
お問合せ下さいませ。

メニュー名 掲載箇所
料金体系
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

メルマガ・DM商品

★メールマガジン・DM商品目次 8

ウィークリーまぐまぐ 9-10 iDEA CUBE FUN 28

今週のおすすめメルマガ 11 Demail

ウィークリーまぐまぐHTML増刊号 12-13 DreamEXpress

まぐまぐメルマガ一発登録 13 Chance　It！ 30

スピードくじハズレ画面 14 5050.jp

スピードくじハズレ画面スロットゲーム読者獲得企画 15 CMメール

マネーのまぐまぐ！ 16 info-cash

懸まぐ！ 17 Gポイント

女子まぐ！ iMiネット

競馬のまぐまぐ！ MYD mail

英語のまぐまぐ！ Vmail

車のまぐまぐ！ warau.jp

うらないまぐ 当たる!?くじメール

クリックチャージ がんばれ社長

ウィークリーミニまぐＰＣ版 セブンアンドワイ

まぐまぐWEBバナー テポーレ

ヤプログ！／JUGEM 22 ハングリーフォーワーズ

ポイントメール 23 プレジデントビジョン

GMOメディア　ポイントニーズ 24 ポイント広場

GMOメディア アクションインセンティブ商品のご案内 25 平成進化論

freeml 26 へそクリック

壁紙.com 27 マイポイント・ドット・コム

ライフマイル

フルーツメール

38

39

34

35

36

37

29

31

32

33

20

21

18

19
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

61歳
以上 5%

51-60
歳 6%

41-50
歳 27%

31-40
歳 43%

21-30
歳 19%

11-20
歳 1%

11-20
歳 2%

21-30
歳 19%

31-40
歳 41%

41-50
歳 25%

51-60
歳 8%

61歳
以上 8%

11-20
歳 1%

21-30
歳 21%

31-40
歳 44%

41-50
歳 25%

51-60
歳 5%

61歳
以上 6%

11-20
歳 2%

21-30
歳 20%

31-40
歳 45%

41-50
歳 26%

51-60
歳 4%

61歳
以上 5%

■ウィークリーまぐまぐ
▼ユーザープロフィール

趣味や遊びにアクティブなユー
ザーが多数登録しています。

女性比率が高く、生活に密着
した情報を求めているユーザー
が多いのが特徴です。

10代・20代比率が低く、大人の
世代を中心に530万通の大量

配信が可能です。

マネー・ビジネス情報等の収集
と自己啓発に熱心なユーザーを
対象に、340万通を配信します。

備
考

年
齢
比

男
女
比

エンタテイメント（金曜日）ライフスタイル（木曜日）総合（水曜日）ビジネス（月曜日）

▼メールマガジンカテゴリリスト

登録されるオフィシャルマガジン 購読するメールマガジンカテゴリ

例：まぐまぐ読者が「ファッション・美容」系メルマガに登録すると、女子まぐ、ライフスタイル版、総合版の３メルマガに登録されます。
※各カテゴリにどのようなマガジンが含まれているかは、まぐまぐトップページよりランキング等でご確認頂けます。

ウィークリーまぐまぐ、マネーのまぐまぐ、女子まぐ、懸まぐ、英語のまぐまぐ、競馬のまぐまぐは、それぞれ予め指定されたカテゴリのメールマガジンに読
者登録した際に同時に登録される会報誌的存在です。ジャンルに沿った記事の他、ジャンル内で人気のメールマガジン紹介等を掲載しています。

女性
42%

男性

58%
女性

49%

男性

51%
女性

52%
男性

48%

女性

46%男性

54%

マネーのまぐまぐ マネー

ビジネス・キャリア

教育・研究

インターネット・パソコン

語学・資格＞（英語以外）

ニュース・情報源

行政・政治・地域情報

英語のまぐまぐ 語学・資格＞英語

エンタテイメント（懸賞、競馬以外）

スポーツ・アウトドア

車のまぐまぐ クルマ・バイク

アート・文芸

恋愛・結婚

日記・ノンジャンル

競馬のまぐまぐ エンタテイメント＞ギャンブル＞競馬

生活情報

グルメ・レシピ（レシピ以外）

旅行・おでかけ

女子まぐ ファッション

グルメ・レシピ＞レシピ

総合版
550万部

エンタテイメント版
230万部

ビジネス版
350万部

ライフスタイル版
170万部
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ウィークリーまぐまぐ

■媒体プロフィール
媒体名 ウィークリーまぐまぐ
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

■配信部数
総合版：5,500,000部 ライフスタイル版：1,700,000部
ビジネス版：3,500,000部 エンタテイメント版：2,300,000部

日本 大級のリーチが可能なブロードリーチ型の総合版と、セグメ
ントされたユーザーへ大量リーチが可能な新着版の2種がお選び頂
けます。

【初割】●ヘッダー：30％OFF ●まぐまぐちゃんひと言付き記事稿：20％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させていただきます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

【2本以上割引】●一律30％OFF
ヘッダーを対象に2本以上一括お申し込みの方。
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

ヘッダー1

ヘッダー2

まぐまぐちゃんひと言付き記事稿

件名

エクストラヘッダー

ワイドヘッダー
Type-Bの5行広告（ヘッダー2）

↓下部に誘導文が1行付きます↓

フッタへの誘導文

ヘッダー1.2

フッタ20行

【クリックカウントについて】
・クリックカウント必須です（おすすめメルマガを除く） 。入稿URLは媒体用URLに置き換えさせていただきます。
・URL左側に以下の規定内で文字を入れることができます。

●ヘッダー、まぐまぐちゃん一言付き記事稿・ワイドヘッダー ⇒全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字まで）
●エクストラヘッダー ⇒全角17文字まで（URLは1本のみ）

▼原稿仕様

▼ワイドヘッダー ▼エクストラヘッダー

← エクストラヘッダー

掲載版 枠数 配信数 配信日 料金 単価
入稿
締切

総合版 1 5,500,000部 水 850,000円 0.15
ビジネス版 1 3,500,000部 月 800,000円 0.23

ライフスタイル版 1 1,700,000部 木 300,000円 0.18
エンタテイメント版 1 2,300,000部 金 300,000円 0.13

総合版 1 5,500,000部 水 650,000円 0.12
ビジネス版 1 3,500,000部 月 600,000円 0.17

ライフスタイル版 1 1,700,000部 木 200,000円 0.12
エンタテイメント版 1 2,300,000部 金 200,000円 0.09

総合版 1 5,500,000部 水 2,000,000円 0.36
ビジネス版 1 3,500,000部 月 1,500,000円 0.43

ライフスタイル版 1 1,700,000部 木 650,000円 0.38
エンタテイメント版 1 2,300,000部 金 600,000円 0.26

総合版 1 5,500,000部 水 1,200,000円 0.22
ビジネス版 1 3,500,000部 月 1,120,000円 0.32

ライフスタイル版 1 1,700,000部 木 400,000円 0.24
エンタテイメント版 1 2,300,000部 金 400,000円 0.17

総合版 1 5,500,000部 水 650,000円 0.12
ビジネス版 1 3,500,000部 月 600,000円 0.17

ライフスタイル版 1 1,700,000部 木 200,000円 0.12
エンタテイメント版 1 2,300,000部 金 200,000円 0.09

ヘッダー１

ヘッダー２

まぐまぐちゃんひと言付き記事稿

ワイドヘッダー

規定・備考メニュー名

全角35文字×5行（URL含む）

全角35文字×8行（URL含む）

全角35文字×13行（URL含む）
件名はまぐまぐ編集部で制作（希望件名案の入稿可。ただしまぐま
ぐが校正権を有します）

5
営業
日
前

エクストラヘッダー

全角35文字×5行（URL含む）

ヘッダー

本文：タテ書き14文字×2行／ヨコ書き全角33文字×1行
URL行：URL1本（文字はURL左側に全角17文字以内であれば掲載
可能）

エクストラヘッダー
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━ Weekly Mag2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *,***,***部発行 ━

ウィークリーまぐまぐ［総合版］ 2***/**/** 号
http://www.mag2.com/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まぐまぐニュース
────────────────────────────────────
●ワンクリック★ウィまぐスピードくじ★＊＊万円が当たる！

せっかく当選していても （ あげちゃうよーん ）
申告しないあなたの＊＊万円は、 ｍ ∨ ｍ
来週誰かにあげちゃうよ方式 ＼(●＾∇＾●)／

詳しくはこちら⇒ http://****************************** 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■まぐまぐ特選！おすすめメルマガ
────────────────────────────────────
まぐまぐスタッフが読みあさった古今東西のあらゆるメルマガの中から、読者
さんにゼヒ読んでもらいたいと思ったメルマガを厳選してご紹介いたします！

◎あいうえお通信
http://www.mag2.com/m/0000000000.html  月刊
あいうえお通信メルマガです。生活の中から気になった「あ」から「ん」まで
お届けします。
（編）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◎ＡＢＣＤＥメルマガ 《ＨＴＭＬ形式》
http://www.mag2.com/m/0000000000.html  不定期
ＡＢＣＤＥメルマガです。生活の中から気になった「Ａ」から「Ｚ」までを、
ＨＴＭＬ形式でお届けします。
（編）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■スタッフ今日の子供の頃の思いでがっ
もり 「宮崎のサボテン公園がオススメなんですよーサボテンアイスとか」
さんき「ＨＰに閉園しましたってなってます」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【ウィークリーまぐまぐ［総合版］】2***/**/**号(毎週水曜日発行)

配信中止はこちらから→ http://www.mag2.com/wmag/wmag.html 
ご意見＆ご感想はこちらから→ http://www.mag2.com/goiken/?mn=sogo 

発行元 ：株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
広告取扱：株式会社まぐクリック http://www.magclick.com/ 

広告掲載をご検討の方は、まぐクリックまでお問い合わせください
配送技術：株式会社ネットアイアールディー http://www.netird.ad.jp/ 
「まぐまぐ」は株式会社まぐまぐの登録商標です
【ウィークリーまぐまぐは、転載, 複写, プレイスレス 大歓迎です。】
━━━━━━━━━━━━━━━ Weekly Mag2  [Comprehensive Edition] ━━

■ウィークリーまぐまぐ 今週のおすすめメルマガ

■媒体プロフィール
媒体名 ウィークリーまぐまぐ

今週のおすすめメルマガ
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

■配信部数
総合版：5,500,000部 ライフスタイル版：1,700,000部
ビジネス版：3,500,000部 エンタテイメント版：2,300,000部

メルマガの紹介を主コンテンツとする「ウィークリーまぐまぐ」上で、
編集スタッフ推薦の「おすすめメルマガ」として紹介します。まぐ
まぐでの発行、独自発行分のどちらでもご出稿いただけます。

【初割】●今週のおすすめメルマガ：20％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させていただきます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

編集部のコメントが1～2行入ります。

（編集部にてコメントをつけますので、校正できません）

※ご注意

・連続出稿をご検討の場合、１回目の配信から21日以上空ければ掲載可
（22日後のメニューより掲載可）

・出稿できるカテゴリにつきましては、メールマガジンごとに審査させていただきます
のでお問い合わせください。

▼原稿仕様

ヘッダー1・2

件名付き記事稿・媒体コンテンツ

・まぐまぐのメールマガジンでのご出稿の場合には、個人、法人、団体、サービス名の
いずれかを発注メール内に記載いただけますようお願いいたします。

枠数 配信数 配信日 料金

1 5,500,000部 水 210,000円

1 3,500,000部 月 150,000円

1 1,700,000部 木 80,000円

1 2,300,000部 金 80,000円

規定・備考入稿締切
メルマガ名：全角31文字前後まで／本文：全角35文字×3行以内
(URL行別)／メルマガ発行日・発行周期／URL1行
※創刊前は掲載不可。要複数回実績。※月1回以上連続出稿不
可。※同業種制限不可。※レイアウト修正の場合あり。※編集部選
出メルマガと同時掲載の場合あり。※掲載順は編集部決定。※ク
リックカウント設定不可。

7営業日前

7営業日前

7営業日前

7営業日前ウィークリーまぐまぐエンタテイメント版　今週のおすすめメルマガ　

メニュー名

ウィークリーまぐまぐ総合版  今週のおすすめメルマガ　

ウィークリーまぐまぐビジネス版　今週のおすすめメルマガ

ウィークリーまぐまぐライフスタイル版　今週のおすすめメルマガ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

【クリックカウントについて】 クリックカウント必須です。媒体URLに置換されます。

■ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号

■媒体プロフィール
媒体名 ウィークリーまぐまぐHTML増刊号
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

■配信部数
総合版：5,500,000部 ライフスタイル版：1,700,000部
ビジネス版：3,500,000部 エンタテイメント版：2,300,000部

ライフスタイル版（月曜配信）、エンタテイメント版（火曜配信）、
ウィークエンドビジネス版（木曜配信）、総合版（金曜配信）
のHTML増刊号です。HTML形式のため、広告・コンテンツと
も画像を用いてリッチに訴求する事が可能です。

【初割】●件名付記事広告：20％OFF ●おすすめメルマガ：20％OFF
●イチオシTOPテキスト＆ヘッダー＆注目情報：30％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させていただきます。

※対象クライアント：2007年1月から現在まで、『ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号』にご出稿がないもの。

【2本以上割引】●一律30％OFF
イチオシTOPテキスト＆ヘッダー＆注目情報を対象に2本以上一括お申し込みの方。
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

件名付き記事稿

ワイドヘッダー

おすすめメルマガ

注目
情報

Ａ

注目
情報

Ｂ

注目
情報

Ｃ

イチオシTOPテキスト

②記事稿タイプ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①ワイドバナータイプ

③テキストタイプ

①Ａ・Ｂ・Ｃ枠

②一社買い切り

▼ライフスタイル版・総合版・
ウィークエンドビジネス版の仕様

RENEWAL
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号 （料金・仕様）

■まぐまぐメルマガ一発登録

■媒体プロフィール
媒体名 まぐまぐメルマガ一発登録
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

■ユーザープロフィール
※「ウィークリーまぐまぐ」をご参照下さい。

まぐまぐに登録しているメルマガを購読すると表示される「まぐ
まぐ登録完了ページ」に、定番マガジンとして掲載します。アド
レスの入力なしで一発で登録ができ、大量の読者数アップと、
高い費用対効果が見込めます。

登録完了登録完了

このボタンをワンクリックするだけで
一発登録が完了します。

下部に、編集部からのコメントが入ります（校正はできません）。

■備考
・掲載期間 Ａコース：月（昼12：00）～木（昼12：00）まで （72h）

Bコース：木（昼12：00）～月（昼12：00）まで （96h）

【初割】●まぐまぐメルマガ一発登録：20％OFF 
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させていただきます。

※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

▼原稿仕様

※ご出稿の場合には、個人、法人、団体、サービス名のいずれかを発注メール内に
記載いただけますようお願いいたします。

枠数 料金

1 650,000円

1 650,000円
まぐまぐメルマガ一発登録

申込時に「メルマガID」「マガジン名」が必要です。まぐまぐ登録メル
マガ名、サマリーを掲載。創刊前掲載不可。要複数回発行実績。

メニュー名

5営業日前

入稿締切 規定・備考掲載位置・配信日

Aコース　月(昼12:00)～木(昼12:00まで)72h

Bコース　木(昼12:00)～月(昼12:00まで)96h 5営業日前

メニュー名 枠数 配信数 配信日 料金

1 1,700,000部 月 140,000円
1 2,300,000部 火 150,000円
1 3,500,000部 木 200,000円
1 5,500,000部 金 250,000円

1 1,700,000部 月 300,000円

1 2,300,000部 火 300,000円

1 3,400,000部 木 1,000,000円

1 5,500,000部 金 900,000円

1 1,700,000部 月 600,000円

1 2,300,000部 火 600,000円

1 3,500,000部 木 1,000,000円

1 5,500,000部 金 1,800,000円

各1 1,700,000部 月 120,000円

各1 2,300,000部 火 140,000円

各1 3,500,000部 木 160,000円

各1 5,500,000部 金 260,000円

1 1,700,000部 月 210,000円

1 2,300,000部 火 250,000円

1 3,500,000部 木 300,000円

1 5,500,000部 金 450,000円

大3 1,700,000部 月 80,000円

大3 2,300,000部 火 250,000円

大3 3,500,000部 木 150,000円

大3 5,500,000部 金 210,000円

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号総合版

掲載版 入稿締切 規定・備考

10営業日前

タイトル：全角23文字以内　 本文：全角23字以内×2行
画像：横50×縦50pix（GIF・JPEG ※アニメGIF不可)／容量3KB以内リンク先URL1点5営業日前

▼件名：件名はまぐまぐ編集部で制作（全角25文字以内の希望件名入稿可能）

▼記事稿部分：下記３つより選択入稿
【ビッグバナータイプ】
　バナー：横560×縦220pix（GIF・JPEG、アニメGIF可）／容量32KB以内
　リンク先URL1点
【記事稿タイプ】
　バナー：横240×縦220pix（GIF・JPEG、アニメGIF可）／容量16KB以内
　ボディコピー全角25文字×8行
　誘導ボタンコピー10文字以内
　リンク先URL1点

▼全タイプ共通備考
※バナーの周辺に黒色・1pixelの囲い線が挿入されます。
※件名での、文字列を視覚的に強調するための約物・記号類の使用を制限させて
いただく場合がありきます（商品名等を除く）。／※半角文字、半角記号、スペース
（全・半角）は件名使用不可。／※件名に使用可能な記号は以降の通り①文頭使用
可能（ペアで内向きに使用）：《 》≪ ≫「 」『 』＜＞（ ）②文頭でなければ使用可能（1
種類を1箇所まで）：○□☆◇♪▽△◎／※自動で媒体のクリックカウント用URLに
変換されます。／※ALTテキストは件名と同様になります。予めご了承下さい。

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号ライフスタイル版

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号エンタテイメント版

【バナータイプ】
バナー：横480×縦220pix（GIF・JPEG ※アニメGIF不可)／容量30KB以内
ALTテキスト：全角25文字以内　　リンク先URL：1本
【記事稿タイプ】
　バナー：横240×縦220pix（GIF・JPEG、アニメGIF可）／容量15KB以内
　ボディコピー全角25文字×8行/誘導ボタンコピー10文字以内
　リンク先URL1点/ALTテキスト：全角25文字以内
※バナー周辺に黒色1pixlの囲み線が挿入されます。
※自動で媒体のクリックカウント用URLに変換されます。

5営業日前

イチオシTOPテキスト

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号ライフスタイル版

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号エンタテイメント版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号ウィークエンドビジネス版

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号ライフスタイル版
ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号エンタテイメント版
ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号ウィークエンドビジネス版

ワイドヘッダー

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号総合版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号総合版

バナー：横125×縦125pix（GIFまたはJPEG形式。アニメGIF不可）、容量：10KB以内
テキスト：全角10文字×2行（テキスト原稿内での全半角スペース使用不可）
リンク先URL1点
※ALTテキストは「今週の注目情報」となります。下部に設定するアクションボタンの
コピーは「詳しくはこちら」になります。あらかじめご了承ください。

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号エンタテイメント版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号ウィークエンドビジネス版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号総合版

5営業日前

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号ライフスタイル版

件名付き記事稿

今週の注目情報A,B,C

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号ライフスタイル版

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号エンタテイメント版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号ウィークエンドビジネス版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号総合版

今週の注目情報（一社買いきり）

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号ウィークエンドビジネス版

バナー：横480×縦110pix（GIF・JPEG ※アニメーション不可）／容量20KB以内
テキスト：全角30文字（30文字×1行）
リンク先URL1点
※バナーの周辺に黒色1pixlの囲み線が挿入されます。ALTテキストは「今週の注目
情報」となります。下部に設定するアクションボタンのコピーは「詳しくはこちら」になり
ます。あらかじめご了承ください。

10営業日前

5営業日前

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号エンタテイメント版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号ウィークエンドビジネス版

ウィークリーまぐまぐ　HTML増刊号総合版

本文：全角35文字×3行以内(URL別)／メルマガ発行日or周期（例：「毎週水曜配信」
など）／まぐまぐメルマガID
※まぐまぐ発行のメルマガ限定の広告枠です。その他注意事項はウィークリーまぐ
まぐ今週のおすすめメルマガに準じます。

おすすめメルマガ

ウィークリーまぐまぐ HTML増刊号ライフスタイル版
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ウィークリーまぐまぐスピードくじハズレ画面

■媒体プロフィール
媒体名 ウィークリーまぐまぐ

スピードくじハズレ画面
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

■PV数 200,000PV／週
※PV数は保証致しません。

ウィークリーまぐまぐの人気コンテンツ「スピードくじ」のハズレ画
面に告知。1社独占＆広い告知面積で、十分なキャンペー
ン情報を告知できます。

【初割】●スピードくじハズレ画面：20％OFF
●スピードくじハズレ画面メールアドレス一発登録：20％OFF

初めて掲載される方を対象に、初割を適用させていただきます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

広告原稿

編集部のコメントが入ります

■備考

・掲載期間 毎週火曜日17:00～翌週火曜日16:00まで

アドレスの入力なしで、ワンクリックするだけで登録を完了することが
可能な仕様もございます。

▼原稿仕様
掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

タイアップ風 1 -

ビッグタイルバナー 1 -

▼原稿仕様１（タイアップ風）
・リンク先URL：１箇所
・タイトルバナー：横440×縦100ピクセル（キャンペーンタイトルなどを記載ください）
・画面横Photo：横100×縦100ピクセル（右か左のレイアウト指定可能。入稿時指定。）
・タイトル・画面横photo合わせて70KB以内
・中見出し：全角25文字（インセンティブ明記必須）
・ボディコピー：全角200文字前後推奨（ 大220文字）
・応募ボタンコピー：全角15文字まで（「登録はこちら」など）
※原稿内にインセンティブ告知必須。クローズド不可。
※URLは媒体クリックカウントURLに変換されます。

▼原稿仕様２（ビッグタイルバナー）※完全原稿でご入稿ください
【GIF・JPEGバナーの場合】
・リンク先URL：１箇所
・バナー：横440×縦300ピクセル（容量70KB以内。GIF、アニメGIF(無限ループ可)、JPEG）
【フラッシュの場合】
《入稿物》
①.swf（オブジェクト）
②.fla（ソース）
③Flashプレイヤー非対応環境用の代替.gif（バナー基準に準じる。リンク先は①とは別に設定可）
※ファイル外からの画像、データの取込動作不可／初動15秒以内静止／オンマウス30秒以内静止、カーソルが離れてから10秒以内に静止／各アクションはループ不可
／サウンドはデフォルトで不可（ON/OFFボタンの設置可）／Flash4以上で作成、Flash4以上でパブリッシュ／Flashプレイヤー4で再生できないスクリプトの使用不可／テ
キストはグラフィックに変換して入稿／ムービー背景色は白（デフォルト）で入稿／ALT・Underテキスト不可／ファイルサイズ上限は70KBまで
※原稿内にインセンティブ告知必須。クローズド不可。
※URLは媒体クリックカウントURLに変換されます。

メニュー名 規定・備考入稿締切

ウィークリーまぐまぐ・スピードくじハズレ画面 詳細は以下をご参照ください600,000円 5営業日前

火17:00
～

翌週
火16:00

「スピードくじハズレ画面
メールアドレス一発登録」備考

「スピードくじハズレ画面」
・

「スピードくじハズレ画面
メールアドレス一発登録」

原稿仕様

※クリックカウントの取得はできません。※リンク先URLの設定はできません。※フォームソースにjavascriptは使用できません。※応募数を出すことはできません。※メー
ルアドレス以外の応募項目は利用できません。他の属性項目の必要なクライアント様は、通常のスピードくじハズレ画面に広告出稿していただくことになります。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

代理登録
（確認メールなし）

■ウィークリーまぐまぐスピードくじハズレ画面
スロットゲーム読者獲得企画

■媒体プロフィール
媒体名 ウィークリーまぐまぐ

スピードくじハズレ画面
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

■PV数 200,000PV／週
※PV数は保証致しません。

ウィークリーまぐまぐの人気コンテンツ「スピードくじ」のハズレ画
面（想定PV数20万/週）で、人気企画スロットゲームと合わ
せて貴誌ほか合計３誌を同時告知。アドレス入力なしで、ワ
ンクリックで登録完了。元々メルマガを購読しているユーザー
のため、購読への親和性や高い精読率が期待できます。

▼原稿仕様

スピードくじ画面

スピードくじハズレ画面

メールマガジン情報

広告（まぐまぐ発行メルマガ限定）

メールマガジン情報

メールマガジン情報 スロットゲーム
挑戦画面

プレゼント付き
スロットゲーム画像

くじはずれFlash

チェックボックスは１箇所のみ、
デフォルトOFF

※ゲームに挑戦するにはユーザーがチェック
ボックスにチェックを入れ、3誌のメルマガ
全てを受信することになります。

＜出稿条件：下記を全て満たすメールマガジンが掲載対象となります＞
・創刊後1ヶ月以上経過、現在までに4回以上発行されているマガジン

・まぐまぐの発行規約に即して発行されているマガジン
・メルマガ獲得実績を活用させていただけるマガジン
※必ず掲載可否をご確認下さい。上記に該当しても媒体判断により

掲載不可の場合があります。

ユーザーは、チェックボックスをONにすることでスロットゲームに参加可能となり、同時にメルマガ登録となります。ユ
ーザーのメールアドレスはまぐまぐ側でキャンペーン終了後、１週間以内にデータベースにインストールされます。（代
理登録確認メールは飛びません）

ユーザーは、チェックボックスをONにすることでスロットゲームに参加可能となり、同時にメルマガ登録となります。ユ
ーザーのメールアドレスはまぐまぐ側でキャンペーン終了後、１週間以内にデータベースにインストールされます。（代
理登録確認メールは飛びません）

【備考】
※広告主様が２社以下の場合、媒体側のメルマガが入ります。
※スピードくじはずれ画面に通常仕様広告が入る週は実施不可。
※ハズレ画面、スロットゲーム画面等のクリエイティブは予告なく変更

される場合があります。

アドレスを
引き継いで申込

枠数 料金

3 200,000円

規定・備考

火曜17:00～翌週火16:00

入稿締切メニュー名 掲載位置・配信日

スピードくじハズレ画面
スロットゲーム読者獲得企画

5営業日前
申込時に「メルマガID」「マガジン名」「法人名（個人の場合は屋号ま
たはサービス名）が必要です。広告枠には、まぐまぐ登録メルマガ
名、サマリーを掲載。創刊前掲載不可。要複数回発行実績。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■マネーのまぐまぐ！

【クリックカウントについて】
・クリックカウント必須です（おすすめメルマガを除く）。 URL左側に以下の規定内で文字を入れることができます。

媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字まで）掲載できます。

▼原稿仕様

▼原稿仕様

■媒体プロフィール
媒体名 マネーのまぐまぐ
ＵＲＬ http://money.mag2.com/

■配信部数
950,000部

まぐまぐ読者の中でも、株式・不動産投資・貯蓄・節約・税
金など、お金に関して興味のあるユーザー向けに配信します。
大量のユーザーに対し、リーズナブルな告知が可能です。商
品理解を促進する、件名付き記事稿もご用意しています。

【初割】初めて掲載される方を対象に、初割を適用させていただきます。
●まぐまぐちゃんひと言付き記事稿：20％OFF

※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

【2本以上割引】●ヘッダー30％OFF
ヘッダー2本以上お申し込みで割引適用いたします。
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

まぐまぐの「マネー」カテゴリのマガジンを購読しているユーザー向けに配信されます。

　家計＞貯蓄・節約、保険、年金、税金、相続、その他

　株式＞初心者向け、市況、投資情報、個別銘柄、外国株式、投資哲学、IPO情報、その他

　各種金融商品＞投資信託、債券、先物・オプション、その他

　不動産＞売買、マンション・駐車場経営、その他

配信対象カテゴリ

商品理解を促進する、件名付き記事稿枠です。

※ご注意 ：件名付き記事稿は、広告主様件名（20文字以内）の前に
媒体名・媒体コンテンツ内容（15字以内）が入ります。

※希望件名案がある場合、予め原稿と一緒にご入稿ください。ただし、まぐまぐ
編集部に校正権がありますので、修正が入る場合があります。ご了承ください。

性別

男性
69%

女性
31%

◆年齢

30代
35%

10代
1%

20代
11%

60歳以上
12%

40代
28%

50代
13%

■金融資産の保有状況
100万円未満 24%
100～300万 18%
300～500万 14%
500～800万 7%
800～1000万 8%
1000～3000万 16%
3000～5000万 7%
5000万～1億 4%
1億以上～ 2%

■世帯年収
～200万 10%
200～400万 22%
400～600万 25%
600～800万 18%
800～1000万 13%
1000～1500万 10%
2000万以上 2%

■オンライン証券で
開設している口座数

１口座 20%
２口座 20%
３口座 12%
４口座 6%
５口座以上 7%
未開設 33%

■投資する際に参考にするもの
（複数選択可）
インターネットサイト 74%
セミナー 16%
テレビ 35%
雑誌 36%
ラジオ 8%
新聞 56%
メルマガ 35%
口コミ 7%
その他 9%
投資に興味がない 10%

▼ユーザープロフィール

━ Money Mag2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1,069,258 部発行 ━

マネーのまぐまぐ！ 2006/03/29 号

http://money.mag2.com/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

─[PR]─────────────────────────────────

─────────────────────────────────[PR]─

─[PR]─────────────────────────────────

─────────────────────────────────[PR]─

>                『マネーのまぐまぐ！』をお届けします <

■目次

■まぐまぐニュース

■まぐまぐニュース

■まぐまぐニュース

━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■件名件名件名件名件名件名件名

────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■マネー関連おすすめメルマガ情報

────────────────────────────────────

【マネーのまぐまぐ！は、転載, 複写, 大歓迎です】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Money Mag2 ━

ヘッダー1

ヘッダー2

まぐまぐちゃんひと言付き記事稿

件名

エクストラヘッダー（Type-C）

おすすめメルマガ

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

ヘッダー１ 1 950,000部 火 500,000円

ヘッダー２ 1 950,000部 火 400,000円

件名付き記事稿 1 950,000部 火 700,000円

おすすめメルマガ 1 950,000部 火 100,000円

エクストラヘッダー 1 950,000部 火 400,000円

メニュー名 入稿締切

マネーのまぐまぐ！

規定・備考

全角35文字×5行（URL含む）

全角35文字×5行（URL含む）

本文：全角35文字×13行（URL含む）
件名：まぐまぐ編集部で制作（希望件名案の入稿可）。広告主件名は全角
20文字以内。（※広告主様件名の前に、媒体名、媒体コンテンツ内容（15
字以内）が入ります）

本文：タテ書き14文字×2行／ヨコ書き全角33文字×1行
URL行：URL1本（URL左側全角17文字以内掲載可能）

5営業日前

全角35文字×5行（URL含む）　※まぐまぐ「マネー」カテゴリのメルマガ限定
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ユーザープロフィール
年齢： 11～20歳 4.1％

21～30歳 27.0％
31～40歳 42.6％
41～50歳 19.0％
51～60歳 5.2％
61歳以上 2.1％

▼原稿仕様

■配信部数
懸まぐ！スピードくじメール（HTML形式）：360,000部

■媒体プロフィール
媒体名 懸まぐ！
ＵＲＬ http://present.mag2.com/

■懸まぐ！

「懸まぐ！」は、日本 大級のメールマガジン発行サイト「まぐまぐ」が運
営する、キャンペーンの集合サイトです。

【初割】●スピードくじメール（HTML形式）：20％OFF
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

【2本以上割引】●一律30％OFF
ヘッダーを対象に2本以上一括お申し込みの方。
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

性別：男性42.8％、女性57.2％
職業：営業/販売 4.5％

専門職 7.5％
総務/人事 3.5％
会社経営/役員 2.2％
管理職 1.2％
公務員 2.9％

会社員 17.7％
契約社員 2.0％
パート・アルバイト 14.3％
主婦 18.6％
教職員 0.7％
学生 5.6％
その他 19.3％

【懸まぐ！スピードくじメール（HTML形式）】

【クリックカウントについて】クリックカウント必須です。
【入稿〆切について】7営業日前までとなります。

広告主様告知スペース

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

1 360,000部 金曜日 400,000円

懸まぐ！スピード
くじメール

原稿仕様①・②共通規
定

メニュー名 入稿締切 規定・備考

懸まぐ！スピード
くじメール

原稿仕様①

懸まぐ！スピード
くじメール

原稿仕様②

※詳細は以下をご覧ください。7営業日前

件名が、原稿本文の見出し部分に反映されます。／アニメGIF、フラッシュ、スタイルシート不可。
※件名および原稿内でのインセンティブ告知必須。クローズド不可／※URLには媒体のクリックカウントが自動で設定されます。／※クライアント様原稿の下に媒体告知等が入ります
／※同一クライアント月1回の掲載制限があります。詳細はお問い合わせください。／※件名での、文字列を視覚的に強調するための約物・記号類の使用を制限させていただく場合
があります(商品名等を除く)。／※半角文字、半角記号、スペース（全・半角）は件名には使用できません。（件名に使用可能な記号は以下の通り）
①文頭でも使用可能（ペアで内向きに使用）：　《 》≪ ≫「 」『 』＜＞（ ）　　　②文頭でなければ使用可能（1種類を1箇所まで）：　○□☆◇♪▽△◎

懸まぐ！スピードくじメール（HTML形式）

完全原稿でご入稿ください。・サイズ：横550pix×縦1000pix以内(完全原稿で入稿)／容量：画像含め80KB以内／件名はまぐまぐ編集部で制作（全角25文字以内で希望件名案の入稿
可。ただしまぐまぐが校正権を有します）　※メルマガ構成上レイアウト、背景色などを変更する場合があります。／※画像のみではなく、必ずHTMLファイル+画像ファイルの組み合わ
せでご入稿ください。

記事風広告レイアウト。下記項目を素材入稿ください。
・タイトルバナー：縦100pix×横550pix／・画面ヨコphoto：縦100pix×横100pix／・ボディコピー中見出し：全角25文字　※インセンティブ告知必須。／・ボディコピー：全角200文字前後
推奨( 大220文字)／・応募ボタンコピー：全角15文字まで※「詳細はコチラ」「登録はコチラ」などの文言をご指定ください。※応募ボタンは、縦30pix×横200pixのテンプレートボタン
GIFを使用。
件名はまぐまぐ編集部で制作（全角25文字以内で希望件名案の入稿可。ただしまぐまぐが校正権を有します）※インセンティブ告知必須。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

━ Horse Racing Mag2 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 177,366 部発行 ━

競馬のまぐまぐ！ 2007/01/22 号
http://keiba.mag2.com/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 ：株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
広告取扱：株式会社まぐクリック http://www.magclick.com/ 

広告掲載をご検討の方は、まぐクリックまでお問い合わせください
配送技術：株式会社ネットアイアールディー http://www.netird.ad.jp/ 

「まぐまぐ」は株式会社まぐまぐの登録商標です
株式会社まぐまぐは、プライバシーマーク認定企業です (第A821652(01)号)
【競馬のまぐまぐ！は転載, 複写, 買ってれば2,970円 大歓迎です】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Horse Racing Mag2 ━━

「競馬のまぐまぐ！」は「まぐまぐ！」で特に競馬に対して興味・
関心が高いユーザーに向けてお送りしているメールマガジンで
す。『前週のメインレース回顧』や『今週のメインレース展望』
など競馬ファンに定評のあるコンテンツでお送りしています。

■女子まぐ！／女子まぐ！増刊号

■競馬のまぐまぐ！

■媒体プロフィール
媒体名 女子まぐ！
ＵＲＬ http://woman.mag2.com/

■配信部数 580,000部

「女子まぐ！」は「まぐまぐ！」で取り扱うメールマガジンのうち、
特に女性の関心が高いものをピックアップし、再編成したサイ
トです。メールマガジンの発行にとどまらず、サイト読者投稿
等も活発です。

【初割】●ワイドヘッダー：30％OFF ●件名付記事広告：20％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させて頂きます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

【2本以上割引】●一律30％OFF
ワイドヘッダーを対象に2本以上一括お申し込みの方。
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

■ユーザープロフィール
性 別：女性88％、男性12％
未既婚：未婚45％、既婚55％
年 齢：11～20歳 6％

21～30歳 34％

31～40歳 39％
41～50歳 16％
51～60歳 4％
61歳以上 1％

■媒体プロフィール
媒体名 競馬のまぐまぐ！
ＵＲＬ http://keiba.mag2.com/

■配信部数 140,000部

【初割】●ヘッダー：30％OFF ●記事中広告：20％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させて頂きます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

ヘッダー１：35文字×５行

ヘッダー２：35文字×５行

記事中広告
35文字×20行

完全原稿で入稿

■ユーザープロフィール
性別：男性87％、女性13％
年齢：11～20歳 2％

21～30歳 19％
31～40歳 40％
41～50歳 24％
51～60歳 8％
61歳以上 7％

▼月に馬券を買う回数
0～1レース 7％
2～5レース 28％
6～10レース 22％
10～50レース 29％
50レース以上 9％
なし 5％

▼馬券購入経験
あり 95％
なし 5％

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ウィークリー女子まぐ！ 2***/**/** 号

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
メールで届く beauty＆career 情報『女子まぐ！』 http://woman.mag2.com/ 

─[PR]─────────────────────────────────

─────────────────────────────────[PR]─
＿＿＿＿＿＿＿＿
＊ ＩＮＤＥＸ ＊＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆ 女子まぐ！ＮＥＷＳ
◆ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◆ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇ 編集後記

＿[PR]＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◆ 件名見出しがここに入ります
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣[PR]￣

発行元 ：株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
広告取扱：株式会社まぐクリック http://www.magclick.com/ 

広告掲載をご検討の方は、まぐクリックまでお問い合わせください
配送技術：株式会社ネットアイアールディー http://www.netird.ad.jp/ 
「まぐまぐ」は株式会社まぐまぐの登録商標です

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ワイドヘッダー（８行）

件名付記事広告
（２０行）

▼原稿仕様

▼原稿仕様

【クリックカウントについて】・クリックカウント必須です。 URL左側には規定内で文字を入れるこ
とができます⇒媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字ま
で）掲載できます。

【クリックカウントについて】・クリックカウント必須です。 URL左側には規定内で文字を入れるこ
とができます⇒媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字ま
で）掲載できます。
【記事中枠について】記事中枠には件名は付きません。

▼よく読む雑誌
・オレンジページ
・レタスクラブ
・クロワッサン 等

※業種制限あり※
●女子まぐ！件名付き記事稿
→女性系業種又はその商品訴求に限定

※業種制限あり※
●競馬のまぐまぐ！記事中広告
→競馬系業種又はその商品訴求に限定

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

ヘッダー１ 1 140,000部 月 300,000円

ヘッダー２ 1 140,000部 月 250,000円
記事中広告 1 140,000部 月 300,000円

規定・備考

競馬のまぐまぐ！

メニュー名

見出し：まぐまぐ編集部で制作（希望件名の入稿可）　本文：全角35文字×20行（URL含む）

全角35文字×5行（URL含む）

入稿締切

5営業日前
全角35文字×5行（URL含む）

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金
ワイドヘッダー 1 580,000部 月・木 180,000円

件名付き記事稿 1 580,000部 月・木 350,000円
女子まぐ！増刊号一社買いきり 1 580,000部 月 450,000円

入稿締切

件名：まぐまぐ編集部で制作（希望件名の入稿可）　本文：全角35文字×20行（URL含む）

メニュー名

女子まぐ！（木）
女子まぐ！増刊号（月）

規定・備考

件名：まぐまぐ編集部で制作（希望件名の入稿可）　本文：全角35文字×20行（URL含む）5営業日前
5営業日前

全角35文字×8行（URL含む）5営業日前
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

━ English Mag2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 648,330部 発行 ━

英語のまぐまぐ！ 2004/04/30 号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>         『秋の名物ハンデ戦！アルゼンチン共和国杯の巻☆彡』 <

この増刊号はまぐまぐメールマガジンカテゴリ分類『スポーツ・レジャー』
内の『競馬』カテゴリのマガジンを読者登録中の方にお送りしています。
配信中止はこちら→ http://www.mag2.com/wmag/entr/0310gambling_h.htm

■英語のまぐまぐ！

■媒体プロフィール
媒体名 英語のまぐまぐ！
ＵＲＬ http://english.mag2.com/

■配信部数 700,000部

「英語のまぐまぐ！」は「まぐまぐ！」で特に英語に対して興味・
関心が高いユーザーに向けてお送りしているメールマガジンで
す。メールマガジン紹介に加え、幅広い層に対応できるよう、
初心者から上級者まで学び、楽しめるコンテンツをお送りして
います。

【初割】●ヘッダー：30％OFF ●件名付記事広告：20％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させて頂きます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないものが対象となります。

【2本以上割引】●一律30％OFF
ヘッダーを対象に2本以上一括お申し込みの方。
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

件名付記事広告
（35文字×20行）
完全原稿で入稿

ヘッダー1：35文字×5行

■ユーザープロフィール
性別：男性56％、女性44％
年齢：11～20歳 6％

21～30歳 30％
31～40歳 35％
41～50歳 18％
51～60歳 8％
61歳以上 3％

▼TOEIC受験率
経験あり 40％
経験なし 60％

ヘッダー2：35文字×5行

▼原稿仕様

【クリックカウントについて】・クリックカウント必須です。 URL左側には規定内で文字を入れるこ
とができます⇒媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字ま
で）掲載できます。

※業種制限あり※
●英語のまぐまぐ！件名付き記事稿
→英語系業種又はその商品訴求に限定

エクストラヘッダー（Type-C）

■目次

■まぐまぐニュース

■まぐまぐニュース

■車のまぐまぐ！

■媒体プロフィール
媒体名 車のまぐまぐ！
ＵＲＬ http://car.mag2.com/

■配信部数 230,000部

まぐまぐで車関連のメルマガを購読しているユーザーに配信。
車の買い時や売り時情報、車にまつわるネタ投稿など、
カーライフ全般の情報収集に役立つ情報が満載です。

■ユーザープロフィール
性別：男性85.4％、女性14.6％
年齢：～20歳 0.8％

21～25歳 2.7％
26～30歳 7.1％
31～35歳 17.4％
36～40歳 21.4％
41～45歳 18.6％
46～50歳 11.6％
51～55歳 7.9％
56～60歳 5.7％
61歳～ 6.8％

▼所有台数・メーカー
1台 52％ 4台以上 6％
2台 30％ なし 3％
3台 9％

【クリックカウントについて】・クリックカウント必須です。 URL左側には規定内で文字を入れることができま
す⇒媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字まで）掲載できます。

━ CarLife Mag2  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ***,*** 部発行 ━

車のまぐまぐ！ 2***/**/**
http://car.mag2.com/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

□目次
■まぐまぐニュース1620KHz
■リセールバリューチェック＆レクサスＬＳが欲しくなる４つの理由
■現金１０,０００円プレゼント！～ガソリン代の足しにして下さい♪
■クルマのことで悩んだら！『カーライフ駆け込み寺』
●プロはクルマをどこから洗う？

■安く買って高く売る！現役カーディーラー直伝『中古車売買≪トラの巻≫』
●払わなくていいのに払ってる！？自動車税に注意せよ！

■ライバル車比較『乗るコレアンケート』［結果編］
日産「ティーダ」vsホンダ「フィット」

■まぐギャザ！カー用品情報

発行元 ：株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
広告取扱：株式会社まぐクリック http://www.magclick.com/ 

広告掲載をご検討の方は、まぐクリックまでお問い合わせください
配送技術：株式会社ネットアイアールディー http://www.netird.ad.jp/ 

「まぐまぐ」は株式会社まぐまぐの登録商標です
株式会社まぐまぐは、プライバシーマーク認定企業です (第A821652(01)号)
【車のまぐまぐ！は、転載, 複写, 単気筒で500km 大歓迎です。】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ワイドヘッダー：35文字×8行

トヨタ 28.0％ ダイハツ 2.5％
日産 18.0％ いすゞ 0.5％
ホンダ 14.2％ 海外メーカー 10.2％
三菱 5.0％ 無回答 3.2％
スバル 8.4％
スズキ 4.2％

▼原稿仕様

エクストラヘッダー（Type-C）

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金
ヘッダー１ 1 700,000部 金 320,000円
ヘッダー２ 1 700,000部 金 200,000円

件名付き記事稿 1 700,000部 金 450,000円

エクストラヘッダー
1 700,000部 金 200,000円

全角35文字×5行（URL含む）
全角35文字×5行（URL含む）

5営業日前

メニュー名 入稿締切

本文：タテ書き14文字×2行／ヨコ書き全角33文字×1行
URL行：URL1本（URL左側全角17文字以内掲載可能）

件名：まぐまぐ編集部で制作（希望件名案の入稿可）　本文：全角35文字×20行（URL含む）

規定・備考

英語のまぐまぐ！

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

ワイドヘッダー 1 230,000部 火 120,000円

規定・備考

全角35文字×8行（URL含む）※クリックカウント必須。媒体URL左側には全角19文
字まで（URLが複数本の場合は全角15文字まで）掲載可能。※自動車関連業種以
外の掲載は不可。

メニュー名 入稿締切

車のまぐまぐ 5営業日前
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

女性
58%

男性
42%

■うらないまぐ

■媒体プロフィール
媒体名 うらないまぐ
ＵＲＬ http://uranai.mag2.com/

■配信部数 96,000部

まぐまぐの姉妹サイト「うらないまぐ」オプトインユーザーに対し
毎日1回配信しているうらないメールマガジンです。ユーザーご
との翌日の運勢とともに配信するため、高い精読率と広告効
果が期待されます。

【初割】●20％OFF
初めて掲載される方を対象に、初割を適用させて頂きます。
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないもの。
※複数本割引との併用はできません。

【2本以上割引】●2本購入で各20％OFF
2本以上一括お申込で複数本割引を適用させて頂きます。
※大量一括購入の場合は、弊社営業担当にお問合せください。

URANAI★☆MAG===========================================================

うらないまぐ「動物占い(R)公式：明日の運勢」

===========================================================URANAI★☆MAG
━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ノラコム動物村」へのアクセスはこちらー＞ http://noracom.net/ 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ５アニマルズ♪ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆

https://noracom.net/fortune/5animals1.php
ヒトはいろんな顔を持っている。
表面に出しているアナタ、何かを決断するときのアナタ
こうなりたいと願う姿、ピンチのときに現れるアナタ
自分をもっと知ろう！！

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
▲▼▲▼▲▼ メルマガ「週刊ノラコム」１９２号 HEADLINE ▲▼▲▼▲▼▲
「週刊ノラコム」配信のご登録は http://noracom.net/office/magazine.php

１．Ｗ杯最終予選第１戦へ向けて
２．お笑い芸人シリーズ第２４弾～ヒロシ～
３．注目の映画「北の零年」

-=-=-=-=-=-=-=- ♪今年こそ、想い伝われ♪ -=-=-=-=-=-=-=-
男性も女性もそれぞれにドッキドキのバレンタイン♪
動物占い(R)はそんな皆様を応援します！

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━

‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
2005年02月03日(木)「オオカミ」の動物占い(R)運勢

‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥
■全体 ：５段階評価 ＠＠＠＠＠
幸運の女神が味方してくれているのを感じられ、自信が持てそう。
チャレンジしたいという意欲が高まり、ポジティブになれます。人との情報交
換で、発展を感じる何かをつかむ事ができるでしょう。考え過ぎると良い流れ
を妨げるので、深く考えずに行動して下さい。うまくタイミングをつかめると、
大きな飛躍が待っていそうです。幸運を感じたら、周囲の人にも幸せのお裾分
けをするといいかも。

■恋愛 ：５段階評価 ＠＠＠＠
今日はハッキリとした言葉と行動で人に接していくといいでしょう。

■金銭 ：５段階評価 ＠＠＠＠＠
お金をかけて、心の贅沢を満喫してみるといいかもしれません。

■仕事・学業：５段階評価 ＠＠＠＠＠
周りからの力添えで、全てが順調に運んで行くことになりそうです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
…┨☆動物占い(R) インフォメーション☆┠──────────────…
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
・いつでも無料で動物キャラ診断！
https://noracom.net/fortune/color_cheki1.php 

・[ノラコム動物村]への入会は、今すぐこちらから！
http://noracom.net/office/office.php 

…─────────────────────────────────…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆コンテンツ提供:[ノラコム動物村] http://noracom.net/ 
「動物占い(R)」は株式会社ノラコムが商標登録しています。
◆発行：株式会社まぐまぐ http://www.mag2.com/ 
◆登録解除はこちら http://uranai.mag2.com/kaijo.html 
◆このメールへのお問い合わせ uranai@mag2.com 
◆営利・非営利に関わらず無断での転載、再配布、全文および一部の引用等を
禁止します。
Copyright(c) MagMag Inc. All rights reserved.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

件名付きトップ記事広告
（35文字×20行）
完全原稿で入稿

男女比 年齢比

▼原稿仕様

【クリックカウントについて】・クリックカウント必須です。 URL左側には規定内で文字を入れるこ
とができます⇒媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字ま
で）掲載できます。
【件名について】[mm/ddの運勢] 件名 の順に掲載されます。
＜件名例＞[04/01の運勢] あなたの運勢やいかに！？

■ユーザープロフィール

=== とくとくねっと =================================== 72,309部発行 ====

ウィークリーとくとくねっと 2001/11/12号

===[PR]=================================================================

========================================================================

===[PR]=================================================================

========================================================================

□今回のもくじ

■とくとくねっとニュース

●「とくとくねっとプレミアム」応募しめきりました！

■今週のおすすめメルマガ

■とくとくねっと新作メールマガジン情報(2001/11/05-2001/11/06)

■ミニまぐ新作メールマガジン情報(2001/11/04-2001/11/06)

■とくとくねっとＶＯＷ

●出来事２００１

★ケツオブケツ！更新しました★

●恐怖！？学園の七不思議から怖い話へ。

■スタッフ今日のこれは、けしてカレー好きとはいえない

===[PR]=================================================================

========================================================================
------------------------------------------------------------------------
●思い込んだら
○電車が地下やトンネルに入るたびに、父が真っ暗な外を指さして、「あっ、
熱帯魚だ！」とか、「今、魚が泳いでいたぞ！」と言うのを中学生まで信じて
いました。どうして私には見えないのだろうと、いつも必死に探したものです。
いるわけないじゃん・・・とわかった瞬間、少し寂しかったな。
◇これに一票→ http://bigbeat.tegami.com/vow/vote.cgi?No=1109K010 
===[PR]=================================================================

========================================================================

■まぐまぐクリックチャージ

■媒体プロフィール
媒体名 まぐまぐクリックチャージ
ＵＲＬ http://www.mag2.com/

日本 大のメールマガジン配信サイト「まぐまぐ」に登録されて
いるメールマガジンの発行時に5行広告を自動挿入します。
広告審査を通過したメルマガのみに広告掲載されるので、安
心してご出稿いただけます。

ヘッダー1（5行）

ヘッダー2（5行）

■ユーザープロフィール
性別：男性54％、女性46％
年齢： 10代 6％

20代 27％
30代 31％
40代 19％
50代 11％
60代 6％

職業：会社員 19％
主婦 13％
研究者/技術者 9％
営業/販売 6％
総務/人事 3％
会社経営/役員 3％
学生 4％

記事中広告（5行）

フッター（5行）

▼原稿仕様

・1,000クリックにつき1種類の原稿でご入稿下さい。
・リンク先URLは、弊社クリックカウント用URLに差し替えて掲載となります。
・クリック消化期間は保証いたしかねます。
・原稿・URLの差し替えは不可です。
・URL行に文字は入れられません。掲載時のURLは左寄せとなります。
・ロットは1,000クリック単位となります。
・配信開始日は弊社営業日のみとなります。

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金
- 1 1,000クリック～ - ＠150円 本文：全角35文字×4行＋URL1行

メニュー名 規定・備考入稿締切
まぐまぐクリックチャージ 5営業日前

管理職 3％
契約社員 4％
公務員 4％
教職員 2％
その他の職業 21％
パート・アルバイト 8％

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金
件名付きトップ記事稿 1 96,000部 毎日 120,000円

規定・備考
5営業日前
入稿締切

本文：全角35文字×20行（URL含む）　希望件名：全角25文字程度うらないまぐ
メニュー名
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ウィークリーミニまぐ！PC版

日本 大級のメールマガジン発行サイト「まぐまぐ」のモバイル
版オフィシャルメールマガジンです。女性比率が６４％と高く大
量のユーザーに訴求できる広告メニューを用意しています。

【クリックカウントについて】・クリックカウント必須です。 URL左側には規定内で文字を入れることができま
す⇒媒体用URL左側に全角19文字まで（URLが複数本の場合は全角15文字まで）掲載できます。

【件名について】2007年4月より仕様変更。変更後は、［ウィミニ］ 件名になります（間に半角スペース
が入ります）。＜件名例＞[ウィミニ] 明日のお天気は？

ｏ)))
┃
┣━┓
┃□┃━ Weekly MiniMag  ━━━━━━━━━━━━━━ ***,*** 部発行 ━
┃::┃ ウィークリーミニまぐ ****/**/**号
┗━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
─[PR]─────────────────────────────────

────────────────────────────────[PR]──

□今回のもくじ
■今週の Pickup３
●自分の時代！
●復縁・復活愛の成功法則～よりを戻す方法～
●魅力革命～ずっと効き続ける魔法をかける

■ミニまぐ新作メールマガジン情報(****/**/**-****/**/**)
■スタッフ今日のちょっと待ったぁぁぁ～！！

━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■
────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━

ワイドヘッダー：35文字×8行

▼原稿仕様

件名付き記事稿：35文字×20行

【初割】●ワイドヘッダー30％OFF、件名付き記事稿20％OFF
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、出稿がないもの。
※複数本割引との併用はできません。

【2本以上割引】●ワイドヘッダー：同一四半期内での複数本購入で一律30％OFF
●件名付き記事稿：同一四半期内での複数本購入で一律30％OFF

※大量一括購入の場合は、弊社営業担当にお問合せください。

■ユーザープロフィール
年齢比未既婚比

男女比

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金
ワイドヘッダー 1 220,000部 火・金 100,000円

件名付き記事稿 1 220,000部 火・金 140,000円
件名：まぐまぐ編集部で制作（希望件名の入稿可）
本文：全角35文字×20行（URL含む）

メニュー名 入稿締切 規定・備考

WeeklyミニまぐPC版 5営業日前

全角35文字×8行（URL含む）

■ユーザープロフィール
まぐまぐ個別ページ

日本 大級のメールマガジン発行サイト「まぐまぐ」の
メルマガ個別ページとバックナンバーページへの広告掲載メ
ニューとなります。ユーザーの特徴として約８割が３０歳以上と
大人の世代が非常に多いことです。

▼原稿仕様

■まぐまぐ！WEBバナー

スーパーバナー

TOPテキスト掲載部分
スクエア
バナー

■まぐまぐメルマガ個別ページ

■まぐまぐバックナンバーページ 男性 62%
女性 38%

■男女比

■ユーザープロフィール
まぐまぐ個別ページ

男性 47%
女性 53%

■男女比

 未婚（独身） 28%

 既婚（子供なし）

6% 既婚（子供あり）

65%

 無回答 1% 20歳未満 8%

 20 - 24歳 3%

 25 - 29歳 3%

 30 - 34歳 14%

 35 - 39歳 16%
 40 - 49歳 30%

 50 - 59歳 13%

 60歳以上  13%

 未婚（独身） 28%

 既婚（子供なし）

8%
 既婚（子供あり）

62%

 無回答 2% 20歳未満 7%

 35 - 39歳 18%
 40 - 49歳 35%

 60歳以上 3%

 50 - 59歳 16%

 30 - 34歳 8%

 25 - 29歳 7%

 20 - 24歳 6%

※業種制限有り。メルマガ広告枠とは別基準にて掲載可否判断をいたしますので予めご了承下さい。

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

スーパーバナー 2 600,000imp想定 月 400,000円

2,000,000imp保障 平日 130,000円

1,000,000imp保障 平日 80,000円

2,000,000imp保障 平日 240,000円

1,000,000imp保障 平日 150,000円
まぐまぐバックナンバーページ

200×200ピクセル、gif,flashjpeg,50KB以内,ALT不可,アニメ可,差し替え不可,掲載本
数2本まで、メルマガとは掲載基準が異なりますのでご了承ください。スクエアバナー 5営業日前2

まぐまぐバックナンバーページ
全角35文字×1行、差替え不可、掲載本数2本まで、想定掲載期間2週間～、上段、
下段の指定はできませんのでご了承ください。TOPテキスト 5営業日前4

まぐまぐ個別ページ 5営業日前
728×90ピクセル,gif,flashjpeg,50KB以内,ALT不可,アニメ可,差し替え不可,掲載本数2
本まで、4週間掲載、メルマガとは掲載可否が異なりますのでご了承ください。

メニュー名 入稿締切 規定・備考
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ヤプログ !
ヤプログ！とは、ヤプースくんをキャラクターとした、かわいいブログサービスです。
かわいいデザインにより、ブログユーザーの82％が女性！

●ブログ会員数約83万人、全体総PV数：3億3千万PV！（2007年12月末現在、モバイル数値含む）

●10代～20代ブロガーが約80％！さらに全体の82％を女性が占めています。

URL ： http://www.yaplog.jp/

■JUGEM URL http://jugem.jp/
ブログ広告JUGEMは「簡単」「手軽」をコンセプトとしたブログサービスで、HTMLとCSSの編集によりダイナミックに

デザインできるのが特徴で、ユーザビリティ性に優れており、女性の支持率が高い人気のブログサイト。

●ブログ会員数75万人・全体総ＰＶ数 2億5,600万ＰＶ突破！（モバイル数値含む）

会員数・PV数ともに順調に上がっており、今後もますますサイトの活性化が見込めます。（2007年12月末現在)

●10代～20代女性ユーザーがメイン層で、ユーザーのアクティブ性が高いところでのプロモーションが可能！

※FLASHの原稿仕様については、別途原稿規定がございますので、お問い合わせ下さい。

▼PCコンテンツ バナー広告 ▼PC管理者画面 バナー広告

ポータルを訪れる全インターネット
利用者にリーチ。

弊社ブロガーの管理画面、全てにアプローチ。

■メニュー名／JUGEMPCコンテンツバナー・PC管理者画面バナー

トップコンテンツページ

[PR]フッター
[PR]フッター

ユーザーページ

▼モバイル広告

■メニュー名／JUGEMモバイル

▼ヤプログ！管理者画面ページ▼ヤプログ！TOPページ

特徴
TOPページ各バナーは、ヤプログ！ブロガー
および一般の閲覧者へのリーチが可能！
管理者画面ページのバナーは
ヤプログ！のブロガーへのみリーチ！

バナー広告スペース バナー広告スペース

①

②

③ ④

メニュー名 掲載箇所 枠数
想定

imp/月
掲載タイプ 掲載期間 掲載開始日 料金 単価 入稿締切 規定・備考

JUGEM　PCコンテンツ バナー広告 コンテンツページ 1 8,500,000 625,000円 0.07

JUGEM　PC管理者ページバナー広告 管理者画面ページ
2

(ローテーション)
9,500,000 750,000円 0.08

サイズ：468×60pix（jpg,gif形式：30KB/swf形式：40KB）
URL：1本
※ループ可（1ループ6秒3回まで）
※差し替えは週1回平日のみ可
※Altタグ設定可（全角10文字以内）

期間保証 1ヶ月
平日

（祝日を除く）
5営業日前

メニュー名 掲載箇所 枠数
想定

imp/月
掲載タイプ 掲載期間 想定消化目安 掲載開始日 料金 単価 入稿締切 規定・備考

5,000 15日

10,000 30日

JUGEM　モバイル広告（フッター）
JUGEM

全体フッター
1 80,000,000

バナー（192×53pix)　テキスト（全角8文字2行）
行頭には〔PR〕が入ります。絵文字使用不可。
開始日時は平日12時前後。5営業日以内にご入稿下さい。
直近の消化目安は別途ご相談。
キャリア別配信可。

クリック保証
平日

（祝日を除く）
5営業日前35円/クリック ―

メニュー名 掲載箇所 枠数
想定

imp/月
掲載タイプ 掲載期間 掲載開始日 料金 単価 入稿締切 規定・備考

①ヤプログ！プレミアムバナー TOPページ 1,000,000 300,000円 0.30

②ヤプログ！レクタングルバナー TOPページ 1,000,000 100,000円 0.10

③ヤプログ！TOP＆コンテンツバナー TOP＆コンテンツページ 1,750,000 350,000円 0.20

④ヤプログ！管理者画面バナー 管理者画面ページ 7,000,000 560,000円 0.08

5営業日前

サイズ
プレミアムバナー：362×120pix(jpg.gif形式:30KB)
レクタングルバナー：120×120pix（jpg,gif形式：30KB）
TOP＆コンテンツバナー、
管理者画面バナー： 468×60pix(jpg.gif形式:30KB)
URL：1本
※ループ可（1ループ6秒3回まで）
※差し替えは週1回平日のみ可
※Altタグ設定可（全角10文字以内）

2
(ローテーション)

期間保証 1ヶ月
平日

（祝日を除く）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

▼ポイントパークTOPページ
「今週のおすすめ」枠

■ポイントメール

会員満足度ナンバー１のクリック型インセンティブタイプDM「ポイントメー
ル」、アクションインセンティブを付加することにより、高い費用対効果が
期待できます。

■媒体プロフィール
媒体名 ポイントメール
URL http://www.pointtown.com
総会員数 1,170,000通
種別 DM・メルマガ・Webバナー
★アクションインセンティブ商品あり

■ユーザープロフィール
【性別】男性：67％ 女性：33％
【年齢】10代：2.6％ 20代：34.1％ 30代：29.2％

40代：16.1％ 50代：6.9％ 60代：2.0％ 70代：0.6％
【地域比】北海道・東北：11.0％ 関東：39.0％ 東海：8.8％

北陸：4.6％ 近畿：17.6％ 中国：3.4％
四国：1.7％ 九州・沖縄：6.0％

===== POINT MAIL ===========================================================
200*年 **月 **日 *曜日 発行
200*年 **月 **日 *曜日 現在のポイントは、0 です。
=========================================================== POINT MAIL =====

****************************************************************************
配信企業名：株式会社●●●●●●●
ポイント獲得有効期限：200*年 **月 **日
今回取得できるポイント数: *

--【ポイントメール会員限定！】----------------------------------------------
このメールから××××に●●●●して頂くと、
ポイントメールのポイントを【***ポイント】プレゼントします！
※キャンペーン期間：200*年**月**日まで
----------------------------------------------------------------------------
注）ポイントプレゼント用URLはこのメールの最後にあります。

[Point] http://rtn.pointmail.com/*********************

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クリックできない場合はブラウザを開きコピー＆ペーストしてください

◇………………………………………………………………………………………………◇

◆ ためて もらえる ポイントメール www.pointmail.com ◆
◇………………………………………………………………………………………………◇

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
登録変更・解除はこちら⇒ http://www.pointmail.com/guide/index.html
お問い合わせ⇒ info@pointmail.com
発行元： GMOメディア株式会社
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2005 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.
■GMO INTERNET GROUP■ GMO INTERNET www.gmo.jp

全角35文字×最大180行
クリックカウント可

(URL1種類のみ)

▼アクションインセンティブ付きDM

◆━☆木曜メール☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

　2005年 06月 02日 木曜日 発行
　2005年 06月 02日 木曜日 現在のポイントは、0 です。

◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆木曜メール☆━◆

ヘッダー1(35文字×4行＋1URL)

件名付き記事稿
(35文字×20行 ※URL含む)

媒体のリードが3行～5行入ります

▼木曜メール

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。

貯め～ル＜ファイア＞ ●ヘッダー： 30％OFF ●件名付き記事稿：20％OFF
木曜メール ●ヘッダー： 30％OFF ●件名付き記事稿：20％OFF
ポイントパークTOPページバナー「今週のおすすめ」 ●バナー：20％OFF

※初割は2007年4月から現在までご出稿がないクライアント様が対象です。

【2本以上割引】ヘッダー・記事中広告2本以上一括お申し込みの方を対象に割引を適用します。

●一律30％OFF
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

※同時に2つ以上の割引適用はできません。

※1：特殊業種は枠制限あり
※2：アクションインセンティブをご利用の場合、「GMOメディア アクションインセンティブ商品のご案内」をご確認ください。

▼貯め～ル<ﾌｧｲｱ>

ヘッダー1(35文字×4行＋1URL)

件名付き記事稿
(35文字×20行 ※URL含む)

媒体のリードが3行～5行入ります

記事中広告
(最大4枠/35文字×8行+30文字+1URL)

[ポイントタウン]オフィシャルメールマガジン
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2006年 01月 24日 火曜日 発行

☆ 貯 め ～ ル <火曜版>☆
【 フ ァ イ ア 】

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
ポイント獲得有効期限：2006年 01月 26日

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

今週のおすすめ枠

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切
アクション
インセン
ティブ※2

クリック
インセンティブ

テキスト
4,000～9,999通：15円/通

1万通～：10円/通
3営業日前 件名：全角25文字以内

本文：全角35文字×50行（推奨）
（ 大180行）（リンクURL含む）

カラーテキスト
4,000～9,999通：15円/通

1万通～：10円/通
5営業日前 件名：全角25文字以内 本文：横600pix以内・20kb以内

HTML
4,000～9,999通：20円/通

1万通～：15円/通
5営業日前 件名：全角25文字以内

本文：横600pix以内・20kb以内
（画像含めて80kb以内）

テキスト
4,000～9,999通：20円/通

1万通～：15円/通
3営業日前 件名：全角25文字以内

本文：全角35文字×50行（推奨）
（ 大180行）（リンクURL含む）

カラーテキスト
4,000～9,999通：20円/通

1万通～：15円/通
5営業日前 件名：全角25文字以内 本文：横600pix以内・20kb以内

HTML
4,000～9,999通：25円/通

1万通～：20円/通
5営業日前 件名：全角25文字以内

本文：横600pix以内・20kb以内
（画像含めて80kb以内）

テキスト
4,000～9,999通：15円/通

1万通～：10円/通
件名：全角25文字以内

本文：全角35文字×50行（推奨）
（ 大180行）（リンクURL1本含む）

HTML
4,000～9,999通：20円/通

1万通～：15円/通
件名：全角25文字以内

本文：横600pix以内・20kb以内
（画像含めて80kb以内）

ヘッダー1 1枠/部 400,000円 選択可

件名付き記事稿 1枠/部 600,000円 選択可

記事中広告 4枠/部 200,000円 必須

ヘッダー1 1枠/部 400,000円

件名付き記事稿 1枠/部 600,000円 件名：全角25文字以内
本文：全角35文字×20行以内
（AI無：リンクURL含む/AI有：リンクURL含まず）

月曜日から1週間 200,000円

月曜日から2週間 300,000円

必須 必須
ターゲティングメール

「アクションインセンティブ付
き」

※1 保証 1,170,000通

平日（祝除く) 不可 必須ポイントメール
PCターゲティングメール

※1 保証 1,170,000通

1,170,000部 火

全角35文字×4行以内＋リンクURL1行

全角35文字×4行以内＋リンクURL1行

想定 1,170,000部 木

画像：横100pix×縦60pix（5kb以内、アニメ不可）、形式：GIF,JPG
見出しテキスト：全角20文字以内
内容テキスト：全角35文字以内
リンクURL：1本

想定

件名：全角25文字以内
本文：全角35文字×20行以内
（AI無：リンクURL含む/AI有：リンクURL含まず）

見出し文：全角25文字×1行
ポイント付与条件説明：全角30文字
本文：全角35文字×8行以内＋リンクURL1行

規定・備考

平日（祝除く) 不可 必須

無

無

3営業日前 無

平日（祝除く)

5営業日前

5営業日前

※1 保証 1,170,000通

180,000PV/週 必須10枠/日

3営業日前 選択可

想定

ポイントメール
属性更新メール

ポイントパーク
TOPページバナー

「今週のおすす
め」

木曜メール

貯め～ル＜ファイア＞
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ポイントメール ポイントニーズ

広告配信ターゲットとしてニーズの高いユーザーを絞り込むために、3ヶ月
に一度、事前に代理店様のご要望を踏まえアンケートを実施します。
その後、 新のアンケートに回答したアクティブ会員のみを対象とした
ターゲット・セグメンテーションが可能になりますので、非常に高い広告効
果を得ることができます。

■媒体プロフィール
媒体名： ポイントメール
URL    ： http://www.pointtown.com

事前にアンケートを実施

※アンケートに回答したユーザーにはポイントを付与

アンケート回答者にDMを配信

■既存セグメントにて、
さらにターゲットを絞り込んで
配信することも可能です！

===== POINT MAIL ===========================================================
2006年 1月 28日 土曜日 発行
=========================================================== POINT MAIL =====

****************************************************************************
配信企業名：ポイントメール事務局

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◇アンケートに答えてポイントをもらおう！！◇
◆◆◆◆◆ポイント家族の ◆
◆◆◆┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓┏━┓ ◆◆
◆◆◆┃ポ┃┃イ┃┃ン┃┃ト┃┃★┃┃ア┃┃ン┃┃ケ┃┃ー┃┃ト┃◆◆◆
◆◆ ┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛┗━┛◆◆◆
◆ アンケートに答えると抽選で5,000Pが当たる！ ━┓○━╋━◆◆
◆ 抽選にはずれても全員に【1P】当たる！Let!sトライ！ ┃┓┃ ┗┓◆◆

▼ ┻┛┗ ━┛
⇒ http://rtn.pointmail.com/g.cgi?a=37485&u=1825659&s=1

こんにちは。ポイントメール事務局です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
このたび、ポイントメールでは、より良いサービスの充実と会員様の
満足度向上の為、簡単な「アンケート」をご用意させていただきました。
「アンケート」にご協力いただいた方には特典がございます。
皆様のご協力をお待ちしています。

===== POINT MAIL =======================================================
2006年 *月 *日 木曜日 発行
2006年 *月 *日 木曜日 現在のポイントは、0 です。
======================================================= POINT MAIL =====

************************************************************************
配信企業名：**************
ポイント獲得有効期限：2006年 0*月 0*日
今回取得できるポイント数:**

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
クリックできない場合はブラウザを開きコピー＆ペーストしてください

◇…………………………………………………………………………………………◇
◆ ためて もらえる ポイントメール www.pointmail.com ◆
◇…………………………………………………………………………………………◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
登録変更・解除はこちら⇒ http://www.pointmail.com/guide/index.html
お問い合わせ⇒ info@pointmail.com
発行元： GMOメディア株式会社
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2006 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.
■GMO INTERNET GROUP■ GMO INTERNET www.gmo.jp

約12万人が
アンケートに回答予定

全角３５字×５０行（推奨）
最大１８０行

平均クリック率
77.4％

（2007年10、11月実績）

■アンケート内容（セグメント内容）のご紹介

＋
さらに

既存セグメント

郵便番号

都道府県

性別

年齢

誕生日

未既婚

No カテゴリー（１１項目） アンケート項目（全４８項目）
1 個人の嗜好 購読新聞、自己啓発、カード
2 転職 転職の検討、 起業・独立

3 不動産
興味、マンション購入、一戸建て購入、購入予算、住宅展示場・モデルルーム、
住みたい沿線、リフォーム、引越し

4 投資や資産運用 不動産売却、土地活用、ビル・アパート経営、不動産投資物件、資産運用方法、保険加入
5 教育 外国語、子供の就学状況、関心のある分野
6 インターネット ブログ、ＳＮＳ
7 ＥＣ 購入回数、平均購入金額、購入した商品ジャンル、購入したい商品ジャンル
8 美容 関心のある分野、サプリメント
9 健康・医療 健康状態、関心のある医療分野、健康食品
10 カーライフ ETC、カー用品、新車購入、中古車購入
11 旅行 国内旅行、海外旅行

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切
アクション

インセンティブ
クリック

インセンティブ

テキスト 2,000通～：15円/通 3営業日前 件名：全角25文字以内
本文：全角35文字×50行（推奨）
（ 大180行）（リンクURL含む）

カラーテキスト 2,000通～：15円/通 5営業日前 件名：全角25文字以内 本文：横600pix以内・20kb以内

HTML 1,500通～：20円/通 5営業日前 件名：全角25文字以内
本文：横600pix以内・20kb以内
（画像含めて80kb以内）

テキスト 2,000通～：15円/通 5営業日前 件名：全角25文字以内
本文：全角35文字×50行（推奨）
（ 大180行）（リンクURL含む）

HTML 1,500通～：20円/通 5営業日前 件名：全角25文字以内
本文：横600pix以内・20kb以内
（画像含めて80kb以内）

1,500通～ 平日（祝除く)保証※1

※1

ポイントメール/ポイントニーズ
PCターゲティングメール

ポイントメール/ポイントニーズ
アクションインセンティブメール

保証 1,500通～ 平日（祝除く)

規定・備考

不可 必須

必須 必須
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■GMOメディア アクションインセンティブ商品のご案内

★アクションインセンティブとは、ユーザーがクライアント様のサイトにて
『アクション（資料請求や購買等）』を起こした際にポイント付与するサービスです。
最終的な成果への到達を高く希望されるクライアント様に好適なサービスです。

※アクションインセンティブをご利用いただける商品については、次項以降の商品一覧をご確認ください。
※アクションインセンティブの掲載にあたっては、広告掲載料金以外に、別途アクションインセンティブ設定費が必要です。
※アクションインセンティブには、ポイント付与を行うための環境設定（クライアント様サイトのアクション完了ページソース内へのタグの

埋め込み）が必須です。システム上対応できない場合もございます。
※タグを発行するため、配信日の5営業日前までに、上記「お申込みの必須項目」を事前にご入稿ください。
※アクションインセンティブのリンク先URLとアクション完了ページは、それぞれ1種類とさせていただきます。
※ポイント付与数は、媒体にて決定します。
※アクションインセンティブ登録テストの際、テストデータを登録させていただきます。ご指定がある場合はお申込時にご連絡ください。
※レポートはクリック数レポートのみとさせていただきます。
※メールマガジンの場合、ポイント付与条件説明文（全角30文字×1行）をクライアント様より完全原稿にてご入稿ください。

・例：今なら「付与条件」すると【○○ポイント】プレゼント！
・付与条件：例えば「会員登録」「資料請求」「商品購入」など。

※ 付与するポイント数は媒体にて決定させていただきます。
※ 媒体が決定したポイントを超えるポイント付与をご希望の場合は別途ご相談ください。
※ 広告料金が200万円以上の場合は、ご相談ください。

【ポイントメール】・広告料金 ～100万円未満 ⇒ 10万円
・広告料金100万円以上～200万円未満 ⇒ 20万円

○ アクションインセンティブのご注意○ アクションインセンティブのご注意

○ アクションインセンティブ設定費○ アクションインセンティブ設定費
※アクションインセンティブの掲載には、

アクションインセンティブ設定費が必要です。

○ アクションインセンティブ申込・入稿締切○ アクションインセンティブ申込・入稿締切

≪申込締切≫ 5営業日前

≪入稿締切≫ 5営業日前

○ お申込みの必要項目○ お申込みの必要項目

①目標獲得単価
②掲載URL （参考URLは不可とさせていただきます。掲載URLをお送りください。）

③付与条件 （何をすればポイントが付与されるか。）※付与ポイント数はタグをお送りする際に併せてご連絡させていただきます。

各媒体ユーザー各媒体ユーザー

配信配信

誘導誘導 クライアント様クライアント様
キャンペーンページキャンペーンページ

アクション完了ページアクション完了ページ
（サンキューページ）（サンキューページ）

クリッククリック

【導入イメージ（例：資料請求の場合）】

サイト訪問者サイト訪問者

資料請求

資料請求時にPOINT
を付与することにより、
アクション率アップ！
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■freeml

日本 大級の無料メーリングリストサイトがSNSコミュニティとして生まれ

変わりました。freemlオフィシャルマガジンのウィふり。大量のユーザーにリ

ーチが可能です。

■媒体プロフィール
媒体名 GMOメディア株式会社
URL http://www.freeml.com/
総会員数 1,100,000通
種別 メルマガ

■ユーザープロフィール
【性別】男性：56％ 女性：44％
【年齢】10代：15％ 20代：41％

30代：17％ 40代：17％

━☆━freemlオフィシャルメールマガジン━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ 2006/01/24号
★ ┃ウ┃ ┃ィ┃ ┃ふ┃ ┃り┃ ★ ★――――――――★
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ www.freeml.com

みんなで一緒にあそぼ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://we.freeml.com/ ━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】いの日和
------------------------------------------------------------------
【２】ゐふり特捜探偵社 ☆定番はやっぱり奈良・京都？

┌───┐------------------------------------------------------------------
│もくじ│【３】FreeMLからのお知らせ ★奥深い工芸の世界へようこそ♪
└───┘------------------------------------------------------------------

【４】編集後記
------------------------------------------------------------------
【５】ウィふりくじ ☆おみくじ引いたら、次はコレ！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃１┃いの日和
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼ウィふり PCメルマガ

件名付き記事稿
(35文字×20行 ※URL含む)

ワイドヘッダー
(35文字×8行 ※URL含む)

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。

ウィふり ●ワイドヘッダー：30％OFF ●件名付き記事稿：20％OFF
※初割は2007年4月から現在までご出稿がないクライアント様が対象です。

【2本以上割引】ワイドヘッダー2本以上一括お申し込みの方を対象に割引を適用します。

●一律30％OFF
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。

※同時に2つ以上の割引適用はできません。

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切
アクション

インセンティブ
クリック

インセンティブ

ワイドヘッダー 1枠/部 200,000円

件名付き記事稿 1枠/部 600,000円

ウィふり・号外 件名付き記事稿 1枠/部 想定 1,100,000部 木 900,000円 3営業日前 不可 無
件名：全角25文字以内
本文：全角35文字×50行以内（リンクURL含む）

規定・備考

ウィふり・PCメルマガ 想定 1,100,000部 火 3営業日前 不可 無

全角35文字×8行（リンクURL含む）

件名：全角25文字以内
本文：全角35文字×20行以内（リンクURL含む）

▼ウィふり 号外

広告スペース
（35文字×50行以内 ※URL含む）

クライアント様名
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■壁紙.com

■媒体プロフィール
媒体名 GMOメディア株式会社
ＵＲＬ http://www.kabegami.com

■ユーザープロフィール
【性別】男性：52％ 女性：48％
【年齢】10代：4％ 20代：20％ 30代：34％

40代：28％ 50代：12％ 60代：2％

デスクトップ壁紙No.1(※)ポータル！

大人気のデスクトップ「壁紙」を提供する専門サイトです。
※月間ユニークユーザー数：約57万人 月間ＰＶ：約670万ＰＶ

※原稿仕様①・②を選択

▼壁紙TIMES 増刊号

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。

壁紙TIMES・増刊号 ●増刊号：20％OFF
※初割は2007年4月から現在までご出稿がないクライアント様が対象です。

HTML
完全原稿

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切
アクション

インセンティブ
クリック

インセンティブ

HTML

テキスト

不可

規定・備考

件名：全角25文字以内

本文：横600pix、20kb以内、画像含み80kb以内
　　　  画像数20点以内、gifアニメーション・無限ループ可

件名：全角25文字以内

本文：全角35文字×100行以内

無壁紙TIMES・増刊号 1枠/部 想定 150,000部 月～水のうち1枠 350,000円 5営業日前



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

28

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ iDEACUBE FUN

■媒体プロフィール
媒体名 イデアキューブ株式会社
ＵＲＬ http://www.idea-funtime.jp/ 
会員数 300,000部

■ユーザープロフィール
【性別】男性：64％ 女性：36％
【年齢】～9歳：5％ 10～19歳：6％ 20～29歳：22％

30～39歳：28％ 40～49歳：21％
50～59歳：14％ 60歳～：4.％

【地域】北海道・東北：5％ 関東：42％
北陸：3％ 中部：10％ 近畿：21％
中国：5％ 四国：2％ 九州・沖縄：8％

［あなたにあった「人・情報・お店」がここにある］というコンセプトのもと、ショッピング・ギャザリング、クーポン、旅行、ファイナンス、映画

から音楽発信などのエンターテイメントまで、あらゆる角度から毎日の生活にあふれる”お得な情報”をユーザーに無料で配信してい

ます。人と付き合う中で必ず発生するストレス。友人、家族、上司、恋人、何となく発した言葉、行動でケンカしたり、傷付けられた

りした事って有りますよね？自分を知り、相手を知ることでストレス無く人間関係を築いていくことが可能です。そのお手伝いをするの

が「iDEAＣＵＢＥ ＰａＣｏ」。今日何をしたら良いのか、気をつける事などの情報も配信。毎日更新しているので、サイトへのリピート

が多い。

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。

iDEA CUBE FUN PCメルマガ ●トップバナー：30％OFF ●件名付きワイドスクリーン：20％OFF

iDEA CUBE FUN PCメルマガ 件名付き増刊号(HTML/テキスト) ●件名付き記事稿：20％OFF
※初割は2006年1月から現在までご出稿がないクライアント様が対象です。
※同時に2つ以上の割引適用はできません。

▼iDEACUBE FUN PCメルマガ

件名付き増刊号（テキスト）

全角38文字×30行

‥‥‥………━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
┃ ◆― iDEACUBE FUN ―◆
┗━━━■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■

http://www.idea-funtime.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━………‥‥‥
━━もくじ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

もくじ、編集部作成挨拶文が
10行～15行入ります

媒体記事やフッターが入ります

▼iDEACUBE FUN PCメルマガ

件名付き増刊号（HTML）

600pix×800pix

媒体記事やフッターが入ります

もくじ、編集部作成挨拶文が
10行～15行入ります

▼ iDEACUBE FUN PCメルマガ

もくじ、編集部作成挨拶文が10行～15行
入ります

トップバナー

件名付き
ワイドスクリーン

媒体記事やフッターが入ります

オフラインで展開した懸賞キャンペーン
で、会員情報を自ら記入して入会した
ユーザーがメイン。
更にオンライン、オフラインでの会員獲
得プロモーションを実施。データのクリー
ニング、新規獲得を実施する事で、アク
ティブな会員が多い

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切

トップバナー 1枠/部 150,000円

件名付きワイドスクリーン 1枠/部 350,000円

HTML 1枠/部 400,000円 5営業日前

テキスト 1枠/部 350,000円 5営業日前

件名：全角25文字以内
目次：全角37文字以内
本文：横600pix×縦800pix 80Kb以内
　　　　画像点数10点以内 60kb以内

件名：全角25文字以内
目次：全角37文字以内
本文：全角38文字×30行（リンクURL含む）

iDEACUBE FUN PCメルマガ
件名付増刊号

想定 300,000部

木・金曜日
（同曜日での

テキスト・
HTML双方の
配信不可）

規定・備考

iDEACUBE FUN PCメルマガ 想定 300,000部 毎週火曜日 5営業日前

横468pix×縦60pix、25kb以内

件名：全角25文字以内
横480pix×縦220pix、25kb以内
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Ｄream EXpress www.ergobrains.co.jp/ad/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -

トップページUU/月間 -
全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　67.6％　女性　32.4％
【世帯年収】300万円未満 18.52％　500万円未満 22.75％　700万円未満 17.04％　1000万円未満 12.42％　2000万円未満 4.75％　2000万円以上 1.10％
【地域比】北海道・東北：9.88％　関東：41.21％　北陸：2.09％　甲信越：3.37%　東海：10.68％　近畿：17.65％　中国・四国：6.98％　九州・沖縄：8.16％
【年齢比】10代　4.4％　20代　15.5％　30代　30.2％　40代　26.1％　50代　15.1％　60代　6.3％　他　2.4％
■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 420,000

原稿サイズ

1,200,000

テキスト（３箇所）

マグスタ 大のブロードリーチ型マガジン！　全てのDreamMail会員に配信
し、さらに会員に有益なプレゼント情報をメーンに展開しているので、注目度
が も高いマガジンです。

メニュー名

セット全角30字×2行

テキスト（1箇所） 全角36字×4行＋URL

HTML

ワイドスクリーン 左右480×天地440 pix　容量：50KB以内(ダブル)

\2,200,000
(ダブル)

\1.35 第１、第３月曜日

■DEmail https://www.demail.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/週間

全体PV/月間
全体UU/月間

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

text -

html -

text -

html -

text -

html -

text \230,000 8営業日前 -

件名：全角20字　本文：全角36文字×30行以内
動画部分：Flashファイル(*.flaと*.swf)、Flashバージョン：8以下

ムービーサイズ：W712ピクセル×H400ピクセル
容量：1MB程度　動画再生時間：180秒以内

フレームレート：30fps以下

Dream“動画”Mail

10,000通以上＠\10
※別途ポイント費：実費(5P=\5)

オーサリング費：\5万(ネット)
サーバー維持費：\3万(ネット)

オプション：動画制作費：\10～15万(ネット)

件名：全角29.5字　本文：全角36字×200行以内

件名：全角29.5字　本文：100KB以内

件名：全角29.5字　本文：全角36字×200行以内

件名：全角29.5字　本文：100KB以内

DEmail

Dream"くじ"Mail \2,500,000

【男女比】男性　67.6％　女性　32.4％
【年齢比】10代　4.4％　20代　15.2％　30代　29.7％　40代　25.7％　50代　14.9％　60代　6.2％
他　3.8％
【世帯年収】300万円未満 18.5％　500万円未満 22.8％　700万円未満 17.0％　1000万円未満
12.4％　2000万円未満 4.8％　2000万円以上 1.1％

-
-

\150,000 5営業日前

件名：全角29.5字　本文：全角36字×200行以内

件名：全角29.5字　本文：100KB以内

2営業日前

\50,000 2営業日前

行動ターゲティングDEmail 10,000通以上＠\15

2,500通～9,999通＠\20
10,000通以上＠\10

50万通以上100万通未満＠\5
100万通以上200万通未満＠\4

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

-

届けたい人の属性（31問330項目以上）を選んで配信できる日本 大級規模の会員数を誇る
DEmail。オプトイン（事前承諾）しているメールなので、クレームの対象や迷惑メールにはなりません。
メール1通につき1社からの提供情報のみ。
TEXT形式…約182万人、HTML形式…約134万人（2008年2月現在）

■ユーザープロフィール

-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Chance It! http://www.chance.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　58.2％　女性　41.8％
【地域比】北海道・東北：10.2％　関東：40.2％　北陸：3.5％　中部：12.9％　近畿：18％　中国：5％　四国：2.5％　九州・沖縄：7.7％
【年齢】　　0～9歳：0.1％　10～19歳：5.1％　20～29歳：25.1％　30～39歳：37.8％　40～49歳：20.5％　50～59歳：7.5％　60歳以上：3.9％
【未既婚】既婚：53.5％　未婚：46.5％　　
【職業】事務・営業：14％　総務・人事・経理：7％　企画・マーケティング：5.7％　会社経営：0.8％　自営業：7.7％　公務員：4.3％　教員：1.4％　農林水産：0.4％　
　　　　　エンジニア：17.5％　コンサルティング：0.7％　管理職：3.2％　会社役員：1.5％　学生：13.8％　主婦：16％　医師：1％　フリーター：5％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

サイドバナー 1,000,000 想定 2枠ローテーション \300,000 \0.13 2 1週間 月～金

ジョイント企画 4,440,000 想定 ローテーション \750,000 \0.17 8 2週間 月～金

Flashパック 4,440,000 想定 ローテーション

1,500,000
＋

250,000
（flash製作費）

\0.39 8 2週間 月～金

TOP
プロモーション

4,440,000 想定 ローテーション \1,200,000 \0.32 8 2週間 月～金

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

メニュー名 形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ヘッダ TEXT 700,000 \200,000 \0.29 毎週月・金

件名 TEXT 700,000 \100,000 \0.14 毎週月・金 オプションメニュー

スピードクジ TEXT 700,000 \100,000 \0.14 毎週月・金 オプションメニュー

号外メール TEXT 700,000 \700,000 \1.00 毎週水曜日

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切

TEXT \50,000 5営業日前

TEXT \50,000 5営業日前

HTML \50,000 5営業日前

約3,000,000PV
約1,000,000人

Chance It!ターゲティングメール 3,400通～19,999通＠\15

配信比例料金

約40,000,000PV
約2,000,000人

サイト開設より10年余、Chance It!３年ぶりに大幅リニューアルしました！懸
賞、ポイント、ショッピングが楽しめるお得なサイトです。新広告メニューも増
えてよりパワーアップしたChance It!を是非お試し下さい。

メニュー名

Chance It!ターゲティングメール ＠\20

Chance It!ターゲティングメール 20,000通～＠\10

スペース名

web

・TOPページ掲載
・新着記事枠
・メルマガ プラチナプレゼント情報枠

原稿サイズ

・TOPページ掲載
・新着記事枠
・メルマガ プラチナプレゼント情報枠

・TOPページ掲載
・新着記事枠
・メルマガ プラチナプレゼント情報枠
・CM劇場

全角35文字×5行（URL含む）

URL

①件名 ⇒ 全角25文字以内
②本文 ⇒ テキスト：全角35文字×100行以内
※使用禁止文字（－ ― ∥ ￠ ￡ ￢）及び半角カタカナ不可
※URL行内の文字は全角10文字以内　※会社概要＆お問合せ先明記必須
③企業名 　④くじクリック後の誘導先URL(2本)

50KB以内（40KB以下推奨）、左右幅600pixel以内
・クリックカウントは 大10箇所まで。
・リンクのターゲットは「_blank」で別ウィンドウが開くように指定して下さい。
・CSS（スタイルシート）
①件名 ⇒ 全角25文字以内
②本文 ⇒ 《HTMLファイル》+《画像ファイル》の組み合わせでご入稿下さい。
　　《HTMLファイル》サイズは外部リンク不可。内部指定した際の動作を保証するものではありません）
・JavaScriptは使用不可。
・FONTのリンクに付随するCSSの指定（※）は使用不可。
　　　※擬似クラス（a:hover、a:link、a:visited）の指定など。 　　《画像のファイル》サイズ合計 100KB以
内、ファイル数上限20点
・gifアニメ、ｆlashアニメは使用不可。
・画像は全て「images」フォルダ内に格納して下さい
③企業名⇒入稿データ中に広告主様の会社名、ご住所、 　　お問合せ先（TELまたはe-mail）を明記
④くじクリック後の誘導先URL

①件名 ⇒ 全角25文字以内
②本文 ⇒ テキスト：全角35文字×100行以内
※使用禁止文字（－ ―  ∥ ￠ ￡ ￢）及び半角カタカナ不可
※URL行内の文字は全角10文字以内　※会社概要＆お問合せ先明記必須
③企業名 　④くじクリック後の誘導先URL(1本)

①件名 ⇒ 全角25文字以内
②本文 ⇒ テキスト：全角35文字×100行以内
※使用禁止文字（－ ― ∥ ￠ ￡ ￢）及び半角カタカナ不可
※URL行内の文字は全角10文字以内
※会社概要＆お問合せ先明記必須
③企業名　④くじクリック後の誘導先URL(1本)

原稿仕様

全角25文字以内
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■5050.jp http://5050.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性62%、女性38%
【年齢比】～19歳　5%　 20～29歳　20%　 30～39歳　37%　 40～49歳　25%　　50～59歳　10%　　60歳以上　3% 
【地域比】北海道　4%　東北　5%　北陸　3%　関東　41%　中部　11%　近畿　21%　中国　5%　四国　2%　九州・沖縄　8%
【未既婚】未婚51%　既婚49%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メール全面 200,000 通数保証 TEXTメール - \10.00 5,000通～ 1日 随時

メール全面 150,000 通数保証 HTMLメール - \15.00 3,500通～ 1日 随時

メルマガ
スポンサード広告

記事中 200,000 配信保証 メール \400,000 - 1枠/1配信 1日 月・木

オススメ
サイトバナー

WEB 2,000,000 期間保証
webバナー
＋テキスト

\150,000 - 3枠 1ヶ月 随時

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

HTML \50,000 5営業日前

TEXT \50,000 5営業日前

12,000,000PV

アクティブ
ターゲティングメール

原稿仕様

4月に全面リニューアルして話題の老舗サイトです。基本の予想ゲームにコ
ミュニティ機能やキャッシュバック機能などが追加され、より一層集客力の高
いサイトになりました。 20,000,000UU

アクティブターゲティングメール 対応なし
件名全角25文字以内、40KB以内/アニメgif可/flash不可、情報提供企

業名・お問合せ先必須

メニュー名 配信比例料金

アクティブターゲティングメール 対応なし
件名全角25文字以内、本文全角35文字×行数指定なし、情報提供企

業名・お問合せ先必須

■Info-Cash http://www.info-cash.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比　】男性59.8%　女性40.2% 【年齢比　】～10代5.3%　20代27.6%　30代38.4%　40代19.6%　50代6.9%　60代～2.2%
【職業　　】会社員49.9%　主婦15.5%　学生14.8%　自営業8.6%　フリーター6.7%　無職4.5%

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 400,000部 \120,000 \0.34 土曜日

TEXT 400,000部 \100,000 \0.29 土曜日

TEXT 400,000部 \170,000 \0.49 土曜日

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \550,000 3営業日

TEXT \30,000 3営業日

HTML \300,000 3営業日

件名：全角25文字　本文：全角37文字

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

号外メール 配信時全会員(2月時点400,000通） 件名：全角25文字　本文：全角37文字

～19,999通＠\20  20,000通～＠\15 件名：全角25文字　本文：40KB以内,幅600pix以内

メールマガジン　ヘッダ１ 全角37文字×5行

メールマガジン　ヘッダ２ 全角37文字×5行

メールマガジン　記事中+件名 件名：25文字、本文：37文字×20行

Info-Cash　ターゲッティングメール
～19,999通＠\10 20,000通～＠\5

メニュー名 原稿サイズ

Info-Cashではユーザー登録時に詳細な属性を取得し、目的に有ったプロ
モーションを実施出来ます。メール配信・アフィリエイト等も実施出来、 良
の効果を目指せます。

【年収　　】300万円以下59.4%　～400万円13.2%　～500万円10.2%　～600万円6.4%　～700万円3.9%　～800万円2.7%　～900万円1.3%
～1000万円1.4%　1000万円以上1.5%

610,000PV
220,000UU

1,900,000PV
450,000UU

■ＣＭサイト http://www.cmsite.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -

全体UU/月間 -
■ユーザープロフィール
【男女比】男性　58％　　女性　42％
【年齢比】10代　12％　　20代　31％　　30代　33％　　40代　16％　　50代　6％　60代　2％
【既婚・未婚比】既婚　44％　　未婚　49％　　ｅｒｒｏｒ　7％

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ＣＭサイト web 任意 再生保証 動画 任意 \20.00 制限なし － 月～金 ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ可

ﾍﾋﾞｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ web 150,000 再生保証 動画 \1,500,000 \10.00 2枠 約10日間 月～金

成人パック web 100,000 再生保証 動画 \1,500,000 \15.00 2枠 約10日間 月～金 男女別20歳～

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ＴＥＸＴ 約1,000,000通 \300,000 \0.30 第2・4土曜

ＴＥＸＴ 約1,000,000通 \400,000 \0.40 第2・4土曜

ＴＥＸＴ 約1,000,000通 \500,000 \0.50 第2・4土曜

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT+動画 \60,000 17営業日前

ＴＥＸＴ \60,000 5営業日前

HTML \60,000 5営業日前

CMサイト新着情報　ヘッダー5行 全角36文字×5行（ＵＲＬ含む）

ＣＭサイトは、企業ごとに制作したオリジナル動画広告を配信する専門サイト。
動画を活用した説得媒体として、商品やサービスの認知拡大・理解促進に
効果を発揮します。

メニュー名 原稿サイズ

【職業比】会社役員　2％　会社員　39％　公務員　4％　自営業　7％　人材派遣登録者　2％　パート・アルバイト　7％　フリーター　1％　専業主婦　11％
学生　17％　無職　4％　その他　6％

ＣＭメール 2万通未満＠\20/以上＠\10 全角36文字×10行推奨

CMサイト新着情報　ヘッダー10行 全角36文字×10行（ＵＲＬ含む）

CMサイト新着情報 件名+記事広告 件名全角10文字以内/原稿全角36文字×30行

約2,400,000ＰＶ

ＣＭメールTEXT 2万通未満＠\20/以上＠\15 左右600pix以内推奨（ 大800pix）、100KB以内

ＣＭメールTEXT 2万通未満＠\15/以上＠\10 全角37文字×100行推奨

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Ｇポイント

■媒体プロフィール 2008年2月時点
トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間 -
■ユーザープロフィール
【会員数】162万人　　　【男女比】男性　61％　女性　39％　　【未婚・既婚】未婚 57％　既婚 43％　
【世帯年収】100万円未満：15％ 100～299万円：15％ 300万円～499万円：28％ 500万円～699万円：20％ 

【地域比】北海道・東北：10％　関東：42％　北陸・甲信越・東海：15％　近畿：18％　中国・四国：7％　九州・沖縄：8％

【年代】10代：6％　20代：30％　30代：34％　40代：19％　50代：8％　60代以上：3％　
■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 700,000 \1,300,000 \1.86 水・金・土以外 1社独占マガジン

TEXT 700,000 \550,000 \0.79 水曜日 想定CPC　\14.3

TEXT 700,000 \350,000 \0.50 水曜日 想定CPC　\12.5

TEXT 700,000 \300,000 \0.43 水曜日 想定CPC　\10.7

TEXT 700,000 \550,000 \0.79 金曜日 想定CPC　\14.3

TEXT 700,000 \350,000 \0.50 金曜日 想定CPC　\12.5

TEXT 700,000 \300,000 \0.43 金曜日 想定CPC　\10.7

TEXT 270,000 \300,000 \1.11 土曜日 想定CPC　\18.5

TEXT 270,000 \200,000 \0.74 土曜日 想定CPC　\18.5

HTML 400,000 \300,000 \0.75 月1回(不定期) 想定CPC　\150

HTML 400,000 \200,000 \0.50 月1回(不定期) 想定CPC　\11.1

■広告料金一覧
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Gポイントトップ / フルバナー トップ 650,000                     想定 ローテーション \250,000 \0.38 2枠 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ対応可能

Gポイントトップ / トップパネル トップ 650,000                     想定 ローテーション \350,000 \0.54 2枠 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ対応可能

Gポイントトップ / レコメンド枠 トップ 650,000                     想定 貼り付け \200,000 \0.31 4枠 1週間 火曜日
アクション

インセンティブ必須

Gポイントトップ / バッジバナー トップ 1,300,000                  想定 貼り付け \300,000 \0.23 8枠 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ必須

Gポイントトップ /
今週のクリックバナー※1Gベタ付け

トップ 650,000                     想定 貼り付け \400,000 \0.62 1枠 1週間 火曜日
アクション

インセンティブ対応可能

登録・応募トップ / バッジバナー 登録・応募 50,000                      想定 貼り付け \200,000 \4.00 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ必須

登録応募トップ / バッジバナー
クリックインセンティブ※1Gベタ付け

登録・応募 50,000                      想定 貼り付け \250,000 \5.00 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ必須

サイトローテーション / フルバナー サイト全体 1,500,000                  想定 ローテーション \200,000 \0.13 2枠 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ対応可能

サイトローテーション / パネル サイト全体 1,400,000                  想定 ローテーション \250,000 \0.18 2枠 2週間 火曜日
アクション

インセンティブ対応可能

Gポイントは、カード･航空･通販等、140を超えるポイントと交換できる
ポイント活用総合サービスサイトです。
購買力のある30～40代の男性ビジネスマン、20代～30代のOL・主婦層がコアユーザーです。
購買行動等にアクティブなユーザーへの広告訴求が可能です。

700万円～999万円：14％ 1,000万円～1,499万円：6％ 1,500万円～1,999万円：1％ 2,000万円以上：1％

10,000通～＠\15

原稿仕様

～9,999通＠\15 想定CTR　40％
想定CPC　\25.0

5営業日前
想定CTR　45％
想定CPC　\33.3

Gポイント獲得マガジン / ヘッダ広告1 本文：全角36文字×7行

Gポイント獲得マガジン  / ヘッダ広告2 本文：全角36文字×7行

Gポイント総合マガジン / 件名付記事広告 件名：全角20文字以内　本文：全角36文字×15行

本文：全角36文字×7行Gポイント総合マガジン / ヘッダ広告1

原稿サイズ

件名：全角20文字以内　本文：全角36文字×50行Gポイントマガジン号外

66,000,000PV

Gニュースターゲティングメール TEXT \60,000 5営業日前

メニュー名

10,000通～＠\10

　　　http://www.gpoint.co.jp/

Gニュースターゲティングメール HTML \60,000 件名：全角20字　50KB以内　560ピクセル

メニュー名 配信比例料金

件名：全角20字　本文：全角36字×115行

2,600,000PV

～9,999通＠\25

Gポイント総合マガジン  / ヘッダ広告2 本文：全角36文字×7行

Gポイント獲得マガジン / 件名付記事広告 件名：全角20文字以内　本文：全角36文字×15行

14枠

Gポイントショッピングマガジン / PRバナー
バナー：234×60PIX 10KB以内 GIF/JPG GIFアニメ不可

リード：全角12文字以内 紹介文：全角65文字以内

Gポイントショッピングマガジン / バッジバナー
バナー：120×60PIX 5KB以内 GIF/JPG GIFアニメ不可

タイトル：全角10文字以内

Gポイント女性マガジン / 件名付記事広告 件名：全角20文字以内　本文：全角36文字×15行

Gポイント女性マガジン / ヘッダ広告 本文：全角36文字×7行

■iＭiネット http://www.imi.ne.jp

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　48.0％　女性　52.0％
【年齢比】12歳～19歳　6.0％　20～29歳　27.8％　30～39歳　36.3％　40～49歳　20.0％　50～59歳　7.3％　60歳以上　2.5％
【職業比】会社員 37.9％　専業主婦 17.4％　学生 15.0％　パート・アルバイト 9.4％　自営業 5.8％　公務員 2.7％　専門職 1.7％　他
【地域比】北海道 4.6％　東北 4.9％　関東 43.6％　北陸・甲信越 4.5％　東海 11.1％　近畿 17.1％　中国 4.5％　四国 2.2％　九州・沖縄 7.6％
■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 配信比例料金 低配信料金 入稿締切

TEXT 1通～＠\9 \50,000 2営業日前

HTML 1通～＠\9 \50,000 3営業日前

※ ”おすすめ「興味ジャンル(*1)」20％OFF！キャンペーン”実施中！（2008年4月1日～6月30日まで）

(*1)：不動産、お金・保険・資産運用、健康・医療、就職・転職・アルバイト のいずれかをつけたDM（TEXT/HTML）は20％OFFになります。

463,135人（登録会員数）
iＭiネットは富士通が開発した世界初のオプトインメールです。
オプトインならではの高いレスポンスに加え、1通９円のコストパフォーマンスに
よりターゲットユーザーへの効果的なアプローチが可能です。

原稿仕様

件名：全角30字　本文：全角36字×200行程度

備考

クリックカウント：16箇所まで

クリックカウント：16箇所までiＭiネット　HTMLメール

iＭiネット　TEXTメール

メニュー名

件名：全角30字　本文：300KB以内
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Vmail http://www.vmail.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【全ユーザー数】約 30.2万人
【男女比】男性63％　女性37％
【年齢比】～20代 24.9％　30代 37.0％　40代 24.5％　 50代以上  13.6％
【地域比】北海道 4.2%　東北 4.5%　関東 41.3%　北陸・甲信越 5.3%　東海 10.5%　近畿 18.5%　中国 4.9%　四国 2.8%　九州・沖縄 7.6%

■広告料金一覧（DMメニュー）
メニュー名 形式 低配信料金 入稿締切

ターゲティング
メール

TEXT \45,000

ターゲティング
メール

HTML \45,000

くじメール TEXT/HTML -

号外くじメール TEXT/HTML -

件名：半角５０字以内（全角２５字まで）
半角７６字（全角３８文字）×２００行まで

リンク：原則として５０箇所まで

配信日の３営業日
前１８時

(HTML形式の場合
は６営業日前)

-
生活者に自発的に興味・関心のある項目を登録してもらい、それ
に合わせ、価値ある情報を配信する本格的なオプトインメール・
サービス、Vmail。

-
-
-

　           海外 0.4%

1万通未満：1通\15
1万通以上2万通未満：1通\10

2万通以上（トライアルキャンペーン適用の場合）：1通\7

件名：半角５０字以内（全角２５字まで）
リンク：原則として５０箇所まで

サイズ：６０KBまで（４０KBまでを推奨）/幅は550～600ピクセル

\500000
ただ今お試しキャンペーン中 \350,000(30%off)

件名：全角25文字以内
TEXT：全角36文字×10～20行

HTML：25KB以内　枠480×220ピクセル以内
バナー：25KB以内　枠468×60ピクセル以内

件名：全角25文字以内
TEXT：全角36文字×10～20行

HTML：25KB以内　枠480×220ピクセル以内
バナー：25KB以内　枠468×60ピクセル以内

\500,000

配信比例料金 原稿仕様

1万通未満：1通\15
1万通以上2万通未満：1通\10

2万通以上（トライアルキャンペーン適用の場合）：1通\7

■MYD Mail https://myd.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性：60％　女性：40％
【年齢比】未成年：5％　20代：23％　30代：36％　40代：23％　50代：9％　60代以上：3％
【未既婚】既婚：53％　未婚47％
■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 950,000 \550,000 \0.58 火曜日 CI＝ｸﾘｯｸｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

TEXT 950,000 \800,000 \0.84 火曜日

TEXT 950,000 \450,000 \0.47 火曜日 CI＝ｸﾘｯｸｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

TEXT 950,000 \900,000 \0.95 木曜日

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \50,000 3営業日前

HTML \50,000 3営業日前

TEXT \50,000 3営業日前

HTML \50,000 3営業日前

件名：30字、本文：36字

\20 件名：30字、左右600ピクセル以内、60KB以内

MYD Mail

MYDポテンシャルニーズ

MYD Mail

MYDポテンシャルニーズ \20

\10 件名：30字、本文：36字

NTTグループのNTTナビスペースが企画・運営している会員制のポイントサイ
トです。Yahoo Internet Guide「Web of the year 2007」ポイント部門で第
4位！会員から高い支持を受けています。

約6,000,000PV
約250,000人

メニュー名 原稿サイズ

MYD今日クリ通信　ヘッダ（CIあり） 全角36字×10行

MYD今日クリ通信　件名記事 件名：25字、本文：36字×30行

MYD今日クリ通信　記事中（CIあり） 全角36字×10行

\10 件名：30字、左右600ピクセル以内、60KB以内

MYDプレゼント通信　件名記事 件名：25字、本文：36字×30行、モンスターバナー

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■当たる!?くじメール http://kensho.ataru-kuji.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　61.5％　女性　38.5％
【未婚・既婚】既婚　61％　未婚　39％
【地域比】北海道・東北：9.8％　関東：39.2％　北陸・甲信越：4.9％　東海：11.3％　近畿：18.7％　中国・四国：7.9％　九州・沖縄：8.1％
【年齢比】10代未満　0.3％　10代　4.5％　20代　21.3％　30代　37.9％　40代　23.5％　50代　8.8％　60歳以上　3.7％
■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

\50,000
テキスト：

配信3営業日前

\50,000
HTML：

配信5営業日前

-

サイトオープンから3年。会員数800,000人突破「その場で当たるゲームサー
ビス」の老舗サイト。

TEXT
HTML

テキスト
件名：全角25文字以内・本文：全角38文字×100行
くじ下スペース：リンク先URL
情報提供企業名：法人名もしくはサービス名
HTML
左右：600pix×天地制限なし
件名：全角25文字以内
くじ下スペース：リンク先URL
情報提供企業名：法人名もしくはサービス名

配信比例料金 原稿仕様

ターゲティングメール 5万通以上：\2

ターゲティングメール 80万通（全配信）：\0.5

ターゲティングメール 5万通未満：\3

メニュー名

■Warau.JP http://www.warau.jp/  

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 300万PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 1.2億PV
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】 男性50％、女性50％
【年齢比】 10代　８％、20代　２４％、30代　３５％、40代　２１％、50代以上　１０％
【未既婚】 未婚４３％、既婚５７％
【有職者比率】 有職者５７％、主婦１８％、学生/フリーター/無職２５％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スポンサーシップ広告 トップページ＋メルマガ4回 4,700,000 想定 ローテーション \700,000 \0.15 7枠/月 2週間 随時

たまごくじプチ メルマガ件名＋記事 800,000 想定 件名＋記事 \400,000 \0.50 １枠 1回配信 月・金

号外たまごくじ メルマガ号外 800,000 想定 1社独占 \800,000 \1.00 １枠 1回配信 水

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

テキスト 5営業日前

ＨＴＭＬ 5営業日前

テキスト 5営業日前

テキスト 5営業日前

ポイント系サイトでは飛び抜けてナンバーワンの「平均滞在時間」と「1人当たり視
聴ページ数」。オリジナルキャラと独自の世界観にコアなファンが多い、ポイント＆
SNSサイトです。

\50,000

～5万通　＠\15
5万通～　＠\12
10万通～ ＠\11
20万通～ ＠ \10

①件名：全角25文字以内
②本文：全角38文字×100行以内（原稿末に署名必須）
　　　　リンクURL10本以内
③くじ用URL１本

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

①件名：全角25文字以内
②本文：全角38文字×100行以内（原稿末に署名必須）
　　　　リンクURL10本以内
③くじ用URL１本

①件名：全角25文字以内
②本文：容量60k以内、横幅600pixel以内（原稿末に署名必須）
　　　　リンクURL10本以内
③くじ用URL１本

ターゲットレター

①件名：全角25文字以内
②本文：全角35文字×30行以内（ＵＲＬ１本、署名を含む）
④動画
　・ロゴ(176×31ピクセル)
　・キャッチフレーズ（全角25文字以内）
　・動画は必ず権利者の許諾済みのものをご入稿ください
※Admissionファイル規格コード：4117　ファイル形式Macromedia FLV
サイズ480*360　500Kbps

～2万通　＠\20
2万通～　＠\15

～5万通　＠￥10
5万通～　＠￥8
10万通～ ＠￥7
20万通～ ＠￥6

ポテンシャルレター

ワラムーメール
＠\10(再生時間1分以内)
＠\15(再生時間1分以上)



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

35

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■がんばれ社長！ http://www.e-comon.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
経営者に特化した日刊メールマガジン。日々孤軍奮闘する企業経 トップページUU/月間 -
営者に知識や情報、それにやる気と情熱を提供する経営者のため 全体PV/月間 -
の“やる気刺激マガジン”です。 全体UU/月間 -
■ユーザープロフィール
【男女比】男性85%、女性15%
【購読者属性】企業経営者41%、中間管理職25%、サラリーマンＯＬ21%、その他13%
【年齢層】　①35～39才・・21%　②40～44才・・19%　③30～34才・・17%
■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 29,000 \199,500 \6.88 毎日 1枠

TEXT 29,000 \84,000 \2.90 月～金 2枠

TEXT 29,000 \25,200 \0.87 月～金 2枠

TEXT 29,000 \10,290 \0.35 月～金 2枠

メニュー名 原稿サイズ

がんばれ社長　　PR号外 全角34文字×100行

がんばれ社長　　フッター 全角34文字×5行

がんばれ社長　　ヘッダー 全角34文字×8行

がんばれ社長　　記事中 全角34文字×5行

■セブンアンドワイ http://www.7andy.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間 5,000,000PV
トップページUU/月間 1,500,000UU

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
男女比：男性：58.1％ 女性：41.9％
年齢比：～19歳 6.4％、20～29歳 19.4％、30～39歳 30.4％、40～49歳 26.6％、50～59歳 12.2％、60歳～ 5.0％
地域比：北海道4.6％、東北5.5％、関東46.2％、信越4.2％、北陸0.9％、東海9.7％、近畿14.9％、中国5.0％、四国1.1％、九州7.5％、沖縄0.4％
■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 1,000,000通 \300,000 \0.30 火曜夕方 アニメーション不可

■広告料金一覧（リアル媒体）

メニュー名 配布可能数 備考

同梱広告 6000枚/日 10万部未満 \10/梱包、10万部以上 \8.5/梱包 B6以下（折りたたんでB6以下なら可）、30g以内/枚

130,000,000PV
11,000,000UU

メニュー名 原稿サイズ

本、雑誌、CD、DVDを扱うECサイト。全国のセブン-イレブンで受け取り・支
払いができて、手数料ゼロ円。宅配も1,500円以上のお買い物で送料無
料。国内 大級の品揃えです。

原稿仕様料金

Weekly News
左：横160pix×縦100pix（10KB以内）の画像
右：タイトルテキスト全角15文字＋本文テキスト全角85文字＋アンダー
テキスト全角15文字

■ＴＥＰＯＲＥ（テポーレ） http://www.tepore.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール（メールマガジン読者）
【性別】男性：56％　女性：44％
【年齢】20歳未満：6%　20代：28%　30代：32%　40代：19%　50代：10%　60代：4%　70歳以上：1%
【地域】東京都：20%　神奈川県：11%　埼玉県：7%　千葉県：6%　栃木県：1%　茨城県：2%　群馬県：1%　静岡県：2%　山梨県：1%　その他：49%

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

シニア向けメール メール全面 130,000 配信想定 メール \1,200,000 \9.23 １枠/週 １日 平日

メールマガジン
パックメニュー

メルマガ挿入枠 1,900,000 配信想定 メール \350,000～ \0.18～\0.42 ３枠/週 月曜日～金曜日 月曜日
月～金曜日の

５媒体全てに掲載

ポイントレター号外 メール全面 160,000 配信想定 メール \1,400,000 \8.75 ２枠/週 １日 平日
クリックインセンティブ

有り

スーパーバナー WEB 350,000 期間保証 バナー \350,000 \1.00 ４枠/月 １ヶ月 毎月１日 ローテーション表示

「東京電力」が運営している安心感、じっくり読んでいただいている「質」の高
い読者。特にシニア層に強く、ブランディングにも 適です！

530,000UU

500,000PV
100,000UU

4,000,000PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ハングリーフォーワーズ http://www.hungryforwords.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 メールマガジン会員数 383, 327人

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　53％　女性　47％
【世帯年収】600万～900万の層が約15％
【地域比】北海道・東北：9.22％　関東：48.91％　北陸・甲信越：4.25％　東海：9.32％　近畿：16.18％　中国：3.68％　四国：1.80％　九州・沖縄：6.65％
【年齢比】20歳未満：3.28％　20代：36.34％　30代：33.46％　40代：16.85％　50代：6.64％　60代：3.44％
■広告料金一覧（主要メニュー）

imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

420,000 想定 メール \300,000 約\0.71 月～土　1日1枠 1回 随時
ヘッダ広告は3種類（A～C）の仕
様から選択

420,000 想定 メール \300,000 約\0.71 月～土　1日1枠 1回 随時
ヘッダ広告は3種類（A～C）の仕
様から選択

420,000 想定 メール \300,000 約\0.71 月～土　1日1枠 1回 随時
ヘッダ広告は3種類（A～C）の仕
様から選択

396,000 想定 メール \50,000 約\0.13 月～土　1日1枠 5回 希望日から5回連続
全角37字×2行　3営業日前の
入稿であれば、原稿3種類ご指
定頂けます。

396,000 想定 メール \30,000 約\0.08 月～土　1日4枠 5回 希望日から5回連続
全角37字×2行　3営業日前の
入稿であれば、原稿3種類ご指
定頂けます。

383, 327 保証 メール - \10.00 毎日1日1業種まで 1回 随時

件名：全角35字以内　本文：テキ
スト/全角38文字×任意行数、
HTML /テキスト100行まで
50KB以内

※日曜日を除く

学習ツールを自主的に登録及び購読している会員データベースのみのため、
能動的なユーザーが多く、開封率及びアクティブユーザー率が高い。

メニュー名

eFlashcard ヘッダ TypeA

eFlashcard テキスト2行枠(トップ)

eFlashcard テキスト2行枠(2枠目以降)

ターゲティングメール　テキスト/HTML形式

eFlashcard ヘッダ TypeＢ

eFlashcard ヘッダ TypeＣ

■プレジデントビジョン

■媒体プロフィール 2008年2月時点
トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

メルマガ 170,000 \480,000 \2.82 火・木 テキスト原稿のみでも可

メルマガ 170,000 \120,000 \0.71 月・水・金 -

メルマガ 170000×3回 \288,000 \0.56 月・水・金 -

http://www.president-vision.com/

プレジデントビジョンは社長インタビューを週3回（月・水・金）で配信している経営
者向けHTMLメールマガジンです。すべてのコンテンツがHTMLで制作され、インタ
ビュ ー内容も30秒程度のムービーが流れます。また、経営者向けメールマガジンと
しては日本 大級の会員数を誇ります。その読者構成は、14.0％が経営者（会
長・社長・役員）、29.5％が課長職以上。また50歳以上の富裕層も多くを占め
ているため、経営者・ビジネスパーソン・富裕層に向けたプロモーションには 適と
いえます。

ヘッダ枠3本パック ２パターンございます。（①、②のどちらかを選択して下さい）

ヘッダ枠 ２パターンございます。（①、②のどちらかを選択して下さい）

PR号（件名付き全面広告） 件名・テキスト原稿・HTML原稿をご用意下さい

【性別】 男性 77.5%  女性 22.5%
【年齢構成】　55歳以上 10.0%　50-54歳 6.2%　45-49歳 10.0%　40-44歳 13.3%　35-39歳 16.6%　30-34歳 18.3%　25-29歳 15.4%　20-24歳 6.9%
19歳以下 3.2%
【職業比率】　役職なし 44.9%　課長以上 10.7%　部長以上 4.8%　役員 6.6%　社長 7.1%　会長 0.3%　その他 25.6%

メニュー名 原稿サイズ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ポイント広場 http://hiroba.chance.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　60.6％　女性　39.4％
【地域比】北海道・東北：10.2％　関東：40.2％　北陸：3.5％　中部：12.9％　近畿：18％　中国：5％　四国：2.5％　九州・沖縄：7.7％
【年齢比】～19歳：7.9％　20～29歳：21.5％　30～39歳：45.2％　40～49歳：16.4％ 50～59歳：6.1％　60歳以上：2.9％
【未既婚】既婚：46％　未婚：54％　　
【職業】事務・営業：14.4％　総務・人事・経理：6.8％　企画・マーケティング：5.7％　会社経営：0.8％　自営業：7.7％　
　　　　 公務員：4.3％　教員：1％　農林水産：0.4％　エンジニア：17.5％　コンサルティング：0.7％　管理職：3.2％
　　　　 会社役員：1.6％　学生：13.8％　主婦：16.2％　医師：0.5％　フリーター：4.9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

web 250,000                    想定 ローテーション \150,000 \0.60 3 1週間 月～金

web 100,000                    想定 ローテーション \100,000 \1.00 6 1週間 月～金

web 100,000                    想定 ローテーション \100,000 \1.00 6 1週間 月～金

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

メニュー名 形式 想定通数 料金 配信単価 配信日

ヘッダ
＋スピードクジ

TEXT 550,000 \400,000 \0.73 毎週水曜、土曜

■広告料金一覧（DMメニュー）

メニュー名 配信単価 低配信料金 入稿締切

ポイント広場ターゲティ
ングメール TEXT

3,400通～19,999通＠￥15
20,000通～＠￥10

\50,000 5営業日前

ポイント広場ターゲティ
ングメール HTML

@￥20 \50,000 5営業日前

約300,000PV

原稿サイズ

『ポイント広場メール』は、ポイント＆くじ付 ターゲティングメールです。クリックインセンティブを設け
たことでの高い開封率・誘導率、さらにはメール文末のくじによる広告主様サイトの露出時間
アップといった効果が期待できます。

メニュー名

サイドバナー

TOPテキストバナー

備考

TOPピクチャーバナー

50KB以内（40KB以下推奨）、左右幅600pixel以内　・クリックカウントは 大10箇所まで。
・リンクのターゲットは「_blank」で別ウィンドウが開くように指定して下さい。・CSS（スタイルシー
ト）
①件名 ⇒ 全角25文字以内　②本文 ⇒ 《HTMLファイル》+《画像ファイル》の組み合わせでご入
稿下さい。
③企業名⇒入稿データ中に広告主様の会社名、ご住所、お問合せ先（TELまたはe-mail）を明
記
④くじクリック後の誘導先URL

備考

※使用禁止文字（－ ― ∥ ￠ ￡ ￢）及び半角カタカナ不可

《HTMLファイル》サイズは外部リンク不可。内部指定した際の動作を保
証するものではありません
・JavaScriptは使用不可。
・FONTのリンクに付随するCSSの指定（※）は使用不可。
　※擬似クラス（a:hover、a:link、a:visited）の指定など。 　　《画像のファ
イル》サイズ合計 100KB以内、ファイル数上限20点
・gifアニメ、ｆlashアニメは使用不可。
・画像は全て「images」フォルダ内に格納して下さい

①件名 ⇒ 全角25文字以内
②本文 ⇒ テキスト：全角35文字×5～10行以内
③企業名 ④くじクリック後の誘導先URL(1本)

※使用禁止文字（－ ― ∥ ￠ ￡ ￢）及び半角
カタカナ不可

原稿仕様

①件名 ⇒ 全角25文字以内　②本文 ⇒ テキスト：全角35文字×100行以内
③企業名 　④くじクリック後の誘導先URL(1本)
※URL行内の文字は全角10文字以内　※会社概要＆お問合せ先明記必須

■平成・進化論。 http://www.mag2.com/m/0000114948.html

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 16,500,000PV

トップページUU/月間 16,500,000UU
全体PV/月間 16,500,000PV
全体UU/月間 16,500,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性：82％　女性：18％
【年代】19歳以下：6％　20代：28％　30代：39％　40代：20％　50代：5％　60歳以上：2％
【属性】会社員（営業・販売系）：19％　管理職：18％　自営業：17％　会社経営者・役員：15％

　　　　 会社員（事務系）：13％　会社員（技術系）：8％　学生：5％　その他：5％
■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 330,000通 \420,000 \1.27 毎日 原稿制作が必要な場合は別途\21,000

テキスト 330,000通 \189,000 \0.57 毎日 原稿制作が必要な場合は別途\10,500

テキスト 330,000通 \73,500 \0.22 毎日 原稿制作が必要な場合は別途\10,500

テキスト 330,000通 \21,000 \0.06 毎日
単体ではお申し込み頂けません。（号外や

ヘッダー、フッターとのセットになります）原稿
制作が必要な場合は別途\2,100

【まぐまぐ読者数日本一(33万人超)】テレビ雑誌等のマスコミから取材多
数。かけ算思考で仕事を加速させ、ビジネス芸術化を提唱するベストセ
ラー「仕事はかけ算」発行者公式メルマガ

号外広告 全角35文字×行数無制限

メニュー名 原稿サイズ

イチオシ広告 全角35文字×３行（上下罫線除、文中の空白行、URL行含）

ヘッダー広告 全角35文字×７～10行（上下罫線除、文中の空白行、URL行含）

フッター広告 全角35文字×７～10行（上下罫線除、文中の空白行、URL行含）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■マイポイント・ドット・コム http://www.mypoint.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性58.7％　女性41.3％
【受信メール形式比】TEXTのみ36.9％　HTMLも可63.1％
【年齢比】10代1.1％　20代22.1％　30代37.5％　40代25.3％　50代10.1％　60代2.9％　70代0.8％　80代0.1％
【地域構成】関東46.1％　中部13.6％　近畿17.9％　中国4.4％　四国2.1％　九州・沖縄7.2％　北海道3.8％　東北4.9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp／配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ボーナスメール メール全面 1～ 配信保証 メール ￥50,000～ ￥9.00～￥25.00 1通～ 1日 月～金曜日 低配信費5万円

15万通パック メール全面 150,000 配信保証 メール ￥600,000～ ￥4.00～￥6.00 15万通 1日 月～金曜日

オールメンバー メール全面 約525,000 配信保証 メール \1,500,000 約\2.86 約52.5万通 1日 月～金曜日

CPCバナー WEB 120,000 クリック保証 バナー \300,000 \2.50 枠制限無し 約1週間 月～金曜日

平均CTR35％のターゲティングメールは51項目のセグメントを保有し、中で
も30代女性ユーザーが もアクティブです。CPCバナーは1日に約2万クリック
のサイト誘導が可能です。アクションインセンティブ付の配信も可能です。

約2,000,000PV

約5,500,000PV
-

■へそクリック http://www.heso-click.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
性別：男性51.0% 女性:49.0%
年齢層：10代6.8% 20代31.2% 30代38.4% 40代16.3% 50代以上7.3%
地域比率：北海道・東北10.1% 関東39.3% 信越2.3% 北陸1.6% 東海10.9% 近畿20.8% 中国2.7% 四国2.7% 九州・沖縄7.2%
■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \30,000 3営業日前 -

TEXT \50,000 3営業日前 -

HTML \50,000 3営業日前 -

HTML \50,000 3営業日前 -

会員制オンラインポイントプログラムでサイト上バナー広告やオプトインメールでの広告に対す
るアクションによりポイントを還元しています。良質なユーザを囲い、アクション率を高めること
を主眼としております。

1通～9,999通＠\20 件名：全角25字　本文：80KB以内

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

HESO-CLICK　ターゲティングメール 1通～9,999通＠\10 件名：全角25字　本文：全角35字×50行程度

約4,000,000PV

HESO-CLICK　ターゲティングメール 10,000通～＠\10 件名：全角25字　本文：80KB以内

HESO-CLICK　ターゲティングメール 10,000通～＠\5 件名：全角25字　本文：全角35字×50行程度

HESO-CLICK　ターゲティングメール

約200,000PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■フルーツメール http://www.fruitmail.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
会員数：193万人 性別：男性60.9％ 女性39.1％ 未既婚：未婚51.3％ 既婚48.7％　
年齢(男性)：10代2.7％ 20代13.7％ 30代19.2％ 40代14.0％ 50代以上11.2％ 
年齢(女性)：10代2.3％ 20代10.9％ 30代15.4％ 40代7.3％ 50代以上3.3％
職種：営業・販売13.19％ 研究・開発・技術者12.58％ 総務・人事2.37％ 財務・経理2.14％ 企画・マーケティング1.85％ 広報・デザイン1.08％ 管理職0.02％
　　　 公務員3.43％ 専業主婦10.16％ 学生16.14％ パート・アルバイト7.12％ その他19.23％ 事務6.06％ 経営者・団体役員2.55％ 派遣社員2.08％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

特殊カテゴリ
TEXT

メール全面 3,000通～ 配信保証 メール \45,000 \15.00 1枠 1日 随時

特殊カテゴリ
HTML

メール全面 3,000通～ 配信保証 メール \60,000 \20.00 1枠 1日 随時

フルーツメール
動画

メール全面 5,000通～ 配信保証 メール \50,000 \10.00 1枠 1日 随時 低配信通数
5,000通～

フルーツメール
WEB動画

WEB
(ログイン画面)

5,000回～ 再生回数保証 WEB \100,000 \20.00 制限無し
再生化数
消化まで

随時
低再生回数

5,000回～

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \60,000
2営業日前

午前中

HTML \60,000
5営業日前

午前中

登録会員数は業界 大規模の約193万人!会員の登録情報からターゲットを的確に絞り
込んで配信頂けます。フルーツメールは、登録会員の質の確保に努めており、無効なメール
アドレスの登録削除等、会員データのクリーニングは毎営業日行っています。クリック率も平
均25％（TEXT・クリックインセンティブ）と安定したクリック率もフルーツメールの特徴です。

低配信通数
3,000通～

低配信通数
3,000通～

-

-
-

-

フルーツメール
1万通以上：＠15
1万通未満：＠20

件名：全角25文字以内
本文：容量60KB以内( 大100KBまで)
        横550～600ピクセル
クリックカウント用URL：20箇所（URL変換あり）

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

フルーツメール
1万通以上：＠10
1万通未満：＠20

件名：全角25文字以内
本文：全角36文字×200行まで
クリックカウント用URL：20箇所（URL変換あり）

■ライフマイル http://www.lifemile.jp/

■媒体プロフィール 　　　　　　　2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　59％　女性　41％
【地域比】北海道・東北：10％　関東：38％　東海：11％　甲信越・北陸：7％　関西：17％　中国：5％　四国：4％　九州・沖縄：8％
【年齢比】～19歳：10％　20～29歳：25％　30～39歳：34％　40～49歳：19％　50～59歳：8％　60～69歳：2％　70歳～：2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価

WEB 150,000 \350,000 \2.33

TEXT 750,000 \350,000 \0.47

TEXT/HTML 4,000,000

WEB 500,000

【テキスト版】
件名：全角30文字以内
　　　　※目次にも適用されます。
        ※件名には広告主様名のほか、明らかに広告主様が
　　　　　　特定できるサイト名・商品名等は使用できません。
ファーストビューテキスト：全角33文字以内
ファーストビューURL
本文：全角35文字×30行以内
　　　　※本文中のリンク先は3本までとなります。
【HTML版】
件名：全角30文字以内
　　　　※タイトルにも適用されます。
        ※件名には広告主様名のほか、明らかに広告主様が
　　　　　　特定できるサイト名・商品名等は使用できません。
テキスト枠：全角25文字×15行以内
バナー：左右240ピクセル×天地240ピクセル、20KB以内
　　　　　GIF/JPEG、アニメ・ループ不可
リンク先：1本

バナー：左右100ピクセル×天地60ピクセル、5KB以内、
　　　　　GIF/JPEG、アニメ・ループ不可
テキスト：全角36文字以内
企業名又はサービス名（どちらか一方）
※マイル付与を行う場合、中間ページが必要となります。

配信日

平日（月曜日～金曜日）掲載開始

毎週火（テキスト版）・金（HTML版）

毎週火曜日開始～翌火曜日の更新時まで
毎週金曜日開始～翌金曜日の更新時まで

毎日可能（全配信・属性配信）

件名：全角30文字以内
        ※件名には広告主様名のほか、明らかに広告主様が
　　　　　　特定できるサイト名・商品名等は使用できません。
本文：全角35文字×100行以内
        ※本文中のリンク先は5本までとなります。
    　　(クライアント様名・お問い合わせ先・URLを含む)
　　　　( 【クリックdeマイル】表記は含まない）

ライフマイル通帳新聞　件名記事
(クリックdeマイル)

ライフマイル通帳新聞
オススメサイト枠

\1,500,000 \0.33

ゴールドメール
（クリックdeマイル）

約 4,000,000ＰＶ／月

約14,000,000ＰＶ／月

メニュー名

 すぐ貯まるバナー

原稿サイズ

バナー：左右100ピクセル×天地60ピクセル、5KB以内、
　　　　　GIF/JPEG、アニメ・ループ不可
企業名又はサービス名（どちらか一方）
本文：全角36文字以内
リンク先：1本（クリックインセンティブが必須となります）

ライフマイルは400万人超の会員規模を誇る、国内 大級のポイントサービスです。
訴求目的やサービス内容に応じて、マイルを活用した効果的なプロモーションが可能
です。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

プレミアムサイト商品

★プレミアムサイト商品目次 40

GyaO 41 女性サイト（Web） 車・バイクサイト

AllAbout 42-43 @woman 62 carview 78

@nifty 44 Beauty＊fan スポーツ・芸能サイト

livedoor 45 Cecile(セシール) ALBA.NET 78

asahi.com 46 Citywave nikkansports.com

YOMIURI ONLINE 47 Fe-MAIL ZAKZAK

ニコニコ動画 48 IMAGE ゴルフダイジェスト・オンライン

ポータル・プロバイダサイト QuiCooking.com サンスポ・コム

AOL Japan verita スポーツ報知

au one womenjapan スポニチアネックス

hi-ho カフェグローブ・ドット・コム 映画・音楽・DVDサイト

OCN 50 クックパッド cinemacafe.net

はっぴーママ GEO

サンプルファン 67 OnGen

ベルメゾンネット TSUTAYA DISCAS

ボブとアンジー TSUTAYA online

ニュースサイト 結婚準備室 インターネットTVガイド

Fuji Sankei Business I. 教えて！Beauty ぽすれん

gendai.NET 教えて！ブライダル リアルガイド

iza! 女性サイト（書籍） 映画生活

MSN 産経ニュース an・an エンターテイメントサイト

The Japan Times Online BLENDA.JP 4Gamer.net

ロイター.co.jp BOAO Cafesta

時事ドットコム Hanako-Net MK-STYLE

HanakoWEST ORICON STYLE

金融・ビジネスサイト magnetcafe RANKING NEWS

Bloomberg OZ mall shockwave.com

FIDELI popteen.net Wazap!（ワザップ!）

NCネットワーク クロワッサン うたまっぷ

NNA.Asia レタスクラブ 占いモンキーなび

QUICK MoneyLife 男性サイト（書籍） フォト蔵

海 ＠ZINO 72 探偵ファイル

サイボウズ POPEYE 懸賞サイト

ストックウェザー TARZAN Eyegift 87

宅ふぁいる便 生活情報サイト ちょびリッチ.com

兜町ネット ＠ぴあ 73 ネットマイル

テンプレートBANK 57 Okwave 懸賞のつぼ

IT ウォーカープラス 予想ネット 89

Vector 57 ここカラダ クリック保証・ネットワーク

マイコミジャーナル 58 ニャンバーワン ADJUST

CGM はてな CustomClick

A8Buzz フォートラベル teacup

Ameba by CyberAgent 地球の歩き方 Trustclick

GREE Qlife

m3.com ECサイト

MicroAD ECナビ/ETM

mixi ショッピングサーチ・アラジン

Pakila 価格.com

slownet（スローネット） 比較.com 78

オタバ

てぃーだブログ

夕刊フジblog

人気blogランキング 62

BIGLOBE　　　　　　　　　　　　　　★弊社営業に直接お問合せ下さい。

goo　　　　　　　　　　　　　　　　　  ★弊社営業に直接お問合せ下さい。

MSN　　　　　　　　　　　　　　　　　★弊社営業に直接お問合せ下さい。

楽天infoseek　　　　　　　　　　　 ★弊社営業に直接お問合せ下さい。

NIKKEI　NET　　                      ★弊社営業に直接お問合せ下さい。

49

50

53

54

60

61

63

64

55

56

58

59

51

52

65

66

68

69

69

70

71

72

84

85

77

79

80

81

73

74

75

76

90

86

87

88

89

82

83
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■GyaO
http://www.gyao.jp/
■媒体プロフィール 2008年2月26日時点

視聴登録者数
トップページPV/月間

全体PV/月間
総視聴時間/月間

■ユーザープロフィール

※掲載の番組は2008年2月現在の情報に基づいております。
 　 内容は変更となる場合が御座いますので、予めご了承下さい。
■広告料金一覧（主要WEBメニュー）　　　　　2008年2月26日現在

掲載面 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

- 1ヶ月 4月1日

1ヶ月 4月1日 -

1ヶ月 4月1日 -

1ヶ月 4月1日 -

1ヶ月 4月1日 -

1ヶ月 4月1日 -

500,000 15秒\1,250,000/30秒\2,000,000 \2.50/\4.00 - 1週間 4月7日

1,000,000 15秒\2,500,000/30秒\4,000,000 \2.50/\4.00 - 1ヶ月 4月1日

2,000,000 15秒\4,000,000/30秒\6,400,000 \2.00/\3.20 - 1ヶ月 4月1日

3,000,000 15秒\6,000,000/30秒\9,600,000 \2.00/\3.20 - 1ヶ月 4月1日

-

1Week700,000imp/4Week2,800,000imp 配信保証 バナーローテーション 1Week\700,000/4Week\2,240,000 \1.00/\0.80 4 1週間～ 4月7日 -

４週間 4月7日 -

1Week500,000imp/4Week2,000,000imp 配信保証 バナーローテーション 1Week\300,000/4Week\960,000 \0.60/\0.48 3(注1) 1週間～ 4月7日 -

４週間 4月7日 -

1Week3,500,000imp/4Week14,000,000imp 期間保証 テキスト 貼り付け 1Week\210,000/4Week\670,000 \0.06/\0.05 1 1週間～ 4月7日 -

1Week800,000imp/4Week3,200,000imp 1Week\270,000/4Week\870,000 \0.34/\0.27 2

1Week650,000imp/4Week2,600,000imp 1Week\260,000/4Week\830,000 \0.40/\0.32 2

1Week500,000imp/4Week2,000,000imp 1Week\300,000/4Week\960,000 \0.60/\0.48 3

1Week500,000imp/4Week2,000,000imp 1Week\230,000/4Week\720,000 \0.46/\0.36 1

1Week100,000imp/4Week400,000imp 1Week\45,000/4Week\140,000 \0.45/\0.35 1

1Week600,000imp/4Week2,400,000imp 1Week\120,000/4Week\380,000 \0.20/\0.16 2

1Week300,000imp/4Week1,200,000imp 1Week\180,000/4Week\600,000 \0.06/\0.5 1

1Week150,000imp/4Week600,000imp 1Week\100,000/4Week\360,000 \0.67/\0.60 1

1Week1,700,000imp/4Week6,800,000imp 1Week\85,000/4Week\272,000 \0.05/\0.04 1

1Week1,500,000imp/4Week6,000,000imp 1Week\75,000/4Week\240,000 \0.05/\0.04 1

1Week1,100,000imp/4Week4,400,000imp 1Week\55,000/4Week\176,000 \0.05/\0.04 1

1Week5,000,000imp/4Week20,000,000imp 1Week\200,000/4Week\700,000 \0.04/\0.35 ‐(注2)

コンテンツ配信中 1Week10,000,000imp/4Week40,000,000imp 配信保証 60秒ローテーション 1Week\400,000/4Week\1,280,000 \0.04/\0.03 -

-

※（注１）3枠中1枠はマウスオーバーエキスパンド枠となります。価格につきましては、別途ご相談ください。

※(注２)「8カテゴリセット」にお申込みのあった場合、「各カテゴリ」はいずれもご提供できません。同様に、「各カテゴリ」のいずれかにお申込みがあった場合、「8カテゴリセット」はご提供できません。

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

インパクトメール<件名つき>

ランキングメール<件名つき>

180,000 \144,000

700,000 \560,000

700,000 \560,000

1,240,000 \992,000

540,000 \432,000

130,000 \104,000

560,000 \448,000

270,000 \216,000

90,000 \72,000

100万通×4枠

200万通×2枠

-

バリューメール<件名つき>Ｆ3

①、②、③、④

バリューメール<件名つき>M3

バリューメール<件名つき>Ｆ0

バリューメール<件名つき>Ｆ1

バリューメール<件名つき>Ｆ2

①、②

-

GIF/JPG 1,000,000 \800,000 \0.80 火曜日 バナー：H600×W572/件名：全角15文字以内

\400,000GIF/JPG 2,000,000

原稿サイズ

バリューメール<件名つき>M0

GIF/JPG/テキスト \0.80 金曜日
バナー：H600×W600/件名：全角15文字以内
上部テキスト：全角15文字以上25文字以内

バリューメール<件名つき>M1①

バリューメール<件名つき>M1②

バリューメール<件名つき>M2

カテゴリTOPスクエアバナー-ゲーム

カテゴリTOPスクエアバナー-ニュース＆ドキュメンタリー/スポーツ

チャンネル指定配信

メニュー名

CM効果測定調査

バッジバナー

バナーローテーション

テキスト 貼り付け

カテゴリTOPスクエアバナー-音楽

カテゴリTOPスクエアバナー-アニメ

カテゴリTOPスクエアバナー-ドラマ

カテゴリTOPスクエアバナー-ビューティ＆ファッション

カテゴリTOPテキスト-8カテゴリセット※(注３)

カテゴリTOPテキスト-アニメ

ターゲット指定  スポットCM－F2

500,000
15秒\2,000,000
30秒\3,200,000

詳細は別途ご相談ください

詳細は別途ご相談ください

ターゲット指定  スポットCM－F1

ターゲット指定  スポットCM－F0

ターゲット指定  スポットCM－M3
-

1,000,000
15秒\3,000,000
30秒\4,800,000

\3.00/\4.80

\4.00/\6.40

ブロードバンド接続環境にあれば、誰でも、いつでも、簡単にご覧いただける、完全無料のパ
ソコンテレビです。番組は、トップアーティストのライブ映像、話題の映画、人気ドラマをはじ
め、スポーツ、ビジネス等も充実、あらゆる視聴者層への訴求が可能です。現在視聴登録
者1.800万人以上、番組本数27.000本突破！！

1,813.8万人（2月17日現在）
1821.5万PV/1月21日～2月17日
6,266.9万PV/1月21日～2月17日

12,635,354時間/1月21日～2月17日

【主要コンテンツ】
MIDTOWN TV（生放送番組)・グラミー賞特集（音楽）・クリムゾン・リバー（映画）
GyaOジョッキー（生放送番組）・ヤッターマン（アニメ）・ミスマガ！（アイドル）　　　　　　　.
（2008年2月時点)

【性別・年齢】男性　 ～19(歳)    5.3%　　　　　　女性 　～19(歳)    3.2%
　　   　　　　　　　　　20～34　　 29.7%　　　　　　　　　　20～34　　 10.8%
　　   　　　　　　　　　35～49　　 27.7%　　　　　　　　　　 35～49　　  5.6%
　　   　　　　　　　　　50～　　　  15.3%　　　　　　　　　　 50～　　　　 2.4%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （2008年2月17日時点）

オプションプラン
ペイドパブリシティメール

GIF/JPG - 通常価格+\30,000 - -
画像：H240×W240/見出し：全角33文字以上40文字以内

テキスト（見出し含む）：全角750文字以内

\0.20 水曜日
バナー：H600×W600/件名：全角15文字以内
上部テキスト：全角15文字以上25文字以内

メニュー名

インパクトメール

バリューメール

詳細は別途ご相談ください

コンテンツ視聴終了後画面

TOPページ

ランダム

ランダムスポット-スポットCM300万配信

ランダムスポット-スポットCM200万配信

ランダムスポット-スポットCM100万配信

※（注３）セット内容は、掲載カテゴリTOP：ドラマ・映画・アニメ・音楽・ビューティ＆ファッション・ニュース＆ドキュメンタリー・スポーツ・ゲーム　への掲載となります。

-

詳細は別途ご相談ください

-

詳細は別途ご相談ください

ランダムスポット-スポットCM50万配信

ランダムスポット 配信保証

配信保証

期間保証

ターゲット指定  スポットCM－M

ＧyaOモンスターバナー（エリア指定）

GyaOモンスターバナー（全国）

ターゲット指定  スポットCM－M2

ターゲット指定  スポットCM－M1

ターゲット指定  スポットCM－M0

ターゲット指定  スポットCM－F

職業指定

エリア指定【都道府県指定】

ターゲット指定  スポットCM－F3

エリアスピードマスター

エリア指定【都道府県指定】（全国版）

カテゴリTOPスクエアバナー-アイドル・グラビア/バラエティ

詳細は別途ご相談ください

カテゴリTOP

セグメント指定

属性ごとにランダム
配信

配信保証

詳細は別途ご相談ください

詳細は別途ご相談ください

4月7日1週間～

CMコレクション 詳細は別途ご相談ください

TOPページテキスト

TOPスクエアバナー（エリア指定）

TOPスクエアバナー（全国）

カテゴリTOPスクエアバナー-映画

カテゴリTOPテキスト-映画

カテゴリTOPテキスト-ドラマ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■All About
　http://allabout.co.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点

全体PV/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要WEBメニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

レクタングル
ご指定のカテゴリ配下のガイド
サイト、チャネルトップ

各カテゴリごとに
設定しております。

想定 貼り付け
￥100,000　～

\3,470,000
-

1カテゴリ
1枠限定

１ヶ月単位
（複数月契約可能）

土日祝等を除く
弊社営業日

※カテゴリ単位での販売となります。
※imp数及び料金につきましては各カテゴリごとに設定しておりますの
で、別途料金表をご参照下さい。
※スーパーバナー枠と同時に購入も可能。スーパーバナー枠料金
は、レクタングル料金と同額になります。

ターゲットマッチテキスト

ご指定のカテゴリ配下のガイド
サイトINDEX下部、ご指定のカテ
ゴリ配下のガイドサイトINDEX
ページのコンテンツ上部

各カテゴリごとに
設定しております。

想定 貼り付け
￥30,000　～

\750,000
-

1カテゴリ
4枠限定

１ヶ月単位
（複数月契約可能）

毎月1日

※カテゴリ単位での販売となります。
※ 低発注料金\100,000からご出稿可能です。
※想定imp、料金につきましては各カテゴリごとに設定しておりますの
で、詳細は別途料金表をご参照下さい。

パートナーシップ

ご指定のカテゴリ配下の
全ガイドサイト
※スポンサードサイト・チャネル
トップ除く

各カテゴリごとに
設定しております。

想定 貼り付け
\270,000 ～\3,000,000

/3ヶ月
- 1カテゴリ1枠限定 ３ヶ月～ 毎月1日 ※カテゴリ単位での販売となります。

\1,000,000 １週間

\1,600,000 ２週間

5,000,000 保証 \2,000,000 \0.40

10,000,000 保証 \3,000,000 \0.30

こだわり新築マンション情報
（東日本・西日本）

ご指定のこだわり軸 - - - \70,000/1ヶ月・1物件 - なし
１ヶ月単位

（複数月契約可能）
毎月1日

※条件にあてはまる複数軸に掲載可能（ 大5つまで）
※詳細は案内書をご覧ください。

こだわりコスメ ご指定の悩み軸 - - - \150,000/3ヶ月 - 各悩み軸8枠限定 ３ヶ月単位 毎月1日

※「美白・くすみ」「毛穴の黒ずみ・角質ケア」「乾燥・保湿」「ハリ・たる
み」「敏感肌」「大人のニキビ」「シミ・老化予防」「目元の小ジワ・クマ」
よりご指定ください。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。

All Aboutタイアップ
TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - ￥1,500,000～ - - ２週間～
土日祝等を除く

弊社営業日

※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※アンケート付き。
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

ガイド編集タイアップ
TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - ￥2,000,000～ - - ２週間～
土日祝等を除く

弊社営業日

※ガイド起用編集タイアップとなります。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※アンケート付き。
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

ターゲットプラス
（ガイド編集タイアップシリーズ）

TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - ￥3,000,000～ - - ２週間～
土日祝等を除く

弊社営業日

※ガイド3名を起用した編集タイアップとなります。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※アンケート付き。
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

All About×毎日jp 共同タイアップ
TOPページやご指定のガイドサ
イト、毎日jp誘導枠などより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -

All Aboutタイアップ
￥2,000,000～

ガイド編集タイアップ
￥2,500,000～

-
お問い合わせ

ください。
２週間～

土日祝等を除く
弊社営業日

※毎日jpからの誘導枠付き編集タイアップとなります。ガイド起用も可
能です。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※アンケート付き。
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

All About 季節特集
特集内全ガイド記事内より誘導
（タイアップ広告の場合）

特集により異なりま
す。

想定 -

リンクエリア広告
￥300,000～

タイアップ広告
￥1,500,000～

- なし ー －

※特集は掲載時期に合わせて販売を開始いたします。販売スケ
ジュールは随時メールマガジンおよび広告案内「ADINFO」上でお知ら
せいたします。
※特集により料金設定が異なります。

All About AUTO VISION
（クルマ業界向けタイアップ）

TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - ￥5,000,000～ - - 4週間～
土日祝等を除く

弊社営業日

※「ピクチャー＆モーション」をクルマ業界に特化した制作スタッフにて
展開します。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※アンケート付き。
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

All About マネー特集連動タイアップ

All Aboutマネートップページ、特
集テーマ関連ガイド記事ページ、
All Aboutトップ枠、関連ガイドサ
イトより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - \3,000,000 - 1社限定 4週間
マネー特集は
毎週火曜日
掲載開始

※タイアップ記事広告に加え、「マネー特集」のテーマを貴社商品・
サービスと関連する内容で特別設定します。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

AllAbout ピクチャー＆モーション \2,500,000～

ライフスタイルメディア
ピクチャー＆モーション
（For L、For M、For F、

DORON、MICO、チビタス）

\3,000,000～

ライフスタイルメディア
ピクチャー＆モーション

（セカンドライフ、ミセスAllAbout）
\2,500,000～

約1億PV

-

1週間

All Aboutでは500サイト以上のガイドサイトを展開しています。住まい、マネー、ＩＴデジタル、レシピ、妊娠・出産・教育、ファッション・ビューティ、旅
行、クルマといった多様なテーマをご用意しています。また、このような各テーマを持ったガイドサイトとは別に、主婦や団塊世代など性別や年齢別
のウェブマガジンを8誌展開をしています。

※マネー、住まいの領域には掲載されません。
※All Aboutマガジン・スポンサードサイトなど特別コンテンツを除きま
す。
※トップページ、レクタングルのエクスクルーシブサイトを除きます。
※アダルト向けガイドサイト（アダルトビデオ・同性愛）の除外可能で
す。
※在庫状況をお問い合わせ下さい。

※写真など画像を重視したタイアップ記事広告です。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※アンケート付き。
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。
※詳しい仕様などは「ピクチャー＆モーションのご案内」をご覧くださ
い。

- - ２週間～

土日祝等を除く
弊社営業日

All About全ページ
（備考欄をご確認ください。）

トップパネル 貼り付け 1社限定 毎週水曜日600,000/1週間 想定 -トップページ

ローテーションバナー ローテーション ローテーション

TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -

【性別】男性（42％）、女性（58％）
【未既婚】未婚(38％)、既婚(62％)
【年齢】平均年齢40.9才　19才以下（1％）、20～24才（4％）、25～29才(11％)、30～34才（19％）、35～39才(19％)、40～49才（26％）、50
～59才（13％）、
60才以上（6％）
【勤務形態】会社員/一般（34％）、会社員/管理職（7％）、契約社員・派遣社員（5％）、自営業・自由業（8％）、公務員・教職員（4％）、
経営者・役員（2％）、専門職/弁護士・医師等（2％）、パート・アルバイト（8％）、学生（3％）、専業主婦（18％）、失業中（2％）、その他
（6％）
【世帯年収】200万円未満（6％）、200～400万円未満（20％）、400～600万未満（26％）、600～800万未満（19％）、800～1,000万未満
（13％）、1,000～1,500万未満（11％）、1,500～2,000万未満（2％）、2,000万以上（2％）

All Aboutは、約460人の専門家がガイドする、日本 大級の総合情報サイトです。
人生を愉しむ大人のための、情報発見サイト。良質なユーザが集まっています。
読者数も増加中。月間ユーザ数は1,660万人を突破しています。

土日祝等を除く
弊社営業日

(ライフスタイルメ
ディアは各メディア

の掲載開始日）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

All Aboutタイアップ with Ameba PR
TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -

All Aboutタイアップ with
Ameba PR

￥2,500,000～
ガイド編集タイアップ with

Ameba PR
\3,000,000～

- - 1ヶ月～
土日祝等を除く

弊社営業日

※アメーバブログを活用したクチコミ醸成プログラム「AmebaPR」とのコ
ラボレーションタイアップです。ガイド編集タイアップも可能です。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。
※Ameba PRの仕様につきましては、別途資料をご覧ください。

All Aboutタイアップ with Ameba PR
サンプル配布ver.

TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -

All Aboutタイアップ with
Ameba PR

サンプル配布ver.
￥3,000,000～

ガイド編集タイアップ with
Ameba PR

サンプル配布ver.
\3,500,000～

- - 1ヶ月～
土日祝等を除く

弊社営業日

※アメーバブログを活用したクチコミ醸成プログラム「AmebaPR」とのコ
ラボレーションタイアップです。サンプル配布でよりリアルな感想を引き
出すことができます。ガイド編集タイアップも可能です。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。
※Ameba PRの仕様につきましては、別途資料をご覧ください。

ブログフィードオプション
TOPページやご指定のガイドサ
イトなどより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -

All Aboutタイアップ
￥2,000,000～

ガイド編集タイアップ
\2,500,000～

- - 1ヶ月～
土日祝等を除く

弊社営業日

※テクノラティジャパンのブログ検索結果をフィードしたタイアップ記事
広告です。ガイド編集タイアップも可能です。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）
※料金については導線設計により変動いたします。別途お問い合わ
せください。

ブランドサイト
All Aboutトップページ、チャネル
トップページ、ガイドサイト記事
ページより誘導

導線設計により異なり
ます。

- -

開設初期費用
\2,000,000～

月間運用費用
\2,000,000～／3ヶ月
\1,500,000～／6ヶ月

- - 3ヶ月～
土日祝等を除く

弊社営業日
※広告主様の「All About 支店」、「第２のホームページ」的役割の長
期タイアップ型広告商品です。

スポンサードサイト - - - -

開設初期費用
\2,000,000～

月間運用費用
\1,500,000～

- - 6ヶ月～
媒体社指定
オープン日
（各月2回）

※All Aboutの公式コンテンツとしてガイドサイトを併設。継続的・客観
的な情報発信が可能な広告商品です。

All About マガジン ForF　レクタングルバ
ナー

300,000 \900,000/1ヶ月
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※リッチメディア広告のご用意もありますのでお問い合わせください。

All About マガジン ForM　レクタングルバ
ナー

450,000 \1,400,000/1ヶ月
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※大容量での展開も可能です（別料金）。
※リッチメディア広告のご用意もありますのでお問い合わせください。

All About マガジン ForL　レクタングルバ
ナー

600,000 \1,800,000/1ヶ月
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※大容量での展開も可能です（別料金）。
※リッチメディア広告のご用意もありますのでお問い合わせください。

All About マガジン
 DORON レクタングルバナー

150,000 \600,000/1ヶ月 ※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。

チビタス レクタングルバナー
チビタス内全ページの上部
（広告ページを除く）

500,000 想定 貼り付け \750,000/1ヶ月 - 1枠限定 １ヶ月
土日祝等を除く

弊社営業日
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。

MICO（ミーコ） レクタングルバナー
MICO内全ページの上部
（広告ページを除く）

500,000 想定 貼り付け \750,000/1ヶ月 - 1枠限定 １ヶ月
土日祝等を除く

弊社営業日
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。

ミセス All About レクタングルバナー
ミセスAllAbout内全ページの上
部（広告ページを除く）

500,000 想定 貼り付け \750,000/2週間 - 1枠限定 2週間
土日祝等を除く

弊社営業日
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。

All About マガジン ForF タイアップ

All About マガジン ForM タイアップ

All About マガジン ForL タイアップ

All About マガジン　DORON　タイアップ
DORONトップページ、All　About
関連ガイドサイト、メールマガジ
ンより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -
\2,500,000～/4週間

\6,000,000～/12週間
\10,000,000～/24週間

- 毎週2枠

４週間
12週間
24週間

（4週間に1回更新）

毎週水曜日

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あり）。

チビタス　タイアップ

チビタストップページ、記事ペー
ジを除くチビタス内コンテンツ、
All About育児系ガイドサイト、チ
ビタスコミュニティより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - \1,500,000～/4週間 - 制限なし ４週間 毎週火曜日

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

MICO(ミーコ)ビューティセレクション
（化粧品系商材限定タイアップ）

MICO（ミーコ）タイアップ
（化粧品系以外業種タイアップ）

ミセス All About タイアップ

ミセスAllAboutトップページ、ミセ
スAll About内コンテンツ、All
About関連ガイドサイトなどより
誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - \1,500,000～/4週間 - 制限なし ４週間 毎週火曜日

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

All About セカンドライフ　タイアップ

セカンドライフトップページ・特
集・連載ページ、セカンドライフガ
イドサイト・関連記事、テーマま
たはユーザプロファイルがマッチ
するガイドサイトより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -
\1,500,000/4週間

\4,000,000/12週間
- 同時掲載 3枠限定

4週間
（4週間に1回更新）

弊社営業日

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

All　About マガジン 連載　For F

All　About マガジン 連載　For M

All　About マガジン 連載　For L

チビタス　コーナータイアップ

チビタストップページ連載スペー
ス、チビタス内コンテンツ（記事
ページを除く）、All About育児系
ガイドサイト、チビタスコミュニ
ティより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - \4,500,000～/12週間～ - 制限なし
12週間～

（4週間に1回更新）
毎週火曜日

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あり）。

MICO（ミーコ）コーナータイアップ
（連載タイアップ）

MICOトップページ、MICO内各コ
ンテンツ、All About関連ガイドサ
イトより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 - \4,500,000～/12週間～ - 制限なし
12週間～

（4週間に1回更新）
毎週火曜日

※※媒体独自基準にて掲載可否を判断いたしますので、必ずお問い
合わせください。なお、通信販売・コンビニ商材、結婚情報業種、金融
業種、人材募集訴求などに関しましてはご掲載いただけ ません。ま
た、タイアップページの企画内容については「美」をテーマにした内容
での展開が前提となります。
※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

ミセス All About コーナータイアップ
～ミセスのひとくふう～

ミセスAllAboutトップページ、ミセ
スAll About内コンテンツ、All
About関連ガイドサイトより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 -
\7,200,000～

/24週間～
- 制限なし

24週間～
（4週間に1回更新）

毎週火曜日

※企画内容・テーマは編集部と相談の上決定させていただきます。ご
提案させていただきますのでお問い合わせください。
※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

毎週火曜日

※媒体独自基準にて掲載可否を判断いたします。必ず事前にお問い
合わせ下さい。なお、通信販売・コンビニ商材に関しましてはご掲載い
ただけませんのであらかじめご了承ください。
※ミーコでは、通販化粧品、その他通信販売・コンビニ商材、結婚情
報業種、金融業種、人材募集訴求のご掲載は不可とさせていただき
ます。ご掲載の際はあらかじめ企業審査が必要となります。ご提案の
際は必ずお問い合わせください。また、タイアップページの企画内容に
ついては「美」をテーマにした内容での展開が前提となります。
※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む。（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あ
り。）

４週間 毎週水曜日

貼り付け -

8週間～
（2週間に1回更新）

毎週水曜日

※アンケート付き。
※ガイド起用が可能です（別途料金が発生いたします）。
※掲載可否を必ず事前にお問い合わせください。
※制作費を含む（撮影内容によっては別途料金が発生の場合あり）。

--
￥4,000,000～

/8週間～

毎週各2枠- -\2,000,000～/4週間

制限なし

同時掲載 各3枠

土日祝等を除く
弊社営業日

各マガジントップページ・連載記
事ページ・バックナンバーページ

の上部
想定 各1枠限定 １ヶ月

各マガジントップページ・連載
ページ・カテゴリページ、メール

マガジン、All About関連ガイドサ
イトより誘導

各マガジントップページ・マガジ
ン連載ページ・カテゴリページ、
メールマガジン、All About関連

ガイドサイトより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定

導線設計により異なり
ます。

想定

MICOトップページ、MICO内各コ
ンテンツ、All About関連ガイドサ

イトより誘導

導線設計により異なり
ます。

想定 ４週間- \2,000,000～/4週間 -
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■＠nifty
http://www.nifty.com/
■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/週間

■広告料金一覧（主要WEBメニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

niftyTOPテキスト（1段目） 13,000,000                貼り付け \1,200,000 \0.09 1枠 1週間 月曜日 -

niftyTOPテキスト（2～3段目） 13,000,000                貼り付け \1,000,000 \0.08 2枠 1週間 月曜日 -

niftyTOP画像+テキスト 6,000,000                  ローテーション \800,000 \0.13 2枠 1週間 月曜日 -

@niftyアンダートピックス テーマサイト、お役立ちツール 5,000,000                  ローテーション \800,000 \0.16 2枠 1週間 月曜日 -

お役立ち情報バナー 1,000,000                  ローテーション \200,000 \0.20 3枠 1週間 月曜日 -

お役立ち情報テキスト 1,000,000                  貼り付け \200,000 \0.20 1枠 1週間 月曜日 -

@searchレクタングル @search検索結果ページ 3,000,000                  ローテーション \200,000 \0.07 3枠 1週間 月曜日 -

@homepageスーパーレクタングル @nifty内「NOT FOUND」ページ 1,000,000                  貼り付け \500,000 \0.50 1枠 1週間 月曜日 -

ココログラージバナー 2,000,000                  ローテーション \500,000 \0.25 2枠 1ヶ月 任意 -

ココログ管理画面テキスト ココログフリー・ベーシック管理画面 4,000,000                  貼り付け \200,000 \0.05 1枠 1週間 月曜日 -

@nifty CGM 1,000,000                  貼り付け \400,000 \0.40 1枠 1ヶ月 任意 -

猫パンチTVレクタングル 猫パンチ 400,000                    ローテーション \400,000 \1.00 2枠 1ヶ月 任意 -

ふみコミュTOPレギュラーバナー ふみコミュ 1,000,000                  ローテーション \200,000 \0.20 2枠 1ヶ月 任意 -

インステージ広告

@niftyゲーム面無料
ゲームPlus（二フティ提

供）
GameOnBlog（タイトー
提供）のカジュアル

ゲーム

500,000                    ローテーション \1,000,000 \2.00 4枠 1ヶ月 任意

ログインレクタングル @niftyログイントページ 1,300,000                  貼り付け \500,000 \0.38 1枠 1週間 月曜日 -

ログアウトビッグレクタングル @niftyログアウトページ 500,000                    貼り付け \500,000 \1.00 1枠 1週間 月曜日 -

@niftyメールインフォメールパネル @niftyWEBメールお知らせ画面 1,000,000                  ローテーション \500,000 \0.50 2枠 1週間 月曜日 -

@nifty大人の季節特集ラージバナー 500,000                    貼り付け \300,000 \0.60 1枠 1ヶ月 任意 -

@nifty大人の季節特集リッチスクエア 500,000                    貼り付け \400,000 \0.80 1枠 1ヶ月 任意 -

Finance@niftyラージバナー 1,300,000                  ローテーション \500,000 \0.38 3枠 1ヶ月 任意 -

Finance@niftyテキスト 4,000,000                  貼り付け \500,000 \0.13 5枠 1ヶ月 任意 -

@niftyニュースラージバナー 2,000,000                  ローテーション \400,000 \0.20 2枠 1週間 月曜日 -

@niftyニューステキスト 3,000,000                  貼り付け \300,000 \0.10 4枠 1週間 月曜日 -

@niftyニュースレクタングル 2,000,000                  ローテーション \600,000 \0.30 2枠 1週間 月曜日 -

@nifty路線検索レクタングル @nifty路線検索 3,000,000                  ローテーション \500,000 \0.17 1枠 1ヶ月 任意 -

@niftyダイエットラージバナー 700,000                    貼り付け \500,000 \0.71 1枠 1ヶ月 任意 -

@niftyダイエットレクタングル 700,000                    貼り付け \500,000 \0.71 1枠 1ヶ月 任意 -

@niftyダイエットおすすめ情報 700,000                    貼り付け \400,000 \0.57 1枠 1ヶ月 任意 -

占い@niftyテキスト 300,000                    貼り付け \300,000 \1.00 1枠 1ヶ月 任意 -

占い@niftyサインボード 800,000                    ローテーション \500,000 \0.63 2枠 1ヶ月 任意 -

キッズ@niftyラージバナー 1,500,000                  ローテーション \800,000 \0.53 2枠 1ヶ月 任意 -

キッズ@niftyレクタングル 3,000,000                  貼り付け \1,000,000 \0.33 1枠 1ヶ月 任意 -

語ろ具レクタングル 語ろ具 200,000                    貼り付け \200,000 \1.00 1枠 1ヶ月 任意 -

Job@niftyラージバナー 700,000                    ローテーション \500,000 \0.71 3枠 1ヶ月 任意 -

Job@niftyサインボード 2,000,000                  貼り付け \400,000 \0.20 3枠 1ヶ月 任意 -

Job@niftyテキスト 100,000                    貼り付け \150,000 \1.50 3枠 1ヶ月 任意 -

@nifty不動産ラージバナー 600,000                    ローテーション \400,000 \0.67 2枠 1ヶ月 任意 -

@nifty不動産サインボード 1,200,000                  貼り付け \400,000 \0.33 2枠 1ヶ月 任意 -

@nifty不動産テキスト 200,000                    貼り付け \150,000 \0.75 4枠 1ヶ月 任意 -

@nifty不動産レクタングル 250,000                    貼り付け \250,000 \1.00 1枠 1ヶ月 任意 -

Sports@niftyラージバナー 1,800,000                  貼り付け \500,000 \0.28 1枠 1週間 月曜日 -

Sports@niftyレクタングル 1,500,000                  貼り付け \600,000 \0.40 1枠 1週間 月曜日 -

Sports@niftyテキスト 1,500,000                  貼り付け \300,000 \0.20 4枠 1週間 月曜日 -

Keiba@niftyラージバナー 1,500,000                  ローテーション \500,000 \0.33 5枠 1ヶ月 任意 -

Keiba@niftyおすすめ情報 800,000                    貼り付け \600,000 \0.75 1枠 1週間 月曜日 -

Keiba@niftyテキスト 1,200,000                  貼り付け \800,000 \0.67 5枠 1ヶ月 任意 -

Keiba@nifty通信 10,000                      貼り付け \50,000 \5.00 1枠 毎週火曜日 - -

@nifty旅行ラージバナー 1,000,000                  ローテーション \500,000 \0.50 2枠 1ヶ月 任意 -

@nifty旅行レクタングル 300,000                    貼り付け \300,000 \1.00 2枠 1ヶ月 任意 -

@nifty旅行テキスト 1,000,000                  貼り付け \300,000 \0.30 2枠 1ヶ月 任意 -

Car@niftyラージバナー 1,000,000                  ローテーション \500,000 \0.50 2枠 1ヶ月 任意 -

Car@niftyテキスト 200,000                    貼り付け \200,000 \1.00 3枠 1ヶ月 任意 -

Car@niftyレクタングル 250,000                    貼り付け \200,000 \0.80 1枠 1週間 月曜日 -

@niftyゲームラージバナー 2,000,000                  ローテーション \500,000 \0.25 2枠 1ヶ月 任意 -

@niftyゲームレクタングル 4,000,000                  貼り付け \500,000 \0.13 1枠 1ヶ月 任意 -

太王四神記レギュラーバナー 太王四神記 400,000                    ローテーション \500,000 \1.25 2枠 1ヶ月 任意 -

777@niftyラージバナー 2,000,000                  ローテーション \500,000 \0.25 3枠 1ヶ月 任意 -

777@niftyスカイスクレイパー 1,500,000                  ローテーション \400,000 \0.27 2枠 1ヶ月 任意 -

777@niftyテキスト 900,000                    貼り付け \300,000 \0.33 3枠 1ヶ月 任意 -

@niftyつりラージバナー 100,000                    貼り付け \200,000 \2.00 1枠 1ヶ月 任意 -

@niftyつりレクタングル 100,000                    貼り付け \200,000 \2.00 1枠 1ヶ月 任意 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
メニュー名 スペース名 配信数 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

週刊ニフティ＜ヘッダー＞ - 2,400,000                  テキスト／HTML \800,000 - 1枠 毎週月曜日 - -

週刊ニフティ＜目次+記事中＞ - 2,400,000                  テキスト／HTML \700,000 - 1枠 毎週月曜日 - -

@nifty通信＜ヘッダー＞ - 2,400,000                  テキスト／HTML \1,000,000 - 1枠 毎月第2水曜 - -

約109万人

『@nifty』は、日本 大級のインターネット・サービス・プロバイダーであるだけでなく、広告媒
体として見ても、TOPページに234万以上/月のユニークユーザーが訪れるブロードリーチ・メ
ディアです。

約5,569万PV

【主要コンテンツ】
ココログ/お役立ち情報/Finance@nifty/@niftyニュース/Job@nifty/@nifty旅行/@nifty不
動産/占い@nifty/キッズ@nifty/Car@nifty/Sports@nifty/@niftyダイエット
/Keiba@nifty/@niftyゲーム/アニメ@nifty/777@nifty　など

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　67.3％　女性　32.7％
【年齢比】10代　5.3％　20代　7.3％　30代　18.7％　40代　33.0％　50代　17.3％　60代
18.4％　60代以上　18.4％

想定

@niftyゲーム
（ゲームコミュニティ）

キッズ@nifty

Job@nifty
（求人情報）

Sports@nifty
（スポーツニュース）

@nifty旅行
（国内・海外旅行）

@niftyつり

@nifty不動産
（不動産情報）

777@nifty
（パチンコ/パチスロ）

Car@nifty
（クルマ情報）

Keiba@nifty

想定

占い@nifty
（占いポータル）

@niftyTOPページ

@niftyニュース

お役立ちツール
（天気予報、路線検

索、翻訳）

Finance@nifty
（株式等）

@nifty大人の季節特集

@niftyダイエット
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■livedoor
http://www.livedoor.com/ 

■媒体プロフィール 2008年2月時点

全体PV

全体UU 1,833万人(2007年3月ネットレイティングス調べ）

■ユーザープロフィール

【男女比】男性：56％　女性：44％

■広告料金一覧（主要WEBメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 imp単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トッププレミアムディスプレイ 4,000,000 想定 ローテーション \2,000,000 \0.50 2 1週間 月曜日11:00 -

おすすめ情報 8,000,000 想定 貼り付け \1,000,000 \0.13 2 1週間 月曜日11:00 -

トップスポットライト 8,000,000 想定 貼り付け \800,000 \0.20 3 1週間 月曜日11:00 -

全体メニュー メガテキスト 25,000,000 想定 ローテーション \800,000 \0.03 2 1週間 月曜日11:00 -

ニュースプレミアムディスプレイ 8,000,000 想定 ローテーション \1,200,000 \0.15 3 1週間 月曜日11:00 -

ニューステキスト 20,000,000 想定 貼り付け \800,000 \0.04 2 1週間 月曜日11:00 -

ニュースラージショーケース 24,000,000 想定 貼り付け \1,000,000 \0.04 1 1週間 月曜日11:00 -

CGMレクタングルパック 3,500,000 想定 ローテーション \300,000 \0.09 2 1週間 月曜日11:00 -

CGMテキストパック 6,000,000 想定 貼り付け \500,000 \0.08 2 1週間 月曜日11:00 -

ブログ管理画面ラージバナー 3,000,000 想定 ローテーション \600,000 \0.20 2 1週間 月曜日11:00 -

ブログ管理画面テキスト 6,000,000 想定 貼り付け \600,000 \0.10 2 1週間 月曜日11:00 -

ブログ アドウォール 1,200,000 想定 貼り付け \800,000 \0.67 1 1週間 月曜日11:00 -

ネットアニメプレミアムディスプレイ 800,000 想定 貼り付け \700,000 \0.88 1 4週間 1週目月曜日11：00 -

ネットアニメ作品ページ
レギュラーバナー

1,200,000 想定 貼り付け \700,000 \0.58 1 4週間 月曜日11:00 -

ログイン画面 ログインページアドウォール 1,500,000 想定 貼り付け \500,000 \0.33 1 1週間 月曜日11:00 -

ログアウト画面 ログアウトページアドウォール 1,500,000 想定 貼り付け \500,000 \0.33 1 4週間 1週目月曜日11：00 -

したらばレギュラーバナー 2,500,000 想定 ローテーション \200,000 \0.08 3 1週間 月曜日11:00 -

したらばテキスト 10,000,000 想定 貼り付け \300,000 \0.03 2 1週間 月曜日11:00 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキストメール 600,000 \200,000 \0.33 毎週月～金 -

テキストメール 600,000 \500,000 \0.83 毎週月～金 -

テキストメール 600,000 \200,000 \0.33 毎週月～金 -

テキストメール 600,000 \500,000 \0.83 毎週月～金 -

テキストメール 500,000 \350,000 \0.70 毎週木曜日 -

テキストメール 500,000 \500,000 \1.00 毎週木曜日 -

ブログ

ドアスポ新聞件名付き記事中広告

ネットアニメ

したらば掲示板

メニュー名

週刊ライブドアブログ通信件名付記事中広告 全角35文字以内×19行、URL×1行、件名：全角15文字

ドア日新聞件名付き記事中広告 全角38文字以内×19行、URL×1行、件名：全角15文字

ドアスポ新聞ヘッダ部分　テキスト

全角38文字以内×19行、URL×1行、件名：全角15文字

週刊ライブドアブログ通信ヘッダ部分　テキスト 全角35文字以内×4行、URL×1行

原稿サイズ

全角38文字以内×4行、URL×1行

ドア日新聞ヘッダ部分　テキスト 全角38文字以内×4行、URL×1行

【主要コンテンツ】　　トップページ、ニュース、スポーツ、Blog、SNS、ネットアニメ、
したらば、ログインページ、　他各ページへ掲載

トップ

CGMパック

【世帯年収】300万円未満：5％ 300～499万円：17％ 500～599万円：13％
600～699万円：10％700～799万円：10％800～899万円：8％
 800万円以上：33％1400万円以上：4％          無回答：12％

【年齢比】20代以下：19％　30代：29％　40代：31％　50歳以上：21％

ニュース

約16億PV　(2007年1月WEBサーバー上での調べ）

ライブドアは「デジタルネイティブ世代」のNO１メディアです。
＿①　240万人のブロガーが「国内 強」の情報発信力を発揮するユーザー参加型
　　　　メディアです。
＿②　マスメディア離れが加速する「デジタルネイティブ世代」にコンタクトが可能な
　　　　メディアです。
＿③　旧来のマーケティング手法が通用しない「デジタルネイティブ世代」を理解している
　　　　メディアです。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■asahi.com
http://www.asahi.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

全体PV/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要WEBメニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

～100万ｉｍｐ未満 - \2.00 - 任意 任意 ー

100万～500万ｉｍｐ未満 - \1.50 - 任意 任意 ー

500万ｉｍｐ～ - \1.00 - 任意 任意 ー

トップスーパーバナーパック 500万ｉｍｐ \3,500,000 - - 任意 月曜日 ー

トップスーパーバナー
ミニパック

250万ｉｍｐ \2,000,000 - - 任意 月曜日 ー

800万imp \4,500,000 - - １週間 月曜日 ー

400万imp \2,500,000 - - １週間 月曜日 ー

25万imp～400万imp未満 - \2.00 - １週間 月曜日 ー

トップテキスト - - 常時露出 \2,500,000 - 2 １週間 月曜日 ー

トップボタン - - 常時露出 \2,500,000 - 2 １ヶ月 毎月１日 ー

謹告欄 - - 常時露出 \1,500,000～ - 大4社 1日単位 任意 ー

タイアップ（企画特集）枠 - - 常時露出 \4,000,000

～100万ｉｍｐ未満 保証 ローテーション - \1.50 ー ー 任意 ー

100万ｉｍｐ～ 保証 ローテーション - \1.00 ー ー 任意 ー

速報スーパーバナーパック 500万ｉｍｐ 保証 ローテーション \2,500,000 - ー 1週間 月曜日 ー

速報ラージレクタングル１／２露出 - - ローテーション \2,700,000 - 2 1週間 月曜日 ー

速報テキスト - - 常時露出 \1,700,000 - 3 1週間 月曜日 ー

中面スーパーバナーパック　（速報、ス
ポーツ、

文化・芸能、天気）
中面 500万ｉｍｐ 保証 ローテーション \2,000,000 - - 1週間 月曜日 ー

中面スーパーバナーミニパック　（速
報、スポーツ、

文化・芸能、天気）
中面 250万ｉｍｐ 保証 ローテーション \1,200,000 - - 1週間 月曜日 ー

スーパーバナーバルクパック　（トップ
＋各面に

ランダム表示）
- 700万ｉｍｐ 保証 ローテーション \3,000,000 - - 1週間 月曜日 ー

オールジャンルスーパーバナーパック
（各面にランダム表示・面指定なし）※

３
- 1000万ｉｍｐ 保証 ローテーション \3,800,000 - - 1週間 月曜日 ー

月間1000万人以上が訪れる日本 大級のニュースサイトとして、より早く、より深
く。ニュースを求める知的生活者のニーズにこたえます。

【主要コンテンツ】
・ジャンル別速報ニュース（社会、ビジネス、政治、国際、暮らし、スポーツほか）
・テーマ別特集（住まい、就職・転職、BOOK、健康、愛車、教育ほか）

【男女比】男性：70.8％、女性：29.2％
【職業】／技術職：27.9％、事務・営業・専門職：23.4％、自営・自由業：7.9％、
専業主婦：6.4％

【世帯年収】300万円未満：17.1％、300～500万円未満：20.8％、500～700万
円未満：22．3％、700～1000万円未満：22.8％、1000～1500万円未満
12.6％、1500万円以上：4.3％、　　平均世帯年収：約718.8万

速報スーパーバナー 速報カテゴリ（社会・暮
らし・国際・政治・ビジ
ネス・今日の朝刊・

ニュース特集、各マイ
タウン）※今日の朝刊
には速報テキストは設
置せず　※ビジネスに
はスーパーバナーは

設置せず

トップページ

保証

トップスーパーバナー

トップレクタングル
　（250×３００）

保証

タイアップ（企画特集）の誘導枠として掲載できます。販売は１２枠／月です。
料金には制作費等が含まれます。※１

ローテーション

3億9600万ページビュー（2007年7月）

1042万人（2007年7月）

【年齢】20代未満：2.2％、20代：17.0％、30代：24.5％、40代：29.5％、50代：
17.5％、60代以上：9.3％

ローテーション
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間

トップページUU/週間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【性別】男性：68％　女性：32％

【職業】会社員：54％　公務員：10％　学生：6％　専業主婦：10％　その他：20％

■広告料金一覧（主要WEBメニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

50万回未満 \2.50

50万回以上 \2.00

100万回以上 \1.50

300万回以上 \1.00

150万回 \1,500,000 \1.00

200万回 \1,800,000 \0.90

250万回 \2,000,000 \0.80

300万回 \2,200,000 \0.73

50万回未満 \2.00

50万回以上 \1.50

100万回以上 \1.00

300万回以上 \0.50

TOP　テキスト TOPページ 850万回 想定 貼り付け \1,200,000 - 大3枠 1週間 原則月曜掲載開始 -

1１00万回/週1/2掲出 \2,800,000

550万回/週１/４掲出 \1,700,000

NEWS レギュラーバッ
ジ

NEWS（マネー・経済除
く）

1200万回 想定 貼り付け \800,000 - 3枠限定 1週間 原則月曜掲載開始
ローテーションで
左右位置更新

９０万回 \2,000,000

１２０万回 \2,500,000

１７０万回 \3,000,000

マネー・経済　テキスト マネー・経済 720万回 想定 貼り付け \600,000 - ２枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始 -

スポーツ　テキスト スポーツのＴＯＰページ ３５万回 想定 貼り付け \200,000 - １枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始 -

大手小町　ラージバッジ 大手小町 1000万回 想定 貼り付け \1,200,000 - １枠限定 １週間 原則月曜掲載開始 -

大手小町　レギュラーバッジ 大手小町 2000万回 想定 貼り付け \700,000 - 3枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始
ローテーションで
左右位置更新

大手小町　テキスト 大手小町 2000万回 想定 貼り付け \700,000 - ２枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始

小町セレクション 大手小町のＴＯＰページ 50万回 想定 貼り付け \300,000 - ４枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始
ローテーションで上下

位置更新

＠ＣＡＲＳ　レクタングル ＠ＣＡＲＳ 5５万回 想定 貼り付け \500,000 - １枠限定 １週間 原則月曜掲載開始 -

＠ＣＡＲＳ　テキスト ＠ＣＡＲＳ 220万回 想定 貼り付け \500,000 - ２枠限定 １ヶ月 原則月初開始 -

エンタメ　ラージバッジ エンタメ ２００万回 想定 貼り付け \700,000 - １枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始 -

エンタメ　レギュラーバッジ エンタメ ２００万回 想定 貼り付け \350,000 - 3枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始
ローテーションで
左右位置更新

エンタメ　テキスト エンタメ ２００万回 想定 貼り付け \350,000 - ２枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始 -

旅ゅ～ん！スーパーバナー 旅ゅ～ん！
任意の期間・imp.数に
設定可

保証 ローテーション - \2.50 - 任意で設定 任意で設定 -

旅ゅ～ん！レギュラーバナー 旅ゅ～ん！
任意の期間・imp.数に
設定可

保証 ローテーション - \1.50 - 任意で設定 任意で設定 -

旅ゅ～ん！ラージバッジ 旅ゅ～ん！ 60万回 想定 貼り付け \400,000 - １枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始 -

旅ゅ～ん！テキスト 旅ゅ～ん！ 120万回 想定 貼り付け \400,000 - ２枠限定 １ヶ月 原則月初開始 -

医療と介護　ラージバッジ 医療と介護 100万回 想定 貼り付け \400,000 - １枠限定 1週間 原則月曜掲載開始 -

医療と介護　レギュラーバッジ 医療と介護 200万回 想定 貼り付け \400,000 - 3枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始
ローテーションで
左右位置更新

医療と介護　テキスト 医療と介護 200万回 想定 貼り付け \400,000 - ２枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始 -

医療と介護　TOPテキスト 医療と介護のＴＯＰページ 25万回 想定 貼り付け \200,000 - １枠限定 1ヶ月 原則月初開始 -

【主要コンテンツ】ニュース/スポーツ/ネット＆デジタル/大手小町（女性向け）/医療と介護/
＠CARS（自動車）/DAILY YOMIURI　ONLINE/マネー・経済/エンタメ/旅ゅ～ん！/ジョブ
サーチ/読売ホームガイド/グルメ/GIANTS/本よみうり堂/教育/買的生活/YOL magabon

-

-

- 一週間

-
一ヶ月以内で任意に

設定

TOP＆NEWS　レクタン
グル

TOP、NEWSなど 想定

TOP　スーパーバナー
WEEKLYパッケージ

TOPページ 保証 ローテーション 原則月曜掲載開始 一部業種は適用不可

ローテーション - 大4社まで 1週間 原則月曜掲載開始

-
一ヶ月以内で任意に

設定

TOP＆NEWS　テキスト TOP、NEWSなど 24００万回 想定

１週間 原則月曜掲載開始

貼り付け \1,500,000 - 大3枠

任意で設定任意で設定

１週間 原則月曜掲載開始

保証 ローテーション - -

- \5.0020万回～ 保証 ローテーションNEWS レクタングル 政治、マネー・経済

マネー・経済　レギュ
ラーバッジ

マネー・経済

NEWS レクタングル
WEEKLYパッケージ

NEWSページ(政治、マ
ネー・経済、国際、文
化、芸能、スポーツ、

科学などランダムに表
示)

任意で設定
露出量に応じて単価
設定が変わります

TOP レギュラーバナー TOPページ 保証 ローテーション

任意で設定
露出量に応じて単価
設定が変わります

読売新聞社が運営するニュースサイト「YOMIURI ONLINE」。 新ニュースや、スポーツ情
報のほか、女性、金融、グルメ、医療、IT、住まい、クルマ、旅行、読書、教育、地域、
ショッピング、雑誌など幅広い情報を網羅。

【年齢】10代：1％　20代：12％　30代：25％　40代：32％　50代～：31％

3.6290,000PV/月間

-

309,650,000ＰＶ/月間

ホーム：約603万人　ワーク：約357万人

TOP スーパーバナー TOPページ 保証 ローテーション

720万回 想定 貼り付け \700,000

-

-

ローテーションで
左右位置更新

- 3枠限定 ２週間 原則月曜掲載開始

-

一部業種は適用不可

その他ニュース面はお
問い合わせください

TOPスーパーバナー

TOP＆NEW
レクタングル

TOPテキスト

TOP＆NEWS
テキスト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ニコニコ動画
http://www.nicovideo.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点

全体PV

全体UU 未計測　

登録会員数 600万ID

■ユーザープロフィール
【性別】男性：72.0％　女性：28.0％

■広告料金一覧（主要WEBメニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

WebTopページバナー WEB 23,000,000 想定 WEBバナー \800,000 \0.03 1枠/6枠 一週間 水曜日

動画閲覧ﾍﾟｰｼﾞﾊﾞﾅｰ WEB 20,000,000 想定 WEBバナー \700,000 \0.04 1枠/5枠 一週間 水曜日

ゲームタグ内バナー WEB 35,000,000 想定 WEBバナー \1,200,000 \0.03 1枠/1枠 一週間 水曜日

ｶﾃｺﾞﾘ連動ﾊﾞﾅｰ(すべて) WEB 4,000,000                     想定 WEBバナー \240,000 \0.06 1枠/1枠 一週間 水曜日

ｶﾃｺﾞﾘ連動ﾊﾞﾅｰ(ｹﾞｰﾑ) WEB 4,500,000                     想定 WEBバナー \250,000 \0.06 1枠/1枠 一週間 水曜日

ｶﾃｺﾞﾘ連動ﾊﾞﾅｰ
(音楽+動物) WEB 5,000,000                     想定 WEBバナー \300,000 \0.06 1枠/1枠 四週間 水曜日 週毎にﾊﾞﾅｰ差換必須

新着ﾊﾞﾅｰ WEB 8,000,000                     想定 WEBバナー \300,000 \0.04 1枠/1枠 一週間 水曜日

今週の広告 WEB 22,000,000                   想定 WEBバナー \500,000 \0.02 1枠/2枠 一週間 水曜日

マンスリーTOP WEB 120,000,000                  想定 WEBバナー \2,700,000 \0.02 1枠/3枠 四週間 水曜日 週毎にﾊﾞﾅｰ差換必須

うねうね WEB 35,000,000                   想定 WEBバナー \1,000,000 \0.03 1枠/1枠 一週間 水曜日

【地域比】東京都：17.4％　神奈川県：8.8％　大阪府：6.8％　埼玉県：5.9％
北海道：5.7％　千葉県：5.1％　愛知県：5.2％　兵庫県：3.8％　その他：41.3%

ニコニコニュース、ニコニコ市場、動画検索ページ、ランキングページ、マイページ、各種動画
閲覧ページ（音楽・エンターテイメント・アニメ・ゲーム・動物・アンケート・ラジオ・スポーツ・政
治・チャット・科学・歴史・料理・自然・日記・踊ってみた・歌ってみた・演奏してみた・ニコニコ
動画講座・投稿者コメント・台灣・その他・テスト・R-18・公式）

視聴している動画の画面上にコメントを付けられる!!
動画の特定の場面にコメントを付けられ、その場面が再生される時に画面上にテロップで
表示するサービスです。

画面キャプチャー

未計測　

【年齢】10代：28％　20代：48％　30代：17％　40代：5％　50代以上：2％
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ＡＯＬ http://www.jp.aol.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　69.6％　女性　30.4％
【年齢比】10代　2.2％　20代　11.2％　30代　33.3％　40代　32.4％　50代以上　20.9％
【職業】会社員　51.5％　派遣/契約社員　5.4%、自営業/自由業　13.7％　学生　5.4％　パート/アルバイト　5.3％　専業主婦　7.1％　その他　8.9％
【世帯年収】300万～500万円未満　36.7％　500万～800万円未満　27.2％　800万～1000万円未満　13.8％　1000万円以上　14％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

AOLﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｷｽﾄ トップ 1,300,000                 想定 貼り付け \325,000 \0.25 2 1週間 火

Aolﾄｯﾌﾟﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ トップ 320,000                   想定 ローテーション \160,000 \0.50 1 1週間 月～金

Mail on the Web WEBメール 6,500,000                 保証 ローテーション - \0.10 - 1週間以上 月～金 要在庫確認

Run of AOLﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ ランダムローテーション 150,000                   保証 ローテーション - \0.20 - 1週間以上 月～金 要在庫確認

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 530,000 \200,000 - 季刊

TEXT 530,000 \160,000 - 季刊

TEXT 530,000 \80,000 - 季刊

HTML/TEXT 530,000 \530,000 - - 要日程調整

約900万PV

約1億PV

AOL通信（ヘッダー2枠目） 全角32字×5行（含URL)

AOLはアメリカを中心とする主要各国でサービス展開されており、世界 大級の会員数を擁する
グローバルブランドISPとして世界中の人々に利用されています。M2･F2層、富裕層ターゲットへ
の効果的なアプローチをお手伝いさせていただきます。

※配信日は別途お問合わせ
ください

メニュー名 原稿サイズ

AOL通信（号外） 件名：全角30字　本文：全角38字×100行以内

AOL通信（ヘッダー1枠目） 全角32字×5行（含URL)

AOL通信（フッター） 全角32字×5行（含URL)

■au one http://auone.jp

■媒体プロフィール ※2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール ※2008年1月　NetRatings調べ

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPテキスト(1段目） トップ 3,500,000                  想定 貼付 \350,000 \0.10 1枠 1週間 月曜13時 -

TOPテキスト(2段目） トップ 3,500,000                  想定 貼付 \300,000 \0.09 1枠 1週間 月曜13時 -

プレミアムパネル トップ 3,500,000                  想定 貼付 \450,000 \0.13 2枠 1週間 月曜13時 -

プレミアムパネル
パッケージ

トップ
第2階層以下

コンテンツページ
5,500,000                  想定 貼付 \600,000 \0.11 2枠 1週間 月曜13時 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 200万 \1,500,000 -

テキスト 200万 \1,100,000 -

テキスト 200万 \800,000 -

テキスト 150万 \900,000 -

【男女比】男性（58％）、女性（42％）
【職業】農林漁業（0.9%）、商工自営業（3.2%）、管理職（8.4%）、専門・技術職（14.2%）、事務・営業・保安職（17.2%）、産業労働者（12.5%）、
サービス関連従事者（7.6%）、主婦（22.4%）、学生（5.2%）、その他（8.1%）
【年齢比】～10代（8.1％）、20代（12.2％）、30代（28.8％）,40代（30.2％）、50代（10.5％）、60代以上（7％）
【未既婚】独身（24.7％）,既婚（72.7％）,その他（2.6％）

au one netメールニュース　ヘッダ上 全角35文字×5行

メニュー名 原稿サイズ

第１営業日週配信開始

au one netメールニュース　コンテンツ版　ヘッダ 全角35文字×5行

au one netメールニュース　ヘッダ下 全角35文字×5行

au one netメールニュース　記事中 全角35文字×5行

第1営業日週配信開始

第1営業日週配信開始

中旬頃配信開始

auのパーソナルな世界をそのままＰＣでも。ケータイ/ＰＣいつでもどこでも。自
分へのすべての情報がひとつに。

17,000,000PV
-

-
-

■hi-ho http://home.hi-ho.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　73.2％　女性　26.8％
【家族構成】未婚　37％、既婚　58％、既婚・子供あり　50％
【年齢比】～19歳　19％、20～29歳　25％、30～39歳　30％、40～49歳　19％、50～59歳　6％、60歳以上　2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ビッグスクエア 50万imp～ 保証 ローテーション \300,000 \0.60 1 1週間～ 随時 期間は配信量に応ず

スーパーヘッダバナー 50万imp～ 保証 ローテーション \300,000 \0.60 1 1週間～ 随時 期間は配信量に応ず

テキスト1段目 40万imp/週 想定 貼り付け \75,000 \0.18 1 1週間 月曜日

テキスト2・3段目 40万imp/週 想定 貼り付け \40,000 \0.10 2 1週間 月曜日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

メニュー名 形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 原稿サイズ 備考

hi-ho会報　ヘッダ1 メールマガジン 20万通 \230,000 \1.15 第２，４水曜日 -

hi-ho会報　ヘッダ2 メールマガジン 20万通 \130,000 \0.65 第２，４水曜日 -全角35文字×5行

トップページ

ダイエットナビ

全角35文字×5行

プロバイダーのポータルサイト他、人気の「ダイエットナビ」は、「ダイエット」ワードにて大
手検索エンジンYahoo！1位、Google2位にあり、SEOランクの高いサイトとしても注
目されています。

180万PV

非公開

10,000万PV

非公開

ポータル・プロバイダサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ＯＣＮ http://www.ocn.ne.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
男女比：男性56％、女性44％
年齢比：2-19歳：20％、20-29歳：11％、30-39歳：22％、40-49歳：25％、50-59歳：13％、60歳以上：9％
年収：300万円未満：4％、300-500万円未満：18％、500-700万円未満：24％、700-1000万円未満：25％、1000万円以上：17％、無回答：12％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

OCNシュープリームトッ
プインフォ

トップ 12,000,000 想定 貼り付け \900,000 \0.07 1 1週間 毎週月曜日

トップリーディングテキ
スト

トップ
（gif＋テキスト仕様）

6,000,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \600,000 \0.10 2 1週間 毎週月曜日

トップテキスト
1行目

トップ 12,000,000 想定 貼り付け \800,000 \0.06 1 1週間 毎週月曜日

トップテキスト
2-3行目

トップ 12,000,000 想定 貼り付け \600,000 \0.05 2 1週間 毎週月曜日

トップクローズアップ
トップ

（gif＋テキスト仕様）
6,000,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \900,000 \0.15 2 1週間 毎週月曜日

チャネルネットワーク
バナー

チャネル面 3,000,000 保証 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \500,000 \0.16 1 1週間 毎週月曜日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信予定日 備考

テキスト 6,200,000 \3,500,000 \0.56 毎月第2木曜 -

テキスト 6,200,000 \1,500,000 \0.24 毎月第2木曜 -

html 5,300,000 \2,000,000 \0.37 毎月第4木曜

html 5,300,000 \1,000,000 \0.18 毎月第4木曜

html 5,300,000 \800,000 \0.15 毎月第4木曜

※トップ面
リニューアル

『月間OCNスタイル』ヘッダ1、ヘッダ2

メニュー名

インターネット続数会員数No1！日本 大級のISP『OCN』。会員数は約
669万人。ブロードバンドユーザが全体の約84％を占めており、アクティブユー
ザが非常に多いのが特徴です。

原稿サイズ

『OCNヘッドライン』ヘッダ1、ヘッダ2 全角35文字×5行以内

約 60,000,000imp/週
約 1,000,000人/週

『月間OCNスタイル』記事中2 媒体資料ご参照下さい

『OCNヘッドライン』記事中1、記事中2 全角35文字×5行以内

『月間OCNスタイル』記事中1 媒体資料ご参照下さい

媒体資料ご参照下さい

※号外1本あり

■Fujisankei Business i http://www.business-i.jp/

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間 270,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性72.6％、女性27.4％
【年齢別】～19歳　5.6％　20～29歳　15.7％　30～39歳　27.4％　40～49歳　25.5％　50～59歳　15.7％　60歳～　9.8％

■広告料金一覧主要メニュー

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ&ニュース ラージ
バナー

トップ＆ニュース・オール 550,000                    想定 貼り付け \550,000 \1.00 1 1週間 月曜日12:00開始

トップ&ニュース レクタ
ングル

トップ＆ニュース・オール 550,000                    想定 貼り付け \440,000 \0.80 1 １週間 月曜日12:00開始

トップ テキスト トップ 130,000                    想定 貼り付け \130,000 \1.00 3 １週間 月曜日12:00開始

893,000PV

【職業】農林漁業0.4%、 商工自営業7.8%、 管理職13.7%、 専門・技術職23.5%、 事務、営業、保安職13.7%、 産業労働者5.8%、サービス関連従事者11.7%、 主婦17.6%、
学生3.9%、 その他1.9%

国内企業ニュースはもちろん、金融・証券、海外ビジネス、暮らしやエンターテイメントまで、
「経済」のキーワードで森羅万象を読み解きます。ニュース以外でも、毎朝、仕事運をチェック
できる「ビジネス占い」や個人投資家の方にオススメの「かぶの先読み」などの人気コラムも掲
載しています。

4,900,000PV

掲載開始日変更は
要相談

■gendai.net http://gendai.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPスーパーバナー
（A枠）

トップ 500,000 期間保証 ローテーション \400,000 \0.80 3枠 1ヶ月 随時 -

中面スーパーバナー
（B枠）

2階層目以降 1,000,000 期間保証 ローテーション \400,000 \0.40 3枠 1ヶ月 随時 -

レクタングル
（C枠）

トップ 400,000 期間保証 貼り付け \320,000 \0.80 1枠 1週間 月曜日 -

株式会社日刊現代が発行している夕刊紙「日刊ゲンダイ」のPCサイト。芸能・
政治等のニュースを随時掲載し、その辛口批評には定評があります。紙面、口
コミ、記事提供先ポータルサイトより集客。

【性別】　男性：71%　　女性：29%
【年代】　10代：4%、20代：35%、30代：39%、40代：15%、50代：3%、その他：4%
【地域】　関東49%、近畿18%、中部11%、九州6%、中国5%、北海道3%、その他8%
【職業別】　会社員67%、学生9%、主婦7%、公務員6%、自営業4%、その他7%

約1,500,000imp

約5,000,000imp

ニュースサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■MSN 産経ニュース  http://sankei.jp.msn.com

■媒体プロフィール ※2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【性別】男性 62％ 、女性 38％ 

■広告料金一覧主要メニュー

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

産経ニュース
トップ/カテゴリ トップテ

キスト

ニュース（トップ、
カテゴリートップ)

                  6,000,000 想定 貼り付け \1,500,000 \0.25 3 1週間 毎週月曜日 
本商品に関しましては産経デジタ

ルでの取り扱いとなります。

産経ニュース
ウィークリースーパー

バナー
ニュース                   8,000,000 想定 ローテーション \800,000 \0.10 6 1週間 毎週月曜日 6枠ローテーションとなります。

産経ニュース
ビッグアド

ニュース                   8,000,000 想定 ローテーション \1,700,000 \0.21 6 1週間 毎週月曜日 6枠ローテーションとなります。

産経ニュース
注目情報テキスト

ニュース
（トップ、

カテゴリートップ、
検索結果ページ除く)

                38,000,000 想定 貼り付け \700,000 \0.02 1 1週間 毎週月曜日 

１行目の掲載となります。2行目・3
行目は

「CTパック」でのご案内になりま
す。

産経ニュース
お役立ち情報

ニュース
（検索結果ページ除く）

                12,000,000 想定 ローテーション \1,000,000 \0.08 4 1週間 毎週月曜日 4枠ローテーションとなります。

11,700,000UU

【職業】職　業：会社団体役員・経営者 9% 、 営業職 6.6% 、 販売職 3.7% 、 技術職 13.1% 、 研究開発 2.4% 、 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ職 3.2% 、 企画調整ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2% 、 総務職
4% 、 経理職 2% 、 広報宣伝職 0.7% 、 その他事務職 11.1% 、 専門職 4.2% 、 教員 1.4% 、 農業漁業林業 0.5% 、 学生 6.7% 、 主婦 12.1% 、 無職その他 17.5%

【年齢別】 【男性】：～19歳 1% 、20～34歳 14% 、35～49歳 24% 、50歳～ 23% 【女性】：～19歳 1% 、20～34歳 16% 、35～49歳 16% 、50歳～ 5%

2007年10月　「MSN産経ニュース」が誕生！
編集力、速報性、検索、ＣＧＭ。ユーザーニーズが多様化する中、
産経グループの取材力とマイクロソフトのテクノロジーを融合させた

強のニュースサイトを目指します。

301,100,000PV

■iza(イザ) http://www.iza.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間 1,270,000PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 115,340,000PV
全体UU/月間 13,390,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性 61.3％ 、女性 38.7％ 
【年齢別】～19歳 6.7% 、20～29歳 11.3% 、 30～39歳 31.5% 、 40～49歳 28.7% 、 50～59歳 13.4% 、60歳～ 8.4％ 

■広告料金一覧主要メニュー

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ&ニュース
 テキスト

トップ＆ニュース
・インデックス

600,000 想定 貼り付け \300,000 \0.50 3 1週間 月曜日12:00開始

ニュース
 ラージバナー

ニュース・オール 2,600,000 想定 ローテーション \1,300,000 \0.50 5 1週間 月曜日12:00開始

ニュース
レクタングルボックス

ニュース・オール 8,000,000 想定 ローテーション \1,200,000 \0.15 2 1週間 月曜日12:00開始

産経デジタルが運営する、「読む」「書く」を備えた総合ニュースサイト。多様なニュースソースに
加え、産経新聞社の現役記者ブログにコメント、トラックバックして自身のブログにリンク。イザ
語を編集してみんなで共有しよう。

掲載開始日
変更は
要相談

【職業】農林漁業 0.8% 、商工自営業 3.4% 、 管理職 11.2% 、 専門・技術職 16.7% 、 事務、営業、保安職 20.7% 、 産業労働者 6.8% 、サービス関連従事者 8% 、 主婦
20.9% 、 学生 3.4% 、 その他 8.1%

■The Japan Times Online http://www.japantimes.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【男女比】男性　69.49％　女性　30.51％

【世帯年収】500万以下：28.79% 500万～1,000万：13.21%　750万～1,000万：26.33%　1,000万～1,500万：14%　1,500万～3,000万：9.41% 3,000万以上：6%
【職業】管理職・会社役員：20.33％　会社員31.12％　学生11.54％　リタイア9.91％　その他：27.11％
【年齢】10代：2.73％　20代：21.20％　30代：24.60％　40代：21.99％　50代：15.78％　60代以上：13.04％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

A-1 ① トップバナー トップページ 400,000                    想定 貼り付け \320,000 \0.80 1 2週間 平日任意 -

A-1 ②トップスーパーバナー トップページ 400,000                    想定 貼り付け \480,000 \1.20 1 2週間 平日任意 -

A-2  トップレクタングル トップページ 400,000                    想定 貼り付け \380,000 \0.95 1 2週間 平日任意 -

T-1 テキスト トップページ 400,000                    想定 貼り付け \280,000 \0.70 1 2週間 平日任意 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 21,800 \70,000 \3.21 平日任意 -

約1,300,000PV

-

約10,000,000PV

約700,000UU

日本 大の発行部数を誇る英字新聞「ジャパンタイムズ」の英語ニュースサイトで
す。外国人マーケットや国際派の日本人への販売促進戦略に 適です。高学歴・
高額年収・管理職層のユーザーが多く、アクティブで消費活動が活発であるというの
が特徴です。

メニュー名 原稿サイズ

ジャパンタイムズニュースメール 全角40文字ｘ5行／英文半角69文字ｘ5行
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ロイター.co.jp http://www.reuters.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年２月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　89％　女性　11％ 【世帯年収】800万円以上33％
【年齢比】～19歳　18～34歳 18％　35歳～54歳 48％　55歳以上 35％
【地域比】北海道：4％　東北：4％　関東（東京を除く）：28％　東京：27％　中部・北陸：11％　関西：16％　四国・中国：3％　九州・沖縄：6％　海外1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

1,000,000 保証 ローテーション \1,500,000 \1.50 在庫による 2週間～ 任意 -

3,000,000 保証 ローテーション \3,000,000 \1.00 在庫による 1ヶ月 任意 -

5,500,000 想定 貼り付け \4,000,000 \0.73 1枠 1ヶ月 月初 -

1,000,000 保証 ローテーション \1,500,000 \1.50 在庫による 2週間～ 任意 -

3,000,000 保証 ローテーション \3,000,000 \1.00 在庫による 1ヶ月 任意 -

5,500,000 想定 貼り付け \4,000,000 \0.73 1枠 1ヶ月 月初 -

1,000,000 保証 ローテーション \1,000,000 \1.00 在庫による 1週間 任意 -

2,000,000 保証 ローテーション \1,600,000 \0.80 在庫による 2週間 任意 -

5,000,000 想定 貼り付け \2,500,000 \0.50 1枠 1ヶ月 月初 -

1,000,000 保証 ローテーション \1,000,000 \1.00 在庫による 1週間 任意 -

2,000,000 保証 ローテーション \1,600,000 \0.80 在庫による 2週間 任意 -

5,000,000 想定 貼り付け \2,500,000 \0.50 1枠 1ヶ月 月初 -

中面スーパーバナー 中面 1,000,000 保証 ローテーション \900,000 \0.90 在庫による 任意 任意

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

メール 190,000 \150,000 \0.79 毎週火、木 -

メール 190,000 \300,000 \1.58 毎週火、木 -

メール 190,000 \500,000 \2.63 毎週月、水、金 -

約5,500,000PV
-

約36,360,000PV
約4,900,000人

メニュー名 原稿サイズ

メルマガヘッダ5行広告 横35文字x5行

メルマガヘッダ15行広告 横35文字x15行

メルマガタイアップ広告 -

ロイターサイトは国際ニュース・金融情報を中心としたグローバルの価値ある
情報を、ビジネスユーザー、個人投資家などに配信する世界 大の通信社
サイトです。

トップスーパーバナー トップ

ノースレクトアングル トップ

サウスレクトアングル トップ

スカイスクレーパー トップ

■時事ドットコム http://www.jiji.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：85％　女性：15％
【年齢（男性）】10代：3％　20代：11％　30代：23％　40代：26％　50代以上：39％
【年齢（女性）】10代：2％　20代：10％　30代：29％　40代：28％　50代以上：31％
【地域比】北海道：4％　東北：7％　関東：36％　北陸・甲信越：6％　東海：11％　近畿：18％　中国：6％　四国：3％　九州・沖縄：9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ビジネスリーチ300 中面スーパーバナー 3,000,000 保証 ローテーション 1,000,000 - - 1週間or任意 任意 新メニュー

テキスト５５ テキスト 7,000,000 想定 貼り付け 350,000 - 1 1週間 月曜日 -

ビジネスリーチmini 中面スモールバナー 3,500,000 保証 ローテーション 500,000 - 2 1週間 月曜日 新メニュー

フッターＰＲボックス ピクチャ＋テキスト 5,000,000 保証 ローテーション 400,000 - 2 1週間 月曜日 新メニュー

時事ドットコムは、時事通信社が２０００年７月に開設した総合ニュースサイトです。通信社
としての公正・中立な立場で、速報ニュースはもちろん、幅広いジャンルのニュースを時系列
で掲載。ユニークユーザー数は２００８年１月実績で７７０万人を超える規模となりましたが、
広告料金は戦略的に低めに設定。リーズナブルなコストでクオリティの高いユーザー層への
リーチが可能です。時事ドットコムでは７つの広告枠をご用意しています。このうち、トップ面
では、右図の４つのバナー広告枠、２つのテキスト広告枠があります。中面のみの広告メ
ニューや、お得なパッケージメニューをご用意して広告主様の多彩なニーズにリーズナブルにお
応えします。

3,012,708

未計測
62,023,229
7,703,701
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ブルームバーグ - bloomberg.co.jp - http://www.bloomberg.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】　男性：79.5％　女性：20.5％
【既婚・未婚】　既婚：56.3％　未婚：41.4％　無回答：2.3％
【学歴】　大学院卒業：11.1％  4年生大学卒業：61.5％  短大・専門学校卒業：8.5％ 高校卒業：15.1％　その他：3.8％
【年齢】　19歳以下：1％　20歳代：15％　30歳代：30％　40歳代：31％　50歳代：14％　60歳以上：9％
【年収】　1000万以上約20％、700万～1000万約19％、500万～700万以上約20％

■広告料金一覧（バナーメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 同時掲載数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップページスーパーバナー トップページ 1,000,000 想定 貼り付け \1,500,000 \1.50 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

トップページレクタングル トップページ 1,000,000 想定 貼り付け \1,000,000 \1.00 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

トップページ テキスト トップページ 1,000,000 想定 テキスト \600,000 \0.60 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

ニュース レクタングル バナー ニュース各記事内 250,000 想定 ローテ \500,000 \2.00 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

株式、投資信託ページ・スポ
ンサー

主要株価指数、投資信託、
決算発表など

2,500,000 想定 貼り付け \700,000 \0.35 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

為替、商品先物。金利・債券
ページ・スポンサー

主要クロスレート、対円レー
ト、商品先物ページ

500,000 想定 貼り付け \400,000 \0.80 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

ニュースページ・スポンサー ニュースページ 1,000,000 想定 貼り付け \600,000 \0.60 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

レギュラーバナー（各ジャンル
Top）

４大トップページ（ニュース、
マーケット、チャート、メディ
ア）

500,000 想定 ローテ \400,000 \0.80 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

銘柄詳細ページ内 テキスﾄ 株の全個別銘柄詳細ページ 500,000 想定 貼り付け \400,000 \0.80 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

ブルームバーグTV ストリーミ
ング画面

ブルームバーグ TV
ビデオプレイヤー

100,000 想定 貼り付け \100,000 \1.00 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

ミドルレクタングル
４大トップページ（ニュース、
マーケット、チャート、メディ

ア）
1,000,000 想定 貼り付け \600,000 \0.60 3 1ヶ月 毎月1日 開始日調整可能

■広告料金一覧（テキスト広告ほか）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 500,000 \400,000 \0.80 毎月1日 -

TEXT 1,000,000 \600,000 \0.60 毎月1日 -

TEXT 100,000 -

Gif/Flash 100,000 -

【職業】　会社員：61.2％　会社経営：11.8％　定年退職5.4％　専門職：4.8％　主婦：2％　パート・アルバイト：2％　無職：3％　その他：3％　回答拒否：4％　金融・証券・保険
業、製造業、コンピュータ/通信業、サービス業など

【その他】車所有率7割 （輸入車所有率2割）、持ち家比率52%、賃貸住宅 33.8%、年間プライベート旅行回数 1回 24.8%、2-3回47.1%、4-9回12.9%　（出張回数10回以上
13.0％）

全角40字

ブルームバーグTV画面
 テキスト広告 \100,000 \1.00 毎月1日

ブルームバーグTV画面 バナー 125ｘ125

全角34文字（17文字×2行）

全角40字

メニュー名 原稿サイズ

約1,500,000PV
約200,000UU

富裕層、ビジネスマンが多く閲覧する、世界の 新金融情報を豊富に掲載した経
済ニュース、マーケット情報の総合サイトです。 約10,000,000ＰＶ／月

約1,000,000ＵＵ／月

トップページ テキスト

銘柄詳細ページ内テキスト広告

■ＦＩＤＥＬＩ http://www.fideli.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール

【職種別会員属性】経営者・役員　29%　管理職　18%　一般　26%　自営業　14%　その他　1３%
【業種会員属性】サービス業　23%　卸売・小売業　13%　製造業　12%　情報通信業　10%　建設業　9%　複合サｰﾋﾞｽ業　5%　医療・福祉　4%　その他　24%　
■広告料金一覧（TOPメニュー）

表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

ローテーション \175,000～ － PV保証 月～金

貼り付け \150,000 3 1ヶ月 月～金

貼り付け \100,000 5 1ヶ月 月～金

貼り付け \100,000 2 1ヶ月 月～金

ローテーション \300,000 6 1ヶ月 月～金

■広告料金一覧（ローテーションメニュー）

表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

\200,000 － PV保証 月～金

\100,000 － PV保証 月～金

■広告料金一覧（ローンメニュー）

表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

貼り付け \150,000 1 1ヶ月 月～金

貼り付け \100,000 3 1ヶ月 月～金

貼り付け \300,000 1 1ヶ月 月～金

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 78,000 \150,000 \1.92 月 -

TEXT 78,000 \400,000 \5.13 火・水・木・金 1日2配信まで

ローテーション

スペース名

メニュー名

-

フィデリローテーション枠

スペース名

想定2,000,000PV/月 

フィデリTOPテキスト枠（センター）

フィデリTOPページバナー

140,000PV想定

フィデリ会報メール件名付全文 全角35文字×100行

メニュー名 原稿サイズ

フィデリ会報メールヘッダ5行 全角35文字×5行

フィデリビジネスローン右上枠

フィデリビジネスローン
特別バナー枠

ビジネスローンTOPページ

ビジネスローンTOPページ

フィデリビジネスローンTOP枠 ビジネスローンTOPページ

メニュー名

想定140,000PV/月 

会員数約95.000社、総ページビュー数約200万PVビジネスマッチングサイ
ト！ 会員は企業の決裁権をもつ、経営者・役員の比率が約29%、管理職
以上が約18%を占める。

メニュー名

想定300,000PV/月 

TOPページフィデリTOPビジュアルテキスト枠

スペース名

各コンテンツ

フィデリレクタングル枠

TOPページ

フィデリTOPハーフバナー枠 TOPページ

TOPページフィデリTOPテキスト枠（サイド）

TOPページ

各コンテンツ

想定/保証

50,000PV保証～

140.000PV想定

140,000PV想定

10,000PV想定

想定/保証

140,000PV想定

想定/保証

100,000PV保証～

50,000PV保証～

10,000PV想定

10,000PV想定

金融・ビジネスサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■NNA.Asia http://www.nna.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 200,000PV
2月リニューアル！海外ビジネスマンに も支持されているＮＮＡの無料サイト トップページUU/月間 65,000UU
海外出張の多いビジネスマンや、所得の高い海外駐在員へのＰＲに実績あり。 全体PV/月間 1,020,000PV
バナー、テキスト、メルマガ広告の他、記事広告も受付可能。 全体UU/月間 350,000UU
■ユーザープロフィール
【性別】男性88.5％、女性11.5％　　　 　　【年齢】  40代 32.3％　30代 28.1％　50代 20.9％　20代10.4％
【職業】会社員70％　会社役員17％　その他13％ 　　【年収】800万以下22％　1000万以下19％　600万以下19％　400万以下19％　1500万以下13.5％
【居住地】日本国内52％（関東31.5％、関西18％）海外48％
【年に1度は海外出張】 Yes　85％、　No 15％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップページ スーパーバナー 200,000                    想定 Webバナー 60万円 3円 3 1ヶ月 2008/2/4

プライム
ディスプレイ 200,000                    想定 Webバナー 60万円 3円 3 1ヶ月 2008/2/4

テキスト 200,000                    想定 Webテキスト 20万円 1円 1 1ヶ月 2008/2/4

ニュース本文共通 スーパーバナー 350,000                    想定 Webバナー 70万円 2円 3 1ヶ月 2008/2/4

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ヘッダー 29,000通 145,000円 5円 月・火・水・木・金

フッター 29,000通 87,000円 3円 月・火・水・木・金

ヘッダー 9,500通 47,500円 5円 月・火・水・木・金

フッター 9,500通 28,500円 3円 月・火・水・木・金

メニュー名 原稿サイズ

35文字×5行

35文字×5行

35文字×5行

NNA BUSINESS MAIL ASIA 版

NNA BUSINESS MAIL EU 版

35文字×5行

■ＮＣネットワーク http://www.nc-net.or.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOP固定フルバナー
トップページ

ヘッダー
100,000                    想定 貼り付け \210,000 1枠 1ヶ月 月～金 1社独占

200,000                    \147,000

400,000                    \273,000

800,000 \504,000

ミニバナー（上） 100,000                    想定 貼り付け \210,000 １枠 １ヶ月 月～金 １社独占

ミニバナー(中/上） 100,000                    想定 貼り付け \189,000 １枠 １ヶ月 月～金 1社独占

ミニバナー（中/下） 100,000                    想定 貼り付け \168,000 1枠 1ヶ月 月～金 1社独占

ミニバナー(下） 100,000                    想定 貼り付け \147,000 1枠 1ヶ月 月～金 1社独占

エクスクルーシブ トップページ 100,000                    想定 貼り付け \210,000 １枠 １ヶ月 月～金 １社独占

センター 100,000                    \157,500

レフト 100,000                    \157,500

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 13,800 \126,000 月曜日 発注情報配信

テキスト 15,700 \126,000 木曜日
工場動画・サービス内容配・
コラムなど配信

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

テキスト \262,500 ５営業日前
会員企業にむけて配信
の場合は、約12,000通。

月間約490万PV
-

ダイレクトメール なし
全角３５文字×行数無制限(テキスト)。メールマガジン
形式で内容をご紹介します。3,000件以上からセグメン
ト別配信可能（地域及び役職別）

テキストバナー １枠貼り付け想定 １ヶ月

メール広告 ５行×３５文字

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

メール広告 ５行×３５文字

ＮＣネットワークは、日本 大級の中小製造業向けBtoBサイトです。中小製
造業の経営者をターゲットを絞った密度の濃い広告効果が期待できます。

フルバナー 在庫PVに応じて変動保証 貼り付け

トップ右中段

ローテーション
フルバナー

月間ＰＶ：10万PV
会員数:15,000社

メニュー名 原稿サイズ

【担当者の役職】 　経営者・役員　56％　部長・工場長・所長　13％
【資本金】　 　平均資本金　約4,600万
【年間売上高】 　平均売上高　約11億円
【地方別登録数】 　関東　42％　近畿　22％　中部　13％　北陸・甲信越　9％　中国・四国・北海道・東北　5％　九州・沖縄　3％

１ヶ月 月～金 ローテーション

月～金 １社独占
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■QUICK MoneyLife http://money.quick.co.jp/index.html

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　73.7％　女性　26.3％
【職業】会社員・経営者：54.2％　自営業：8.2％　パート・アルバイト：5.2％　専業主婦：7.7％　学生：4.6％　無職：12.4％　その他：7.7％

【住所地域】北海道・東北：6％　関東：44％　中部：13％　近畿：20％　中国：5％　四国：3％　九州・沖縄：9％
【年齢比】20代以下　6.0％　30代　19.9％　40代　24.9％　50代　28.9％　60代以上　20.3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

スーパーバナー 600,000                    想定 ローテーション \300,000 \0.50 大3社 1ヶ月 月初

ラージレクタングル 500,000                    想定 ローテーション \200,000 \0.40 大3社 1ヶ月 月初

タイル＆テキスト 1,800,000                 想定 貼り付け \200,000 \0.10 6枠 1ヶ月 月初

レクタングルボックス 600,000                    想定 ローテーション \200,000 \0.33 大3社 1ヶ月 月初

20万imp./月（4-6月想定）

200万imp./月（4-6月想定）
86,000人

-

トップ画面以外の全画面

スペース名

トップ画面以外の全画面

トップ画面以外の全画面

全画面

【投信と株の総合金融ポータルサイト】
投資の基礎知識と金融商品をわかりやすく解説したコンテンツが充実！投
信と株に興味が高い投資家を対象に豊かなマネーライフに役立つ金融情
報を提供いたします。

【金融資産額】2000万円以上：24.7％　1000万円～1500万円未満：15.5％　800万円～1000万円未満：8.2％　500万円～800万円未満：7.7％
100万円～500万円未満：20.1％　100万円未満：20.6％

【年収】2000万円以上：0.5％　1500万円～2000万円未満：2.6％　1200万円～1500万円未満：2.6％　1000万円～1200万円未満：8.8％
800万円～1000万円未満：10.8％　600万円～800万円未満：12.9％　400万円～600万円未満：18.0％

【役職】経営者・役員：11.3％　本部長クラス：1.5％　部長クラス：6.7％　次課長クラス：9.3％　係長・主任クラス：12.4％　一般社員：15.5％　契約・派遣社員：4.1％
専門職：6.2％　その他：10.8％　勤めていない：22.2％

■海 http://www.bizocean.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 150.000PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 5,000,000PV
全体UU/月間 410,000UU

■ユーザープロフィール
【役職】　経営者・役員１７％、管理職２７％、一般社員３８％、契約・派遣５％、その他１３％
【職種】　経営２０％、営業・販売１５％、総務人事法務１３％、専門職１１％、技術９％、事務６％、マーケティング５％、経理財務３％、広報宣伝２％、その他１６％
【従業員規模】　１～３人１７％、４～１０人１６％、１０人以上２４％、５０人以上１１％、１００人以上１６％、５００人以上１０％、２０００人以上２％

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

imp保証プレミアムバナー
パック200

書式、マイページ、会員登録、
Q&A、仕事脳など主要ページ

                  2,000,000 imp保証 ローテーション \1,000,000 \0.50 2 1ヶ月想定 平日任意 -

トップ
プレミアムバナー

トップページ、および
書式トップページ

                    330,000 期間 貼り付け \240,000 \0.73 1 1ヶ月 平日任意 -

トップビジュアルテキスト
トップページ、および
ガイドトップページ

                    120,000 期間 貼り付け \60,000 \0.50 1 1ヶ月 平日任意 -

書式プレミアムバナー
書式の王様トップ以外書式全ペー

ジ
                    500,000 期間 ローテーション \350,000 \0.70 2 2週間 平日任意 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 65,000 \70,000 \1.08 火・木 -

テキスト 65,000 \250,000 \3.85 月・水・金 -

テキスト 個別見積 個別見積 \10.00 月・水・金 配信数個別見積

全角35文字×100行

全角35文字×100行

会員数10万人を誇る、経営者・管理職のためのビジネス情報サイト。日本 大級の
ビジネス書式集「書式の王様」を中心に充実したビジネス情報コンテンツを提供。

　メールマガジン　ヘッダー

　メールマガジン　号外

　ターゲティングメール

【決裁権】　決済する立場２７％、立案する立場３２％、情報を収集する立場４１％

全角35文字×7行（URL1行を含む）

メニュー名 原稿サイズ

■cybozu.net http://www.cybozu.net

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 6,200,000PV
ビジネスに役立つ情報を集約したビジネスポータルサイトです。 トップページUU/月間 -
ユーザーは、ビジネスパーソンがほぼ100％を占めており、 全体PV/月間 15,000,000PV
仕事の情報収集に有効な情報源を提供しています。 全体UU/月間 -
■ユーザープロフィール
【性別】男性：72％　女性：28％
【年齢】20代以下：32％　30代：31％　40代：19％　50代以上：18％
【世帯年収】400万円以下：25％　401～600万円：25％　601～800万円：20％　801～1,000万円：15％　1,001万円以上：15％
【役職】一般職員・社員：45％　係長・主任：23％　部・課長：25％　経営者・役員：2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップレクタングル WEB 1,550,000 想定 WEBバナー 1,500,000 \0.96 1枠 1週間 水曜日

トップ注目テキスト WEB 1,550,000 想定 WEBテキスト 200,000 \0.12 5枠 1週間 水曜日

ニュースレクタングル WEB 550,000 想定 WEBバナー 250,000 \0.45 1枠 1週間 水曜日

ニュース注目テキスト WEB 550,000 想定 WEBテキスト 100,000 \0.18 3枠 1週間 水曜日
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ストックウェザー http://www.stockweather.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月 現在 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

■ユーザープロフィール

【男女比】男性８１．９％　女性１８．１％ 【平均年齢】５０．４歳 【保有株式の時価総額】５０．９％が１０００万円以上

■広告料金一覧（主要メニュー）
imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

150,000 想定 ローテーション \150,000 \1.00 3枠 １ヶ月 任意 Flash可

300,000 想定 ローテーション \230,000 \0.77 5枠 1ヶ月 任意 Flash可

150,000 想定 ローテーション \120,000 \0.80 5枠 1ヶ月 任意 Flash可

200,000 想定 ローテーション \300,000 \1.50 2枠 1ヶ月 任意 Flash可

300,000 想定 ローテーション \300,000 \1.00 7枠 １ヶ月 任意 Flash可

500,000 想定 ローテーション \250,000 \0.50 5枠 １ヶ月 任意 Flash可

500,000 想定 ローテーション \300,000 \0.60 5枠 １ヶ月 任意 Flash可

2,500,000 想定 貼り付け \200,000 \0.08 3枠 １ヶ月 任意 Flash可

1,500,000 想定 貼り付け \100,000 \0.07 6枠 １ヶ月 任意 不可

400,000                    想定 貼り付け \120,000 \0.30 6枠 １ヶ月 任意 不可

2,500,000                  想定 貼り付け \100,000 \0.04 3枠 1ヶ月 任意 不可

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 備考

テキスト 21000通 \100,000 -

テキスト 21000通 \150,000 -

約４０万／月
約７万人／月

約５００万／月

トップテキスト

メニュー名

トップスーパーバナー

個人投資家のために豊富な金融情報を用意した、本格的株価・企業情報ポータルサイト。
株式情報を中心に情報提供。購買力の高い層を集めている。
ストックウェザーマップ等、独自の情報加工ノウハウを駆使し、株式投資に必要とされる「株価情報」「企
業情報」「市況」「ポートフォリオ」をグラフィカルに提供。ビギナーからヘビーユーザーまで、市場のアクティブ
な動きを瞬時に体感できるよう他の金融ポータルに例を見ないリンケージシステム、銘柄検索システムを
採用しています。０８年４月よりリニューアル。女性にもビギナーにもより使いやすい、個人投資家のベスト
パートナーを目指しています。

トップラージレクタングル

ゼネラルスーパーバナー

ポートフォリオスーパーバナー

アドボックス 

原稿サイズ

毎週金除く特別号（買いきり） 全角38字×100行  件名25文字以内

ヘッダ 全角38字×6行（リンク込）毎週金曜日

メニュー名 配信日

銘柄ボードボタン　

トップ以外ラージレクタングル

ライトボックス

ライトスクエア

おすすめ情報ピックアップ

■宅ふぁいる便 http://www.filesend.to/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間　　　
トップページUU/月間　　　

全体PV/月間　　　
全体UU/月間　　　 -

■ユーザープロフィール
【男女比】　男性（74.0%）　女性（26.0%）　／　【職業属性】　会社員(71.5%) 自営業(10.3%) 公務員(3.2%) ほか
【業種】　建設（14.8%)  ＩＴ関連(12.3%) デザイン・美術関連(11.9%） サービス(9.6%) 製造(8.3%) マスコミ・広告関連(7.6%) ほか
【年齢比】　10代以下（1.4%） 20代（22.2%） 30代（42.8%） 40代（22.7%） 50代（8.4%）　60代以上（2.6%）
【地域比】　北海道（2.9%）,東北（2.9%）,関東（56.8%）,甲信越（1.9%）,北陸（1.5%）,東海（7.1%）,近畿（16.9%）,中国（2.8%）,四国（1.3%）,九州・沖縄（5.9%）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ
センターバナー

トップページ 1,366,000 想定 貼り付け \600,000 \0.44 1 1ヶ月 月初
※掲載原稿の月内差替え

不可

共通バッジＡ・Ｂ トップ・送受信ページ 2,595,500 想定 ローテーション \400,000 \0.15 2社/1枠 1ヶ月 月初 -

共通1行テキスト トップ・送受信ページ 5,191,000 想定 貼り付け \300,000 \0.06 3 1ヶ月 月初 -

コンテンツバナー エンタメページ 183,000 想定 貼り付け \150,000 \0.82 1 3ヵ月 月初
※月初に

1回切替可。

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 掲載期間/配信日 備考

TEXT 728,000 \240,000 \0.33 1週間 -

TEXT 728,000 \150,000 \0.21 1週間 -

TEXT 全登録会員(*1) \300,000
火曜日+毎月 終木曜

日
-

TEXT 全登録会員(*1) \300,000
火曜日+毎月 終木曜

日
[件名]後半25文字

＋[PR]22文字

TEXT 全登録会員(*1) \600,000
火曜日+毎月 終木曜

日

[ヘッダ2枠分]＋[件名]後半
25文字

＋[PR]22文字

(*1) 11/29時点：968411件

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

ＴＥＸＴ \100,000 5営業日前 17:00まで （リンク先URL：10以内）

35文字×15行(リンク指定箇所：2箇所まで可）

35文字×10行（リンク箇所：1箇所）
＋35文字×15行(リンク指定箇所：2箇所まで可）

送受信メール[ヘッダ] 35文字 X 5行(リンクURL：1箇所含む）

送受信メール[記事中] 35文字 X 5行(リンクURL：1箇所含む）

件名：全角35文字
本文：全角35文字×300行以内

35文字 X 5行(リンクURL：1箇所含む）

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

配信単価：＠\10
オプトインメール

（宅ふぁいる便ダイレクト）

メルマガ[ヘッダ]

ﾒﾙﾏｶﾞｼﾞｬｯｸ[ﾍｯﾀﾞ2枠＋ﾀｲｱｯﾌﾟ]

メルマガ[タイアップ]

大容量ファイルの保管・受け渡しに限定したオンラインストレージサービスサイトで
す。3回連続不着メールを登録排除（3回ルール）により、アクティブユーザーだけに
サービス提供しています。

メニュー名 原稿サイズ

1,366,000imp
953,088 UU

5,191,000imp.

■兜町ネット http://www.kabutocho.net/

■媒体プロフィール 2008年2月末時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】　　男性　82.6％　女性　17.4％
【年齢比】　　20代：9.8%　30代：25.1%　40代：23.7%　50代：21.3%　60歳以上　20.2%
【金融資産】　～499万：29.6%　500万～999万：20.2%　1000万～1999万：20.2%　2000万～2999万：10.1%　3000万～4999万：8.7%　5000万以上：8.7%
【投資経験】　1年以上：12.2%　3年以上：16.4%　5年以上：22.3%　10年以上：36.2%　投資経験なし：1.0%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ニュース中
テキストバナー

TOP＋オール
カテゴリTOP

600,000 想定 貼付 \280,000 \0.47 2 1ヶ月 随時 1週間からも可

TOPスーパーバナー TOP 150,000 想定 貼付 \100,000 \0.67 1 1ヶ月 随時 1週間からも可

TOPタイル TOP 150,000 想定 貼付 \100,000 \0.67 1 1ヶ月 随時 1週間からも可

ニュースマーケット
スーパーバナー

ニュース・マーケット 550,000 想定 貼付 \280,000 \0.51 1 1ヶ月 随時 1週間からも可

「ニュース・マーケット」「株式」「外国為替」「商品先物」を中心に、1日約
100本の 新情報を配信するNSJショートライブなど、新鮮な投資情報を
提供する厳選投資情報サイトです。

150,000PV

1,200,000PV
55,000UU

-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■テンプレートBANK http://www.templatebank.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【性別】男性52% 女性48％　【年齢】/10代　1.9％　20代　13.1％　30代　40.4％　40代　28.1％　50代　11.7％　60代以上　4.8％　

【職種】自営業　10.0％　公務員　4.0％　教員　2.2％　営業11.3％　研究・開発・技術者　13.0％　総務・人事・財務・経理　9.9％　　
企画・マーケティング　1.6％　デザイン　1.2％　管理職　2.6％　経営者・団体役員　1.4％　学生　5.0%パート・アルバイト　6.3％
専業主婦　12.4％　派遣社員1.6％　その他　17.5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

PRテキスト＋記事広告 トップ 200,000 想定 貼り付け \300,000 \0.50 3 1ヶ月 月～金 3営業日前

タイアップ記事広告＋素材
テンプレート10点

トップ 200,000 想定 貼り付け \500,000 \2.50 3 1ヶ月 月～金 3営業日前

ピックアップ情報枠 各カテゴリー 2,000,000 想定 貼り付け \500,000 \0.25 3 1ヶ月 月～金 3営業日前

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 550,000 \550,000 \1.00 月～金 3営業日前

TEXT 550,000 \280,000 \0.51 月～金 3営業日前

TEXT 20,000 \200,000 \10.00 月～金 3営業日前

販売/企画・マーケ/総務・人事・財務・経理/管理職） TEXT 125,000 \250,000 \2.00 月～金 3営業日前

HTML 350,000 \525,000 \1.50 月～金 5営業日前

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

HTML \70,000 5営業日 -

件名：全角40文字以内　本文：36文字×100行以内TEXT \50,000

テンプレートbank　HTMLメール
100000通～＠￥3

30000通～99999　＠￥4
～29999通＠￥7

件名：全角40字　テキスト20KB以内　本文：80KB以内

99999通～30000　＠￥3

～29999＠￥5

テンプレートbank
　ターゲティングメール

100000通～＠￥2

3営業日

約20万～40万PV
各種素材・テンプレート約40000点を提供するダウンロードサイト。国内の主要
な用紙・サプライメーカー等23社が参画している。登録55万以上以上。月間
総PVは400万～2500万（年賀状時期）。サイトの特性上、パソコンやプリン
ターを利用しているユーザーが多い。

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

テンプレートbankメルマガヘッダ広告

エグゼクティブプラン（経営者、団体役員/管理職）

件名：全角40文字以内、本文：36文字×100行以内

-

テンプレートバンクHTMLメール全件配信

約15000人～

約55万人

約400万～2500万PV

件名：全角40字　テキスト20KB以内　本文：80KB以内

メニュー名 原稿サイズ

貴社独占メール（全件配信）

■Ｖｅｃｔｏｒ http://www.vector.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
性　別：男性（79％）、女性（21％）
年　齢：20才未満（10％）、20～29才（15％）、30～39才（27％）、40～49才（23％）、50～59才（15％）、60才以上（9％）
職　業：技術職（22％）、大学生（6％）、役員・管理職（9％）、自営業（11％）
年　収：300万円未満（17％）、300～500万円（22％）、500～800万円（23％）、800～1,000万円（9％）、1,000万円以上（7％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Vector Large ランダム 6,500,000                  保証 ローテーション \650,000 \0.10 - 2週間～1ヶ月 任意 imp売りも可

TOP　ｽｸｴｱ1 トップページ 1,000,000                  想定 貼り付け \500,000 \0.50 1枠固定 1週間 月曜日 -

TOP　ｽｸｴｱ2 トップページ 1,000,000                  想定 貼り付け \400,000 \0.40 1枠固定 1週間 月曜日 -

ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ トップページ 1,000,000                  想定 貼り付け \700,000 \0.70 1枠固定 1週間 月曜日 -

Download スクエア ダウンロードページ 3,000,000                  保証 ローテーション \500,000 \0.16 - 2週間～1ヶ月 任意 imp売りも可

Downloadスポンサー ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ実行中画面 2,000,000                  想定 貼り付け \1,000,000 \0.50 1枠固定 1週間 月曜日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 420,000 \160,000 \0.38 火・木・土 -

TEXT 420,000 \130,000 \0.30 火・木・土 -

TEXT 420,000 \70,000 \0.16 火・木・土 -

コンピュータの「ソフトウェア」をネット上で紹介し、ユーザーがダウンロードして
利用、購入しているサイト。入門書にも紹介され、ユーザーは初心者から上
級者まで幅広い。

メニュー名

約460万PV／月

ベックル　記事中 全角３７文字 x ５行

ベックル　ヘッダ2 or 3 全角３７文字 x ５行

原稿サイズ

ベックル　ヘッダ１ 全角３７文字 x ５行

約10,600万PV／月
約600万UU／月

IT関連情報サイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■マイコミジャーナル http://journal.mycom.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　87％　女性　13％
【年齢比】20～29歳:14.0% 30～34歳:16.0% 35～39歳:19.0% 40～49歳:32.0% 50～59歳:14.0% 60歳以上:5.0%
【住居形態】賃貸(集合住宅):23% 賃貸(一戸建て):7% 所有(マンション):13% 所有(一戸建て):52% 無回答:5%
【年収】500万未満:32% 500万～600万:8% 600万～700万:7% 700万～800万:9% 800万～900万未満:6% 900万～1,000万未満:7% 1000万以上:18%:
         不明・無回答:13%
【結婚、子供の有無】未婚(独身):39% 既婚:61% (子供なし):49％ (子供あり)：51% 
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ワイドスクリーン ALLマイコミジャーナル 1,000,000未満 保証 ローテーション - \1.50 - 1～4週間で任意 任意 -

ワイドスクリーン ALLマイコミジャーナル 1,000,000以上 保証 ローテーション - \1.20 - 1～4週間で任意 任意 -

トップレクタングル
+フローティング広告

トップページ 250,000 想定 貼り付け \850,000 \3.40 1枠 1週間 月～日 -

レクタングル+Welcome
バナー

PC/デジタル
レクタングル：1,000,000

Welcomeバナー：150,000
想定

レクタングル：貼り付け
Welcomeバナー：ローテーション

\1,100,000 \0.96
レクタングル：1枠

Welcomeバナー：2枠
1週間 月～日 -

アンダーレクタングル ホビー/エンタメ/ライフ 800,000 想定 貼り付け \300,000 \0.38 1枠 2週間 月～日 -

ヘッドライン広告 経営/IT 800,000 想定 貼り付け \350,000 \0.44 4枠 1週間 月～日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 160,000 \100,000 \0.63 火～土曜日 -

TEXT 160,000 \280,000 \1.75 火～土曜日 -

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \50,000 3営業日前 -

2,000,000PV
1,200,000人

15,300,000ＰＶ
4,200,000人

マイコミ ターゲットメール ＠\10／１配信 件名：全角27字以内　本文：全角38字×100行以内

マイコミジャーナル20行パブリシティ広告 全角35字×2行(1行はURL) ＋ 全角36字×20行

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

知りたい！を刺激する「総合専門サイト」です

メニュー名 原稿サイズ

マイコミジャーナル10行ヘッダ広告 全角38字×10行

■Ameba by CyberAgent http://www.ameba.jp/

■媒体プロフィール 　　　2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【男女比】男性：52％　　女性：48％

■広告料金一覧（主要メニュー）
PV/配信 想定/保証 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

5000000 想定 - 5枠 2週間 火曜日

150000 想定 - 2枠 2週間 火曜日

50000000 想定 - 1枠 1週間 火曜日

- - - - 4週間 月曜日/木曜日
料金①フローティングあり
②フローティングなしの価格となります。

- - - 5枠
①12週間
②4週間

火曜日

6000000 想定 - 1枠 2週間 火曜日

120000 想定 - 2枠
①1週間
②2週間

火曜日

Ameba Vision サイドバナー
①1,500,000
②800,000

Ameba Vision CM Pick Up
①300,000
②500,000

Amebaデザインスキン
①1,500,000
②800,000

Amebaブログパーツ広場
①1,200,000
②500,000

メニュー名

Ameba HOMEヘッダーバナー

Ameba記事投稿完了バナー

AmebaブログヘッダーFlash

料金

600000

600000

2500000

【年齢比】2-12歳：5％　13-15歳：7％　16-19歳：7％　20-24歳：6％　25-29歳：7％　30-34歳：13％　35-39歳：15％

-

-

約12,220,000ＵＵ／月

約3,010,000,000ＰＶ／月

　「Ameba by CyberAgent」は会員数約254万人、月間UU数約1222万人(2008年1月時点)
を誇る日本 大のブログメディアです。著名人ブロガーも多く抱えており、現在は約1400人の著
名人がAmebaブログで執筆中です。また、ユーザー同士のクチコミやコミュニケーションを促進す
る新機能を追加し、さらに成長を続けています。

■Ａ８Ｂｕｚｚ http://a8buzz.a8.net/ec/index.html

■媒体プロフィール 2008年2月時点

■ユーザープロフィール
A8.netの登録サイトカテゴリ
健康・美容　　　44,421 ビジネス・金融・株式　39,761 インターネットサービス　19,133 音楽　12,494
ペット　11,217 車・バイク　9,461 映画・ＴＶ・ビデオ　7324, etc
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スタンダード 400円～

スタンダードplus 600円～

アフィリエイト 600円～

アクション 800円～

体験 3000円～

上記のプランごとの書込み条件と上限書き込み件数に応じて対応できます、お問合せください。

-

日本 大級のアフィリエイトネットワーク、「A8.net」の抱える59万アフィリエイトサイトの中から、約28万のブロ
グサイトへ記事掲載依頼ができるブログ記事掲載型広告です。ＣＧＭメディアを活用し、口コミ促進や検索
エンジン対策として利用できる新しい形のプロモーションです。

-
-
-

ＣＧＭ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■媒体プロフィール 2008年2月末時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性：52％　女性48％
【世帯年収】NA
【地域比】首都圏：35.0％、近畿地方：15.0％、九州・沖縄地方：12.0％、東海地方：9.0%、北海道：8.0％、東北地方：8.0％、
中国・四国地方：7%、甲信越・北陸：5%
【年齢比】20代未満：33％　20代：36％　30代：23%　40代以上：8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ジェネラル 10,000,000 保証 ローテーション \1,000,000 \0.10 ----- 任意 月～金（14時）

ジェネラル 5,000,000 保証 ローテーション \750,000 \0.15 ----- 任意 月～金（14時）

ジェネラル 3,000,000 保証 ローテーション \600,000 \0.20 ----- 任意 月～金（14時）

ジェネラル 1,000,000 保証 ローテーション \250,000 \0.25 ----- 任意 月～金（14時）

ジェネラル 3,000,000 保証 ローテーション \750,000 \0.25 ----- 任意 月～金（14時）

ジェネラル 2,000,000 保証 ローテーション \550,000 \0.275 ----- 任意 月～金（14時）

ジェネラル 1,000,000 保証 ローテーション \300,000 \0.30 ----- 任意 月～金（14時）

特集テキスト トップ 2,000,000 想定 貼り付け 3 1週間 水曜日（14時）1段目（400,000円）2,3段目（300,000円）

非公開

非公開

※モバイルPV含む

■GREE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://gree.jp/

ローテーションバナー

セグメンテーションバナー

※約120,000,000PV/日

非公開

GREEは日本有数の多機能ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)です。
登録ユーザーは友人同士を紹介したり、友人管理機能・掲示板機能・コミュニティ機能・
メール機能・フォト機能などを利用することができます。2008年2月末時点で、総会員数
400万人（モバイル会員数含む）を突破致しました。

GREEの特徴としては以下の4点が挙げられます。
1.健全なコミュニティ運営（監視機能の充実）
2.モバイル版のSNSと連動して、PC-モバイル間のシームレスな利用環境を実現
3.KDDI株式会社との共同事業として公式SNS「au one GREE」を提供
4.株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ のiモード、ソフトバンクモバイル株式会社のYahoo!ケータイ
の公式サイトとしても登録

■Doctors Community http://community.m3.com/
※医師会員のみ閲覧可能

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間 98,000UU

■ユーザープロフィール 07年10～12月平均
【職種】 医師限定
【性別】 男性87％ 女性：13％
【年齢】 20代：7％　 30代：29％ 40代：32％ 50代：23％ 60代以上：9％
【勤務医・開業医比率】 勤務医：72％ 開業医：28％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

バナー 800,000                    配信保証 ローテーション \600,000 \0.75 4 1週間 毎水正午

バナー 3,200,000                  配信保証 ローテーション \1,800,000 \0.56 4 4週間 毎水正午

※オプション - 上限10000Click 1週間

※キャンペーン実施中

クリックインセンティブ

14,600,000PV

日本の医師の半数以上(160,000人）が登録する国内 大級の医療専門
サイト「m3.com」の医師専用掲示板サイトです。

-
-

■MicroAd http://www.microad.jp/home.html

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール（ＭｉｃｒｏＡｄネットワーク閲覧者属性　2008年2月時点）
【男女比】男性　57 ％　女性　43％
【年齢比】～19歳　19％　　20～29歳　23％　30～39歳　26％　40～49歳　１８％　50歳以上　14％　
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 imp/配信 想定/保証 料金 掲載期間 掲載開始日

MicroAdターゲット
約68億imp/月

（2008年2月実績)
1～159円／クリック クリック課金

予算消化まで
随時配信

任意

MicroAd Retargeting
約68億imp/月

（2008年2月実績)
- - - 任意

MicroAdエリア
約68億imp/月

（2008年2月実績)
45～140円／クリック クリック課金

予算消化まで
随時配信

任意

MicroAd
スーパーリーチ

約68億imp/月
（2008年2月実績)

40円／クリック クリック課金
予算消化まで

随時配信
任意

地域＋ドメインターゲティング

コンテンツ連動型＋行動ターゲティング 別途お見積もりが必要です。

クライアントサイト訪問履歴
ご利用料金など
詳細はお問い合わせください。

ランダム配信 別途お見積もりが必要です。

-

-
約68億ｉｍｐ/月

1,297万人

備考

別途お見積もりが必要です。

ブログを中心とした日本 大級広告ネットワークに配信するクリック課金型広
告。コンテンツ連動型・行動ターゲティング・地域ターゲティングでユーザーをセ
グメント。さらに 先端のリターゲティング配信も開始。

スペース名
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■mixi http://mixi.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 約12,400,000UU

全体PV/月間
全体UU/月間 約12,400,000UU

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

15,000,000 保証 ローテーション \840,000 \0.06 - 

30,000,000 保証 ローテーション \1,500,000 \0.05 - 

50,000,000 保証 ローテーション \2,000,000 \0.04 - 

女性15,000,000 保証 ローテーション \900,000 \0.06 - 

男性15,000,000 保証 ローテーション \750,000 \0.05 - 

10,000,000 保証 ローテーション \2,000,000 \0.2 - 

20,000,000 保証 ローテーション \3,400,000 \0.17 - 

10,000,000 保証 ローテーション \2,300,000 \0.23 - 

20,000,000 保証 ローテーション \4,000,000 \0.20 - 

10,000,000 保証 ローテーション \2,500,000 \0.25 - 

20,000,000 保証 ローテーション \4,200,000 \0.21 - 

10,000,000 保証 ローテーション \2,800,000 \0.28 - 

20,000,000 保証 ローテーション \4,800,000 \0.24 - 

10,000,000 保証 ローテーション \2,700,000 \0.27 - 

20,000,000 保証 ローテーション \4,400,000 \0.22 - 

10,000,000 保証 ローテーション \3,000,000 \0.30 - 

20,000,000 保証 ローテーション \5,000,000 \0.25 - 

2,500,000 保証 ローテーション \850,000 \0.34 - 

5,000,000 保証 ローテーション \1,500,000 \0.30 - 

2,500,000 保証 ローテーション \925,000 \0.37 - 

5,000,000 保証 ローテーション \1,650,000 \0.33 - 

10,000,000 保証 ローテーション \700,000 \0.07 - 

20,000,000 保証 ローテーション \1,200,000 \0.06 - 

50,000,000 保証 ローテーション \2,500,000 \0.05 - 

2,500,000 保証 ローテーション \400,000 \0.16 - 

5,000,000 保証 ローテーション \600,000 \0.12 - 

mixiミュージックラージスクエア mixiミュージック関連ページ 4,000,000 想定 貼り付け \1,500,000 \0.38 - 

mixiフォトラージスクエア mixiフォトアルバム関連ページ 3,000,000 想定 貼り付け \750,000 \0.25 - 

mixi動画ラージスクエア mixi動画関連ページ 3,000,000 想定 貼り付け \750,000 \0.25 - 

メッセージバナー メッセージ完了画面 2,000,000 想定 ローテーション \1,200,000 \0.6 2

書込完了バナー 書込完了画面 2,700,000 想定 ローテーション \1,200,000 \0.44 6

ダイアリーテキスト ダイアリー 25,000,000 想定 ローテーション \550,000 \0.02 4

コミュニティバナー コミュニティ内全ページ - 想定
各カテゴリ貼り付け

音楽カテゴリのみローテー
ション

\500,000 -
各カテゴリ　1

音楽カテゴリ 3

足あとジャック mixi「足あと」ページ 55,000,000 想定 貼り付け \8,000,000 \0.15 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日

TEXT 2,400,000 \400,000 \0.16 1週間

-

【男女比】男性　47.3％　女性　52.7％
【地域比】北海道：3.8％　東北：3.8％　関東：44.3％　北陸・甲信越：3.9％　東海：9.5％　近畿：17.4％　中国・四国：5.7％　九州・沖縄：7.8％　海外：3.6％

1週間 毎週月曜日 2本以上10％引きエリア
ブランディングバナー

トップ

ブランディングバナー
2項目指定有り

トップ

テキスト全角38文字×5行　（URLを含む行は全角18文字まで）

mixiは株式会社ミクシィが運営する日本 大級のソーシャル・ネットワーキング サイト（ＳＮ
Ｓ）です。完全招待制である為、登録ユーザーが信頼できる友人・知人を招待して、快適
な環境を構築しています。

ローテーションバナー トップ、その他

ブランディングバナー トップ

メニュー名

お知らせメール

【年齢比】18-19歳　11.1％　20～24歳　32.2％　25～29歳　24.0％　30～34歳　16.5％　35～39歳　8.6％　40～44歳　3.9％　45～49　2.0％　50～　1.7％

12,670,000,000PV

ブランディングバナー
1項目指定有り

ジェネラルブランディングバナー
エリア指定配信

コミュニティrun of
中面

原稿サイズ

エリア
ブランディングバナー
大容量配信対応

トップ

ブランディングバナー
1項目指定有り

大容量配信対応

トップ、その他
ローテーションバナー

性別指定配信

ジェネラルブランディングバナー
コミュニティrun of

中面

トップ

ブランディングバナー
大容量配信対応

トップ

ブランディングバナー
2項目指定有り

大容量配信対応

トップ

トップ

■Pakila http://pakila.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 600,000PV
トップページUU/月間

全体PV/月間 760,000PV
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：22％　女性：78％
【年齢】15歳以下：8％　16-18歳：18％　19-20歳：12％　21-22歳：12％　23-25：13％　26-29歳：14％　30-34歳：12％　35-39歳：6％　40歳以上：5％
【地域比】北海道：5％　東北：5％　関東：25％　東京：18％ 信越：2％　東海：10％　北陸：2％　近畿：17％ 中国：4％　四国：2％　九州：6％ 沖縄：2％
　　　　　　海外：2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

PCバナー バナーA 230,000                    期間保証 gif、jogバナー 200,000                    2 1週間 随時

PCバナー バナーB 150,000                    期間保証 gif、jogバナー 120,000                    1 1週間 随時

PCバナー バナーC 120,000                    期間保証 gif、jogバナー 100,000                    1 1週間 随時

PCバナー バナーD/E 35,000                      期間保証 gif、jogバナー 25,000                      1 1週間 随時

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ヘッダー 配信保証 \150,000 \5.00 水曜日

エンタテインメント好きの集まるコミュニティサイト。女性8割、10代20代前半が
50％以上とユーザー層がセグメントされています。ブログなどを書く積極的な
ユーザーが多い

PCメールマガジンヘッダー 全角38文字×5行(URL含む)

メニュー名 原稿サイズ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Ｓｌｏｗｎｅｔ　（スローネット） 　www.slownet.ne.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 250,000PV
トップページUU/月間 １00,000UU

全体PV/月間
全体UU/月間 300,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】　男性：71％　女性：29％
【会員数】　65,000名
【年齢】　49歳以下：6％　50代：32％　60代：44％　70代：17％　80歳以上：1％　（平均年齢60歳）
【地域比】　関東39％、近畿27％、東海11％、中国・四国7％、九州・沖縄6％、北海道・東北6％、北陸・信越4％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スーパーバナー トップ以下 800,000 想定 GIF・JPEG \1,000,000 \1.25 3社ローテ 1ヶ月 第1営業日 ALT必須

スクエアバナー トップページ他 250,000 想定 GIF・JPEG \500,000 \2.00 1枠 1ヶ月 第1営業日 ALT必須

ハーフバナー トップページ 200,000 想定 GIF・JPEG \200,000 \1.00 大10枠 1ヶ月 第1営業日 ALT必須

テキストリンク トップ以下 2,400,000 想定 - \400,000 \0.17 大3枠 1ヶ月 第1営業日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 50,000 \200,000 \4.00 毎週月・水・金曜 URL除く

テキスト 50,000 \150,000 \3.00 毎週月・水・金曜 URL除くメルマガ記事内広告 全角35文字×7行まで

3,000,000PV

メルマガヘッダ広告 全角35文字×7行まで

メニュー名 原稿サイズ

シニア向けコミュニティサイトの先駆けとして2000年7月7日にスタートした
Slownetは、「高学歴」「生活にアクティブ」「先取り性が高い」富裕層が多く
集まる国内 大規模のサービスです。

■てぃーだブログ http://blog.ti-da.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【対象】　「沖縄が好きな人」、「沖縄に住んでいる人」、「沖縄に興味がある人」、「沖縄出身の人」
【ブログ会員　年齢層】　10代：7％　20代：38％　30代：40％　40代：11％　50代：3％　60代：0.5％　70代：0.5％
【ブログ会員　地域】沖縄：60％　その他地域：40％
【閲覧者　地域】沖縄：40％　その他地域：60％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

てぃーだ広告 てぃーだトップA1 62,000 想定 貼付型 \75,000 - 1 一週 毎週金曜日 バナー（jpg,gif,swf）

てぃーだ広告 てぃーだトップA2 62,000 想定 貼付型 \45,000 - 2 一週 毎週金曜日 バナー（jpg,gif,swf）

てぃーだ広告 てぃーだ個別記事 1,690,000 想定 テキスト \50,000 - 1 一週 毎週金曜日 テキスト

てぃーだ広告 てぃーだトップ動画 62,000 想定 動画 \100,000～ - 1 一月 毎週金曜日
wmv/avi /ｆｌｖ

320×240

248,000PV

24,000UU
33,000,000PV
1,930,000UU

沖縄県 大のアクセス数を誇る沖縄に特化したブログポータルサイトです。沖縄に対して
「好き」、「興味がある」、「行って見たい」、「住んでいる」というキーワードを持っている方々に
向けてアプローチをかけるなら 適な場所です。

■オタバ http://otaba.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 マイページPV/月間

マイページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【趣味TOP10】１位 ゲーム　２位 アニメ　３位 コミック　４位 萌え　５位 音楽　６位 キャラ　７位 声優　８位 小説・書籍　９位 アイドル　１０位 グルメ/料理
【男女比】男性　70.0％　女性　30.0％
【男女オタク比】男性　52.0％　女性　18.0％　オタク　30.0%　※性別選択欄の「オタク」を選択されたユーザー
【地域比】東京都：33.20％　神奈川県：11.52％　大阪府：7.72％　千葉県：5.77％　愛知県：5.67％　北海道：3.69％　兵庫県：3.69％　
福岡県：2.31％　京都府：2.25％　その他
【年齢比】１０代　9％　20～24歳　32％　25～29歳　27％　30～34歳　18％　35～39歳　8％　40歳～　6％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ヘッダー
プレミアムバナー

800,000 想定 貼り付け \150,000 \0.19 1枠 1週間 月～金 468×60

プレミアムテキスト 800,000 想定 貼り付け \100,000 \0.13 1枠 1週間 月～金 全角40文字

スクエアバナー 800,000 想定 貼り付け \150,000 \0.19 1枠 1週間 月～金 180×180

フッター
スーパーバナー

600,000 想定 貼り付け \50,000 \0.08 1枠 1週間 月～金 728×90

■広告料金一覧（モバイルメニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ヘッダー・
フッターテキスト

全ページ上下 600,000 想定 TEXT \120,000 \0.20 1枠 1週間 月～金 全角8字×3行

ヘッダー・フッターテキストフッター
ピクチャ

全ページ上下 600,000 想定 ピクチャ \120,000 \0.20 1枠 1週間 月～金 193×52

全ページ

世界初!!『オタク』の『オタク』による『オタク』のためのソーシャルネットワーキングサービ
ス。オタクに特化した媒体。オタク系クライアント様に対しては絶対的効果をあげる
自信があります。

約800,000PV

約１8,000人
約3,200,000PV

約24,000人

■夕刊フジBLOG http://www.yukan-fuji.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 約120,000UU

全体PV/月間
全体UU/月間 約350,000UU

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スペシャルラージバナー TOP、以下階層ページ表示 600,000 想定 貼り付け \400,000 \0.67 1 2週間 月～金
サイズ：728 x  90
容量　：50KB以内
ファイル形式：Flash or GIF（アニメ可)

600,000 想定 貼り付け \300,000 \0.50 2週間 月～金

1,200,000 想定 貼り付け \400,000 \0.33 4週間 月～金

600,000 想定 ローテーション \200,000 \0.33 2週間 月～金

1,200,000 想定 ローテーション \300,000 \0.25 4週間 月～金

夕刊フジBLOG記事広告B TOP、以下階層ページ表示 1,200,000 想定 ローテーション \500,000 \0.42 2 4週間 月～金
夕刊フジBLOG
タイアップ

TOP、以下階層ページ表示

夕刊フジ本誌に掲載された選りすぐりの記事やコラムをブログ形式で掲載しております。中心となる
ユーザー層は男性、とくに30～50代のサラリーマン世代にリーチ可能なことから、不動産系クライアン
ト様やコンプレックス系クライアント様に人気の媒体です。

スクエアーバナー

レクタングル 1
サイズ：200 x  200
容量　：50KB以内
ファイル形式：Flash or GIF（アニメ可)

TOP、以下階層ページ表示

3

約600,000PV

約1,200,000PV

サイズ：125 x  125
容量　：30KB以内
ファイル形式：GIF（アニメ可）
原稿　：全角15文字以内



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

62

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■人気ブログランキング http://blog.with2.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 1,800,000PV

トップページUU/月間

全体PV/月間 26,000,000PV
全体UU/月間 2,300,000UU

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPブランドバナー トップページ 900,000 想定 貼り付け \200,000 \0.22 １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

TOPレクタングル トップページ 900,000 想定 貼り付け \200,000 \0.22 １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

ラン・オブ・ランキングバナー 全カテゴリ 4,000,000 想定 貼り付け \200,000 \0.05 １枠 1週間 毎週水曜掲載開始 -

バナーパック※ 各カテゴリ
パックにより

180,000～2,340,000
想定 貼り付け \100,000～\550,000 - １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

テキストパック※ 各カテゴリ
パックにより

180,000～2,340,000
想定 貼り付け \100,000～\600,000 - １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

-人気ブログランキングは、約48万人以上が参加するブログランキングのリーディングサイトです。
◆情報感度の高いブロガーへ訴求◆
情報感度の高いブロガーに対してブログを活用したトラックバックキャンペーンやバズ広告、カテゴリ
をジャックするタイアップキャンペーン、ブログパーツのシーディングなど、各種ブログを活用したインタ
ラクティブプロモーションにもご利用いただけます。

※バナーパック/テキストパック詳細・・・①ITパック、②スポーツ・アウトドアパック、③金融・投資パック、④ギャンブルパック、⑤ビジネスパック、⑥アフィリエイターパック、⑦住まい・暮らしパック、⑧エンタメパック、⑨海外旅行パック、⑩グルメパック、⑪ヘルシーパック、⑫教育
パック、⑬恋愛・結婚パック、⑭ファッション・ビューティーパック、⑮ペットパックの全１５パックになります。

【性別】 男性：55％　女性：45％
【年代】 10代：12％　20代：28％　30代：34％　 40代：18％　50代以上：6％　60代以上：2％

【職業】 学生：16％　会社員：33％　専門職：7％  社長：11％　主婦：13％　無職：4％　その他：16％

■@woman http://www.woman.co.jp

■媒体プロフィール　　　　2008年2月時点 トップページPV/月間 -

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】女性：93％　　男性：7％
【年齢】26歳～29歳：17％　30歳～35歳：32％　36歳～39歳：14％　その他：37％

【未既婚/子供の有無】未婚/子供なし：52％　　未婚/子供あり：3％　　既婚/子供なし：22％　　既婚/子供あり：23％　
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 PV/配信 想定/保証 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

WEBタイアップ - 想定

掲載料：\1,000,000
制作料：\400,000/page

※レイアウト：固定
フォーマット

- - ４週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日

①トップタイアップバナー（4週間掲載）
②ジャンルトップリコメンド枠（4週間掲載）
③womanブログテキスト（4週間掲載）
④会報誌＠woman　express
（テキストリコメンド）（2回掲載）
⑤womanバッジバナー（1週間掲載）
誘導露出総計14,000,000PV想定
※FLASHやモデル起用時は別途費用

TOP FLASH AD 非公開 想定 \700,000 - 1枠限定 １週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日
20営業日前入稿

レギュラーバナー 3,500,000 想定 \400,000 \0.11 1枠限定 １週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日

バッジバナー 3,500,000 想定 \400,000 \0.11 1枠限定 １週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日

サイドテキスト 3,000,000 想定 \200,000 \0.07 4枠 １週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日

ブロードテキスト 3,000,000 想定 \200,000 \0.07 4枠 １週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日

WOMANヘッダ
オススメテキスト

3,000,000 想定 \200,000 \0.07 1枠 １週間
毎週火曜日

火曜日～月曜日

タイアップ

女性サイト認知率No.2
@womanは２０代後半～３０代女性向けのラグジュアリーサイト。
大人の女性があこがれるラグジュアリーな生活情報が満載です。

＠WOMAN WEB・＠
WOMANブログ

＠WOMAN WEB・＠
WOMANブログ

約3200万ＰＶ／月

スペース名

＠WOMAN WEB・＠
WOMANブログ

WOMAN
TOPページ

＠WOMAN WEB・＠
WOMANブログ

＠WOMAN WEB・＠
WOMANブログ

女性サイト（ＷＥＢ）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■cecile http://www.cecile.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【ネット会員数】2,670,000人
【性別】女性：８７％　男性13%
【年齢】10代以下　2％／ 20代　17％ ／ 30代　40％ ／ 40代　29％ ／ 50代　10％ ／ 60代～　2％ 
【地域】北海道 5％ ／ 東北 6％ ／ 関東 38 ％ ／ 中部 16％ ／ 関西　17％ ／ 中国　6％ 　 四国 3％ ／九州・沖縄 9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

とくするポイントメール メール全体 大470,000 到達保証 メール - \10.00～25.00 ５０００通～ １日 月曜、金曜
キラーセグメントの場合には別途

セグメント料がかかります。

バーゲン通信 ヘッダ 871,000 通想定 メール \800,000 - 1枠 １日 木曜 -

お勧め情報
バナー

プレゼントページ 45,000 月想定 貼り付け \600,000 - 4枠 4週間 営業日 -

るるる通信 ヘッダ 679,000 通想定 メール \500,000 - 1枠 １日 隔週水曜日 -

総合通販のパイオニアの株式会社セシールの会員向けメディア。女性で実際にオンライン通販をしてい
る人へ大量にリーチすることが可能。セグメントも総合通販セシールならではの細かくリアルなデータから
抽出ができます。セグメント内容例としては【子供の生年月日、購入商材履歴、購入金額、郵便番
号、など他多数】　セグメントをかける事により、クライアント様のサービスに合わせたセグメントが可能で
す。

3,000,000PV

-
80,000,000PV
4,260,000UU

■Ｂｅａｕｔｙ＊ｆａｎ http://beauty-fan.net

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】　男性約1％、女性約99％
【年齢比】　～17歳　2％　18～22歳　17％　23歳～29歳　38％　30歳～39歳　35％　40歳～　8％

【未婚・既婚】　未婚　約70％　既婚約30％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

レクタングル トップ 150,000 3,000 貼り付け \500,000 \3.33 1 4週間 月～金 ※カテゴリーによる

トップバナー トップ 150,000 3,000 貼り付け \300,000 \2.00 1 4週間 月～金 ※カテゴリーによる

スクエアバナー
（大）

トップ 150,000 2,500 貼り付け
\150,000 \1.00

1 4週間 月～金 ※カテゴリーによる

スクエアバナー
（小）

トップ 150,000 1,000 貼り付け
\80,000 \0.53

限定なし 4週間 月～金 ※カテゴリーによる

ピックアップ トップ 150,000 7,000 貼り付け \250,000 \1.67 限定なし 4週間 月～金 ※カテゴリーによる

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 10,000 \15,000 \1.50 毎月10日、20日 -

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金

TEXT \50,000ビューティーファンクラブ特別メールマガジン 10,000 文字数等制限なし

ビューティーファンクラブメールマガジン -

入稿締切

配信希望日の前日迄

時代や流行に敏感な女性達に向け、美に対する追求心を満足させる事のできる
情報をサイト上で提供・発信する事により、様々なニーズに応え“探せる・キレイに
なれる・見て楽しい”をキーワードに新鮮且つ魅力的な情報を厳選して提供してい
ます。

-

-

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

メニュー名 原稿サイズ

約60,000UU
約3,000,000ＰＶ

■Citywave http://www.citywave.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPページアイコンバナー 10万imp(全国) 想定 貼り付け \200,000 4枠 2週間 水曜日 -

エリアバナー 5万imp(全国) 想定 貼り付け \100,000 1枠 1週間 水曜日 -

レクタングル 7万imp(全国) 想定 貼り付け \500,000 1枠 1週間 水曜日 -

PRテキスト広告 10万imp(全国) 想定 貼り付け \200,000 1枠 2週間 水曜日 -

キャラクターバナー 5万imp(全国) 想定 貼り付け \500,000 1枠 1週間 水曜日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 103,897件 \200,000 \5.00 毎週月・水曜日
東京：100,000円
大阪：  50,000円

TEXT 103,897件 \400,000 \8.00 毎週月・水曜日
東京：200,000円
大阪：100,000円

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \50,000 5営業日前
東京：420,000円
大阪：220,000円

TEXT+フォーム \400,000 要打ち合わせ ※300サンプル保証

約24万PV（8エリア版TOP合計）

約502万PV
約37万人

190 Pixel×190Pixel 

シティリビングの公式サイト。オフィスでの閲覧率が高いので新しい情報に対し
て敏感なオフィスで働く女性からの瞬時のレスポンスが見込めます。

スペース名

150Pixel×40Pixel

●会員数：251,024人(うちメール配信可能数：103,897人)　　※2008年2月1日現在
　東京会員：103,130人(43,552人)　横浜会員：13,421人(5,861人)　札幌会員：4,759人(2,294人)　　仙台会員：5,393人(2,095人)
　名古屋会員：14,801人(5,952人)　京都会員：5,573人(2,662人)　大阪会員：51,877人(22,389人)　　福岡会員：19,965人(10,070人)
　Web会員：32,105人(9,022人)
●年齢：平均30.2歳　　　●未婚率：73.1％　●閲覧場所(通信場所)　　会社：42.3％　自宅：38.3％　両方：17.0％　その他：2.3％

468Pixel×60Pixel

30文字

50Pixel×50Pixel以内

「＠Citywave」メールペイド
 パブリシティ

35文字×20行程度

メニュー名 原稿サイズ

「＠Citywave」ＰＲ5行広告 35文字×5行

500,000円/全国　400,000円/東京
400,000円/大阪

35文字×20行程度　※アンケート依頼文

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

メールＤＭ配信 1,000,000円／全国　※個別配信＝10円/1通 35文字×40行程度

Webアンケート
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Ｆｅ－ＭＡＩＬ http://www.fe-mail.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性3％:女性97％
【年齢比】10代5％、20代50％、30代34％、40代8％、50代3％
【職業】会社員･ＯＬ71%、公務員8%、専業主婦12%、学生5%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPバナー 全ページ 100,000 保証 ローテーション \200,000 \2.00 － 1週間目安 月～金 -

インフォメーションバナー トップページ 90,000 想定 貼り付け \200,000 \2.20 1 2週間 月～金 -

スクウェアバッジ 全ページ 300,000 想定 貼り付け \300,000 \1.00 3 2週間 月～金 -

スカイスクレーパー 全ページ 300,000 想定 貼り付け \400,000 \1.33 1 2週間 月～金 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 100,000通 \80,000 \1.25 火（祝日時は水） -

TEXT 100,000通 \150,000 \1.60 火（祝日時は水） -

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \200,000 5営業日前

HTML \300,000 7営業日前

ヘッダ　5行 全角35文字×5行

ＨＴＭＬ全配信ＤＭメール

件名付15行 件名：全角25文字以内　本文：全角35文字×15行

メニュー名

テキスト全配信DMメール

想定通数：80,000通
件名：全角25文字以内
本文：ﾖｺ550ピクセル以内　25kb以内、画像含む100kb以内

約1,000,000PV
約180,000人

想定通数：100,000通 件名：全角25文字以内　本文：全角35文字×100行程度

配信比例料金 原稿仕様

クリックカウント10ヶ所まで

プライベートライフを大切にしている、働く女性に密着した情報を発信！独自の
視点で本物を追求するオリジナルコンテンツが充実。国内から海外までの幅広い
話題をご提供。

メニュー名 原稿サイズ

■IMAGE.net www.image.ne.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーション
バナー

全階層（一部決済ペー
ジを除く）

3,000,000 想定 ローテーション \500,000 \0.16 2枠 2週間
5営業日前の

17時まで

イマージュ・ボックス
全階層（一部決済ペー

ジを除く）
①1,500,000
②3,000,000

想定 ローテーション
①\400,000
②\700,000

①\0.26
②\0.23

2枠
①1週間
②2週間

5営業日前の
17時まで

CPC100円テキスト
TOP、特集、商品一

覧、商品詳細
2,000 クリック保証 貼り付け \200,000 \100 3枠限定 1ヶ月想定

5営業日前の
17時まで

お買物終了モンスター
バナー

購入完了ページ 30,000 保証 貼り付け \300,000 \10 1枠限定 1ヶ月 毎月1日
5営業日前の

17時まで

【IMAGE商品購入方法】インターネットのみ32.7％、カタログ+インターネット67.3％

約3,000,000PV

-
約30,000,000PV

【職業】　正社員36.8％、専業主婦21.2％、学生16.2％、派遣社員9％、契約社員5.9％、その他10.8％　　

700,000UU

　　　　 　25～29歳………32.6％　30～39歳………27.8％
　　　　 　40～49歳……… 4.4％　 50歳以上………0.8％

●「洋服に興味・関心があるユーザー」と「洋服関連商材・サービスを提供する広告主様」と
の架け橋になるのが、イマージュ・ネットの役割です！！
≪特徴≫
・ユーザーの99％が女性で構成されるアパレルECサイト！
・F1層含有率国内No.1！　（2007年2月現在）
・「ファッション」と「ショッピング」に対しての圧倒的なモチベーション！
≪親和性の高い商品・サービス≫
・衣類の洗濯・洗剤
・衣類の収納・保管
・衣類の防臭・防虫
・衣類のケア器具（洗濯機・アイロンなど）
・靴の消臭・保管
・足のケア
・ムダ毛のケア
・生理用品
●上記以外にも美容関連全般、人材関連全般（派遣・転職）、資格関連全般などとの
親和性もございます。

【IMAGE.net会員数】　183万人
【カタログ会員数】　900万人
【性別】　女性：99％　男性：1％
【年齢】　19歳以下……… 4.9％　 20～24歳………29.4％

毎週月曜日
AM0:00

【地域】　北海道3.98％、東北9.59％、関東36.57％、中部/北陸7.73％、東海9.20％、近畿19.35％、中国/四国8.91％、九州/沖縄9.59％
【関心事TOP5】1位：ショッピング　2位：スイーツ　3位：ファッション　4位：音楽　5位：インターネット
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■QuiCooking（クイッキング） http://www.quicooking.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 500,000PV
全体UU/月間 50,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性：8％　女性：92％
【年齢（女性）】10代：2％　20代：25％　30代：38％　40代：18％　50代以上：6％
【職業】専業主婦：51.3％　会社員：23.5％　パート・アルバイト：10.6%　自営業：3.4%　学生：4.1%　その他：7.2%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

PCトップバナー PC共通 500,000 想定 バナー 300,000 0.6 1 1ヶ月 随時

PCスクエアバナー PC共通 500,000 想定 バナー 300,000 0.6 1 1ヶ月 随時

PC記事タイアップ 10,000 想定 特集 300,000 30 1 1ヶ月 随時

毎月、全国約3400店舗のスーパーマーケット作荷台で配布される185万部
のカレンダーレシピフリーペーパー「QuiCooking（クイッキング）」の公式サイト。
主婦直結！売場に も近い媒体です！

■verita http://www.veritacafe.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーションバナー 全頁表示 50,000 想定 3枠ローテーション \100,000 \2.00 3枠 1週間 水 セット割引あり

スタイルバナー 全頁表示 150,000 想定 貼り付け \150,000 \1.00 4枠 1週間 水 セット割引あり

編集タイアップ 特設ページ 8,000～12,000 想定 貼り付け \1,500,000 　　　　　 4枠 4週間 水

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 260,000 \200,000 - 水曜日 -

HTML 260,000 \250,000 - 水曜日 -

HTML 260,000 \200,000 - 水曜日 -

HTML 260,000 \500,000 - 金曜日 -HTMLメルマガ号外 天地100×左右600px～天地1400×左右600px

HTMLメルマガヘッダーバナー 天地60×左右468px

HTMLメルマガ限定プレゼント枠 画像、原稿

HTMLメルマガリコメンド枠

ラグジュアリー層の女性に向けて旬な情報を発信しているサイト。
高級雑誌の感覚で読めるヴィジュアルにこだわったウェブ・マガジン。

メニュー名 原稿サイズ

【男女比】男性：6%　女性：94％
【年齢比】～19：1％　20～24：6％　25～29：23％　30～34：35％　35～39：15％　40～45：13％　45～50：7％
【既婚・未婚】既婚子供なし：23％　既婚子供あり：29％　未婚子供なし：47％　未婚子供あり：1％
【職業】会社員：77％　主婦：9％　自営業：5％　家事手伝い・フリーター：5％　学生：4％

約8万PV

約60万PV
約8万

-

■ｗｏｍｅｎｊａｐａｎ http://www.womｅnjapan.com

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【年齢比】30代　61％　20代　25％　40代8％　10代4％
【男女比】女性94％　男性6％
【世帯年収】平均　約500万円（n=50,000）
【地域比】関東66％　その他地域34％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

トップ 754,580 想定 貼り付け \150,000 \0.20 4 4週間 月～金

トップ 754,580 想定 貼り付け \250,000 \0.33 4 4週間 月～金

トップ 754,580 想定 貼り付け \550,000 \0.73 4 4週間 月～金

トップ 1,000,000 想定 貼り付け \750,000 \0.75 4 6週間 月～金

トップ 1,000,000 想定 貼り付け \900,000 \0.90 4 6週間 月～金

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ＴＥＸＴ 70,000 \50,000 \0.71 水曜日 2回配信

ＴＥＸＴ 70,000 \100,000 \1.43 水曜日 2回配信

ＴＥＸＴ 70,000 \150,000 \2.14 水曜日以外いつでも 2回配信

■広告料金一覧（バナーメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ＧＩＦ 500,000 \500,000 \1.00 任意 2週間

ＴＥＸＴ 134,890 \150,000 \1.11 任意 2週間

ＧＩＦ 134,890 \150,000 \1.11 任意 2週間

ＧＩＦ+TEXT 232,204 \150,000 \0.65 任意 2週間

ユーザー起用タイアップ広告

メニュー名 原稿サイズ

ヘッタ広告 全角38字×5行

1社独占DMメール 件名：全角20字　本文：全角38字×制限なし

件名付き広告 件名：全角20字　本文：全角38字×10～15行

40万PV

メニュー名

＋クチコミ簡単タイアップ広告

専門家起用タイアップ広告

女性の悩みを解決するポータルサイト
美容・健康・人生・仕事・恋愛の悩みを解決するWEBマガジン

10万名
250万PV

30万名

クイックタイアップ広告

お試しタイアップ広告

45W

メニュー名 原稿サイズ

ロングバナーAll貼り付けパック 468*60

トップ限定ロングバナー

トップ限定PRバナー

おすすめコンテンツ

570*128

画像50*50　タイトル10W　テキスト12W×2行
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■カフェグローブ・ドット・コム http://www.cafeglobe.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

テキストバナーセット トップ+カテトップ 160,000 想定 ローテーション \250,000 \1.56 1枠3社ローテ 2週間 毎週月曜日

レクタングルボックス カテトップ+記事ページ 1,000,000 想定 ローテーション \200,000 \0.20 ２枠２社ローテ 2週間 毎週月曜日

トップページ
スクウェアテキスト

トップ 160,000 想定 ローテーション \300,000 \1.88 4枠 1週間 毎週月曜日

カテゴリー+記事ページ
スクウェアテキスト

カテトップ+記事ページ 1,000,000                 想定 ローテーション \350,000 \0.35 4枠 1週間 毎週月曜日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 33,000通 \100,000 \3.03 平日任意

メニュー名 原稿サイズ

35万PV

espresso　ヘッダ枠 35文字×5行＊ただし5行目はURLのみ

【年齢】～24歳：9.5％　25～29歳：41.6％　30～34歳：31.8％　35歳～：17.1％　　※25～34歳：73％
【未既婚】未婚：66.0％　既婚：34.0％
【職業】営業・販売・事務：36.4％　専門職・公務員・教育医療：27.2％　フリーランス・派遣：15.5％　主婦・学生・その他：17.7％　サービス・商工自営：2.2％
　　　　会社経営・役員：1.1％
【年収】300万未満：29.6％　300万～500万円：48.1％　500万～800万円：18.5％　800万円～：3.8％
【地域比】北海道・東北：6.8％　関東甲信越：61.9％　中部北陸：9.1％　近畿：13.0％　中国・四国：4.8％　九州・沖縄：4.4％

-
800万PV
40万UU

ラグジュアリーなファッション・コスメ情報や、世界各都市から届く
ニッチなニュースなどを、知的好奇心の強い大人の女性に向けて
発信しています。

■クックパッド http://cookpad.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 約11,880,000PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 約225,000,000PV
全体UU/月間 約3,700,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比】女性（96.5％）　男性（3.5％）
【年齢構成】10代（2.7％）　20代（27.4％）　30代（51.5％）　40代（14.8％）　50代以上（3.6％）
【既婚率・子供のありなし】未婚（24.7％）既婚（75.3％）、既婚者のうち子供あり（70％）⇒20-30代のインターネット世代の女性、主婦が中心。
【ワークスタイル】有職者（53％）　専業主婦（43％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間

トップブランドスクエア トップ 3,000,000 想定 貼り付け \1,500,000 \0.50 1 1週間

集客スーパーバナー 第二階層以下 7,000,000 想定 ローテーション \500,000 \0.07 3 1週間

65万人リーチバナー トップ、第二階層以下 6,500,000 想定 ローテーション \650,000 \0.10 4 1週間

ＣＰＣ１００円テキスト トップ、第二階層以下 5000クリック 保証 ローテーション \500,000 - 4 クリック消化まで

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
メニュー名 形式 想定通数 配信単価 配信日 備考

れぴまが テキスト 175,000×2 - 日刊 ヘッダ2回

すごれぴ テキスト 240,000 - 週刊 ヘッダ1回

毎週月曜日午前10時

毎週月曜日午前10時

毎週月曜日午前10時

掲載開始日

毎週月曜日午前10時

ユーザーの投稿による日本 大の料理レシピサイト！
女性系媒体で月間2億2500万ＰＶ！
圧倒的なアクセス数、主婦接触率ＮＯ.１

料金

[タイトル]全角37文字以内×1行
[本文]全角37文字以内×3行

原稿サイズ

2回セット\250,000

1回配信\150,000

■はっぴーママ.com http://www.happy-mama.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
年　齢：20代（28％）　30代（60％）　40代（12％）
お子さんの年齢：妊娠中（8％）　0歳（9％）　1歳（15％）　2歳（15％）　3歳（13％）　4歳（10％）　5歳（8％）　6歳（6％）　7歳以上（16％）
居住地：首都圏（41％）　東海圏（11％）　近畿圏（18％）　その他（30％）
会員数：約150,000人（メール配信数：約100,000通）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

グローバル
バナー

全ページ
ヘッダー

                  1,900,000 想定 貼り付け \500,000 \0.26 1枠限定 2週間 毎週水曜日 (トップ、他一部除く)

トップラージバナー トップページ                     240,000 想定 貼り付け \500,000 \2.08 2枠限定 4週間 毎週水曜日 -

トップスモール
バナー

トップページ                     240,000 想定 貼り付け \350,000 \1.46 3枠 4週間 毎週水曜日
08年3月よりアンダーテキスト
（全角12文字）追加

トップテキスト
バナー

トップページ                     240,000 想定 貼り付け \300,000 \1.25 5枠 4週間 毎週水曜日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 100,000 \200,000 \2.00 水曜日 -

TEXT 100,000 \100,000 \1.00 水曜日 -

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \50,000 5営業日前
水曜除く平日配信
（月８枠／週2枠）

約240,000PV
-プレママから6歳の子供を持つ子育てママを中心とした、妊娠・出産・育児サ

イトです。子どもとのお出かけに役立つ「全国公園ガイド」「こどもとお泊り
MAP」などが充実。はっぴーママ.comのSNS『はぴマフレンズ』にてコミュニケー
ションツールを提供しています。

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

約4,100,000PV
-

ターゲティングメール 配信単価10円 件名：全角20字以内　本文：全角35字×100行以内

メニュー名 原稿サイズ

メールマガジン　ヘッダ 全角35文字×5行（URL1行含む）

全角35文字×5行（URL1行含む）メールマガジン　記事中
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■サンプルファン http://www.samplefan.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（Webメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

プレミアムバナー トップ 400,000 想定 貼り付け \400,000 \1.00 3 4週間 月～金

サイズ：125 x 125
容量　：50KB以内
ファイル形式：GIF（アニメ可）
原稿　：全角25文以内(社名を含む)

75,000 想定 貼り付け \200,000 \2.67 2週間 月～金

150,000 想定 貼り付け \300,000 \2.00 4週間 月～金

200,000 想定 貼り付け \200,000 \1.00 2週間 月～金

400,000 想定 貼り付け \300,000 \0.75 4週間 月～金

200,000 想定 貼り付け \200,000 \1.00 2週間 月～金

400,000 想定 貼り付け \300,000 \0.75 4週間 月～金

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考
80,000 想定 貼り付け \150,000 \1.9 3 2週間 月～金

160,000 想定 貼り付け \200,000 \1.3 3 4週間 月～金

75,000 想定 貼り付け \80,000 \1.1 3 2週間 月～金

150,000 想定 貼り付け \120,000 \0.8 3 4週間 月～金

75,000 想定 貼り付け \80,000 \1.1 3 2週間 月～金

150,000 想定 貼り付け \120,000 \0.8 3 4週間 月～金

75,000 想定 貼り付け \80,000 \1.1 3 2週間 月～金

150,000 想定 貼り付け \120,000 \0.8 3 4週間 月～金

■広告料金一覧（Mailメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考
TEXT 260,000 \100,000 \0.38 火・金 -

TEXT 260,000 \150,000 \0.58 火 -

TEXT 260,000 \200,000 \0.77 金 ※コラムはサンプルファンにて編集致します。

TEXT 160,000 \400,000 \2.50 水 ※女性会員へのみの配信となります。

TEXT 260,000 \600,000 \2.31 水
※1社独占
全配信メルマガ

TEXT 260,000 \50,000 \0.19 火・金

TEXT 260,000 \50,000 \0.19 火・金

TEXT 27,000 \100,000 \3.70 木 ※女性会員へのみの配信となります。

- 4週間 月～金

- - - \1,100,000 - 4週間 月～金

- - - \1,400,000

サイズ：234x60
容量　：30KB以内
ファイル形式：GIF（アニメ可）
原稿　：全角20文字以内

【男女比】男性　39％　女性　61％
【年齢比】19歳以下　14％　20～29歳　28％　30～39歳　31％　40～49歳　16％　50～59歳　7％　60歳以上　4％
【地域比】北海道/東北：6％　関東：45％　北陸・甲信越：2％　東海：9％　近畿：19％　中国：5％　四国：2％　信越：3%九州・沖縄：9％
【職業比】会社員　45%　主婦　25%　学生　12%　自営業　3%　団体・組合等　1%　その他　14%

SampleFan
通常タイアップ枠

- 1

（制作費含）　※FLASHやモデル使用時は別途
■■■タイアップ４週間■■■
〈誘導枠〉
①プレミアムバナー（２週間掲載）・（前半）
②カテゴリーページテキスト（２週間掲載）・（後半）
③コラム＆ヘッダーメール（１回配信）
④女性限定号外メール
（人気枠）

SampleFan
特別タイアップ枠

（スタッフ体験レポート）
- 1

（制作費含）　※FLASHやモデル使用時は別途
■■■タイアップ４週間■■■
〈誘導枠〉
①プレミアムバナー（２週間掲載）・（前半）
②カテゴリーページテキスト（２週間掲載）・（後半）
③コラム＆ヘッダーメール（１回配信）
④女性限定号外メール
（人気枠）

記事中
全角35文字×4行以内
URL：1本まで

NEWミドル

約150,000PV
約100,000UU

約200,000UU
約400,000PV

サイズ：-
容量　：-
ファイル形式：-
原稿　：全角35文字以内

原稿サイズ
全角35文字×10行（URL1本を含む）

トップ

テキストバナー トップ 3

■広告料金一覧（Webメニュー）

関東在住
女性限定独占配信

無料サンプル、モニター＆アンケート、お試し購入などの情報を
中心としたお得情報系ポータルサイトです。
ユーザーの中心は、コスメや健康食品に興味を持つ20～30代の主婦層です。

女性号外メルマガ広告

ワイドヘッダー広告

コラム&ヘッダー広告

メニュー名

スクエアーバナー トップ

TOPワイドバナー

全角35文字×50行以内
件名：全角25文字以内　URL：2本まで

1
サイズ：590x100
容量　：50KB以内
ファイル形式：gif（アニメ不可）

タイトル：30文字以内
本文：120文字以内

タイトル：30文字以内
本文：120文字以内

タイトル：30文字以内
本文：120文字以内

2

全角35文字×25行（URL2本を含む）

全角35文字×10行（URL1本を含む）

全角35文字×100行以内
件名：全角25文字以内　URL：3本まで

全角35文字×2行以内
URL：1本まで

タイトル：30文字以内
本文：120文字以内

カテゴリーページ
テキスト

無料サンプル
無料体験

モニター
アンケート

トライアルセット
お試し購入

ダイエット

ヘッダー広告

1社独占配信
全角35文字×100行以内
件名：全角25文字以内　URL：3本まで
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ベルメゾンネット http://bellemaison.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
プロモーションページ→　http://bellemaison.jp/premoni
＊男女比　女性95％　男性　5％
年齢比　　19才以下：2％　20～24才：8％　25～29才：19％　30～34才：32％　35～39才：22％　40才～44才：12％　45才以上：5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

あなたはどっち？ プレモニ 10,000                      想定 WEBコンテンツ \1,200,000 - 1 4週間 火曜日 -

モニモニmonitor プレモニ 10,000                      想定 WEBコンテンツ \1,000,000 - 4 4週間 火曜日 -

プレプレpresent プレモニ 10,000                      想定 WEBコンテンツ \500,000 - 4 4週間 火曜日 -

おすすめ情報 プレモニ 7,000                       想定 WEBテキスト \700,000 - 1ｶﾃｺﾞﾘｰ7社まで 6ヶ月 月初 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 1,800,000 \1,200,000 \0.67 水曜日 -

テキスト 900,000 700,000 \0.78 水曜日 -

バナー 1,800,000 \600,000 \0.33 水曜日 -

バナー 900,000 \350,000 \0.39 水曜日 -メールフッタ広告半配信

メールヘッダ広告半配信

メールフッタ広告全配信

■入稿仕様（テキスト形式）
　キャッチ ：   全角30文字以内  (15文字×2行）
　本文　    ：   全角75文字以内 （25文字×3行）
　リンク先URL　  ：　 1ヶ所
  ※1word=10文字以内、赤字強調可→ご指定ください。
    ただし、キャッチ部分は不可。1箇所のみ。
　※キャッチ部分のアスキーアートは不可。
　※キャッチ部分は文頭、末尾に全角スペースが1文字入ります。
　※URL表示は不可。
　※価格表示は「（税込）」の表記が必須

■入稿仕様（バナー）
　　サイズ　　  234×60pix　　　　　容量　　　　10KB以内
　　ファイル形式　  gif　　　　　　　　アニメーション・フラッシュ　　不可

メールヘッダ広告全配信

約200,000,000PV
約6,040,000UU

千趣会カタログ『ベルメゾン』のショッピングサイト。ベルメゾンの顧客を中心に、
実際ネットでお買い物をされているアクティブユーザーで構成。特に20代・30代
の女性をターゲットにされているクライアント様にご支持頂いております。

メニュー名 原稿サイズ

■ボブとアンジー http://www.bob-an.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間　　　
トップページUU/月間　　　

全体PV/月間　　　
全体UU/月間　　　

■ユーザープロフィール
【男女比】　男性（22%）　女性（78%）　
【年齢比】　10代以下（0.09%）　10代（2.3%）　20代（28.7%）　30代（45.1%）　40代（16.6%）　50代（5.5%）　60代（1.5%）　70代以上（0.3%）
【地域比】　北海道（3.7%）,東北（3.4%）,関東（38.1%）,甲信越,北陸,東海（12.1%）,近畿（27.2%）,中国（4%）,四国（2%）,九州（6.1%）,その他（3.6%）
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

トップページ他 750,000 想定 ローテーション \300,000 \0.40 3 1ヶ月 月初

トップページ他 750,000 想定 貼り付け \400,000 \0.53 3 1ヶ月 月初

トップページ他 500,000 想定 貼り付け \400,000 \0.80 1 1ヶ月 月初

レシピページ 1,500,000 想定 貼り付け \500,000 \0.33 1 1ヶ月 月初

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 44,000 \150,000 \3.41 水曜日 -

TEXT 44,000 \120,000 \2.73 水曜日 -

TEXT 44,000 \200,000 \4.55 水曜日 -

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

ＴＥＸＴ \100,000 5営業日前17:00 平日配信（水曜除く）

メルマガ[記事中]

レシピページスクエアバナー

7,000,000imp.
400,000UU

メニュー名

ローテーションバナー

35文字 X 5行
(同一or別原稿2箇所掲載。リンク指定箇所：各1箇所）

メルマガ[ヘッダ] 35文字 X 5行 　(リンク指定箇所：1箇所）

食の総合情報サイト「ボブとアンジー」は、ユーザーの8割を女性が占めてい
ます。食・健康・美容に関するプロモーションを効果的に行いたいクライアント
様にご提案ください。

300,000imp.
-

フル画像＆テキスト

レクタングルバナー

BAダイレクト 配信単価：＠\15 件名：全角25文字／本文：35文字×100行以内

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

メルマガジャック
ヘッダ[35文字 X 5行 ]+記事中[35文字 X10行]

(リンク指定箇所：各1箇所）

メニュー名 原稿サイズ

■結婚準備室 http://www.kekkon-j.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　23.2％　女性　76.8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

グローバルナビゲーション
タイアップ枠

各カテゴリーページ 5,000 想定 固定 \400,000 \80.00 1枠 1ヶ月 平日任意
別途タイアップページ制作費

430,000円が発生します。

グローバルナビゲーション
サムネイル枠

各カテゴリーページ 5,000 想定 固定 \150,000 \30.00 6枠 1ヶ月 平日任意

アッパーレクタングル
全ページ

（広告ペー持以外）
600,000 想定 3社ローテーション \450,000 \0.75 3枠 1ヶ月 任意

TOPテキスト トップページ 200,000 想定 スライド \300,000 \1.50 6枠 1ヶ月 任意

約210,000PV
全国８０会場、合計５００人のテイクアンドギヴ・ニーズのウエディングプラ
ンナーと年間1万組の結婚式のリアルコンテンツを活用してつくる結婚・新
生活情報サイト！

-
約4,700,000PV

約380,000UU
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■教えて！Beauty http://beauty.oshiete-na.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：9％　女性：91％
【年齢（女性）】10代：5％　20代：34％　30代：38％　40歳以上：23％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Nissenグループ特別タイアップ WEB 25,000 期間保証 WEB \850,000 \850,000 1枠 4週間 水曜日 -

トップスペシャルバナー WEB 60,000 期間保証 WEB \300,000 \300,000 1枠 4週間 水曜日 -

トップバナー WEB 60,000 期間保証 WEB \150,000 \150,000 1枠 2週間 水曜日 -

ECサイト日本 大級のニッセンオンラインの誘導枠を活用したプロモーションが可
能。ECリテラシーの高い女性ユーザーへ的確に訴求することが可能です。

80,000PV
50,000UU

600,000PV
100,000UU

■教えて！ブライダル http://bridal.oshiete-na.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：9％　女性：91％
【年齢（女性）】10代：5％　20代：34％　30代：38％　40歳以上：23％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Nissenグループ特別タイアップ WEB 25,000 期間保証 WEB \850,000 \850,000 1枠 4週間 水曜日 -

トップバナー WEB 70,000 期間保証 WEB \100,000 \100,000 2枠 4週間 水曜日 -

物販サイトとして日本 大級を誇るニッセンオンラインとの連動企画が可能。一生に一
度の 高の結婚式を支援するブライダル情報サイトです。

70,000PV
28,000UU

300,000PV
100,000UU

■anan http://anan.magazine.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 100,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比率】 女性８５％ 男性１５％
【年齢比率】 20～24歳２５．５４％、25～29歳３４％、30～34歳２１.６９％、35～39歳８.９８％、40歳以上５.０３％
【居住地】北海道３％、関東６２％、関西１４％、東海７％、東北３％、北陸１％、中国３％、四国２％、九州５％
【職業】有職者５９％、学生１９％、主婦１０％、その他１２％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 150,000 想定 貼り付け \400,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 150,000 想定 貼り付け \300,000 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 150,000 想定 貼り付け \500,000 1ヶ月 毎月1、15日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 55,000 \200,000 毎週火曜日

TEXT 55,000 \150,000 毎週火曜日

TEXT 55,000 \120,000 毎週火曜日

infromationバナー（タイアップ付）

1,000,000PV

メニュー名

TOPバナー

infromationバナー

ビューティ、ファッション、恋愛、ライフスタイルなど、主に20代女性が興味の
あるテーマを、人気タレント・著名人のインタビューやアドバイスを織り交ぜ
ながら発信していく雑誌ananの公式サイト。

ananメール　フッタ 38文字×5行（URL含む）

ananメール　ヘッダ 38文字×5行（URL含む）

ananメール　ミドル 38文字×5行（URL含む）

メニュー名 原稿サイズ

150,000PV

3

■BLENDAjp http://www.blenda.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
男女比＝１３：８７
職業＝学生39％、パートアルバイト11％、会社員37％、主婦13％
年齢＝10～15歳5％、16～20歳（31％）、21～25歳28％、26～30歳19％、31歳以上16％
地域＝北海道東北5％、関東64％、北陸信越2％、東海5％、近畿18％、中四国3％、九州3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Aバナー TOP面 56,000 想定 貼付け \100,000 \1.79 1 １ケ月 １日 -

Bバナー TOP面 56,000 想定 貼付け \60,000 \1.07 3 １ケ月 １日 -

タイアップ ― ― ― ― \450,000～ ― 1 １ケ月 １日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

GIF 70,000 \100,000 \1.43 1日 -

GIF 70,000 \60,000 \0.86 1日 -

― ― \450,000～ ― ― -―

今、ティーンの女の子から絶大な支持を受けているファッション雑誌「月刊
BLENDA」（発行部数２５万部）の公式サイトです。

Aバナー GIF486×60PIC、15KB以内

Bバナー GIF128×55PIC、10KB以内

メニュー名 原稿サイズ

タイアップ

80,000PV
測定せず

450,000PV
測定せず

女性サイト（書籍）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■BOAO http://boao.magazine.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 14,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比率】 女性９４％　男性６％
【年齢比率】 20～24歳１２．０８％、25～29歳３３．０７％、30～34歳３２．８５％、35～39歳１３．４２％、40歳以上７．５％

■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 26,000 想定 貼り付け \300,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 26,000 想定 貼り付け \200,000 3 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 備考

TEXT 10,000 \150,000

infromationバナー

原稿サイズ

BOAOメール　ヘッダ

メニュー名

26,000PV

77,000PV
雑誌「BOAO（ボアオ）」の公式サイト。27～35歳のキャリア女性向けに、
ファッションを中心に 新のおしゃれニュースを提案します。

配信日

毎月6日

27～32歳の”余裕のある”OLを中心に、ハイクオリティなファッションへの関心が高く、よりセンス良く且つ、オフィス・ファッションや 新の人気ブランド商品を購入することが大
好きなユーザーが集まっています。

38文字×5行（URL含む）

メニュー名

TOPバナー

■Hanako-Net http://www.hanako-net.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 130,000UU

■ユーザープロフィール

【男女比率】 女性８０％ 男性２０％　
【年齢比率】 20～24歳１７．１７％、25～29歳３３.２４％、30～34歳２６.８２％、35～39歳１３.２９％、40歳以上８.０３％
【居住地】北海道１％、関東８４％、関西５％、東海３％、東北２％、北陸１％、中国、１％、四国１％、九州２％
【職業】有職者６８％、学生１１％、主婦１１％、その他１０％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 200,000 想定 貼り付け \800,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 200,000 想定 貼り付け \500,000 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 200,000 想定 貼り付け \700,000 1ヶ月 毎月1、15日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 50,000 \200,000 毎週水曜日

TEXT 50,000 \150,000 毎週水曜日

TEXT 50,000 \120,000 毎週水曜日

infromationバナー

infromationバナー（タイアップ付）
3

メニュー名 原稿サイズ

200,000PV

3,200,000PV

メニュー名

TOPバナー

東京周辺で働く女性のための情報誌「Hanako」の公式サイト。選りすぐり
のお店・グルメ情報、コスメ＆ビューティ、ダイエット、ワイン、ホテルなど、旬
なトピックスをいち早く発信しています。

Hanakoメール　ヘッダ 38文字×5行（URL含む）

Hanakoメール　フッタ 38文字×5行（URL含む）

38文字×5行（URL含む）Hanakoメール　ミドル

■HanakoWEST.com http://www.hanakowest.com/index2.asp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間 80,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比率】 女性８６％ 男性１４％
【年齢比率】 20～24歳１８％、25～29歳４９％、30～34歳２５％、35～39歳７％
【職業】OL６３％　学生１６％　アルバイト７％　主婦７％ 【地域】近畿８０％　関東１０％　中部４％
【年収】2～300万円３４％　3～400万円25％　4～500万円１１％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 150,000 想定 貼り付け \600,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 150,000 想定 貼り付け \300,000 5 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 150,000 想定 貼り付け \500,000 5 1ヶ月 毎月1、15日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 備考

TEXT 45,000 \200,000

TEXT 45,000 \150,000

TEXT 45,000 \120,000

メニュー名

TOPバナー

infromationバナー

infromationバナー （タイアップ付）

150,000PV

1,000,000PV

雑誌Hanako WESTとの共通コンテンツに加え、オリジナル・コーナーがユニークかつ充実。
中でも「レシピ」コーナーは、人気料理研究家が連載。アンケートや日記コーナーなどユー
ザー参加型コンテンツの利用率が高い。

HanakoWESTメール　ミドル

HanakoWESTメール　フッタ

配信日

毎週木曜日＋毎月27日（雑誌発売日前日）

原稿サイズ

HanakoWESTメール　ヘッダ

メニュー名

※27日が木曜日の場合、合
わせて1通配信です。

38文字×5行（URL含む）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■OZ mall http://www.ozmall.co.jp

■媒体プロフィール トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】 女性：84％　　男性：16％
【年齢比】 ～24歳：11.8％　25歳～29歳：35.7％　　30歳～34歳：37.1％　35歳以上15.4％　　　
【地域】 東京：38.1％　神奈川：16.7％　千葉：10.1％　埼玉：10.6％　その他：24.5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 想定／保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

トップページ
  バナー

TOPページ 350,000 貼り付け \600,000 1枠限定 ２週間
毎週

火、木曜日

インフォ
メーション

TOPページ 350,000 貼り付け \400,000 5枠限定 ２週間
毎週

火、木曜日

トップ
スクエアビジョン

TOPページ 175,000 貼り付け \400,000 1枠限定 １週間
毎週

火、木曜日

編集
タイアップ

- - - ￥1,200,000 - ２週間
毎週

火、木曜日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ＴＥＸＴ 40万通 \300,000 - 毎週火、木曜日 -

ＴＥＸＴ 40万通 \150,000 - 毎週火、木曜日 -

ＴＥＸＴ 10,000通以上／回 - \20.00
月～金曜日でご指定

の１日

１日１通限定。セグメン
ト条件は媒体資料をご

参考下さい。

サイズ：２００×２００
Flash、Gif（アニメ可・無限ループ可）

オプトインメール「得ダネメール」 36文字×100行（リンク先URLを含む）＋タイトル25文字

メニュー名 原稿サイズ

会員向けメールマガジン　 　ヘッダ  36文字×５行（リンク先URLを含む）

会員向けメールマガジン　 　記事中 36文字×５行（リンク先URLを含む）

フリーフォーム制作。商品撮影のみ含む。

備考

AM10:00から

AM10:00から　※ローテーション表示

2008年2月時点

豊富なコンテンツとコミュニティで、首都圏OLに[感じて×行動できる＝感動]
情報を発信。女性情報誌「オズマガジン」との相乗効果で、会員数70万人
と増加する、OLに特化した女性サイト

約800.000ＰＶ

約29,000,000ＰＶ
-

約740,000ＵＵ

■Pｏｐｔｅｅｎ http://www.popteen.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月現在 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

男女比＝１：９９
職業＝学生93％、パートアルバイト3％、会社員2％、主婦1％、その他1%
年齢＝10～14歳22％、15～19歳（70％）、20～24歳7％、25～30歳1％
地域＝北海道東北10％、関東36％、北陸信越10％、東海14.5％、近畿17％、中四国6％、九州6.5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Aバナー TOP面 200,000 想定 貼付け \400,000 \2.00 1 １ケ月 １日 -

Bバナー TOP面 200,000 想定 貼付け \240,000 \1.20 3 １ケ月 １日 -

スクエアバナー TOP面 200,000 想定 貼付け \400,000 \2.00 1 １ケ月 １日 -

P付きテキスト TOP面 200,000 想定 貼付け \300,000 \1.50 2 １ケ月 １日 -

ローテーションバナー 2階層目以降 400,000 想定 貼付け \400,000 \1.00 3 １ケ月 １日 -

タイアップ - - - - \450,000 - 1 １ケ月 １日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

GIF 200,000 \400,000 \2.00 1日 -

GIF 200,000 \240,000 \1.20 1日 -

GIF 200,000 \400,000 \2.00 1日 -

テキスト、GIF 200,000 \300,000 \1.50 1日 -

GIF 400,000 \400,000 \1.00 1日 -

- - \450,000 - 1日 -タイアップ -

Aバナー GIF486×60PIC、15KB以内

Bバナー GIF128×55PIC、10KB以内

GIF170×170PIC、20KB以内

GIF50×50PIC、テキスト15文字×4行

スクエアバナー

P付きテキスト

230,000PV
測定せず

1,800,000PV
-

ローテーションバナー GIF486×60PIC、15KB以内

今、ティーンの女の子から絶大な支持を受けているファッション雑誌「月刊
popteen」（発行部数40万部）の公式サイトです。

メニュー名 原稿サイズ

■magnetcafe http://www.magazine.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間

全体UU/月間 120,000UU
■ユーザープロフィール

【男女比率】 女性６３％ 男性３７％

【年齢比率】 20～24歳２０．３％、25～29歳２８.８％、30～34歳２２.８％、35～39歳１３.４％、40歳以上１１.６％
【居住地】北海道３％、関東６０％、関西１３％、東海７％、東北４％、北陸２％、中国３％、四国２％、九州６％

【職業】有職者５９％、学生１７％、主婦１１％、その他１０％ 

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 177,000 \350,000 第1,3,5月曜日

TEXT 177,000 \300,000 第1,3,5月曜日

TEXT 177,000 \250,000 第1,3,5月曜日

ananメール　ミドル

ananメール　フッタ

ananメール　ヘッダ

マガジンハウスのポータルサイト。雑誌、書籍の特集内容やバックナンバー
も含め紹介。毎日を楽しくするアイテム、話題のスポットなど、いつも注目し
ておきたいトピックスがいっぱい。

メニュー名

38文字×5行（URL含む）

原稿サイズ

38文字×5行（URL含む）

38文字×5行（URL含む）

150,000PV

2,400,000PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■クロワッサン http://croissant.magazine.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 39,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比率】女性８２％　 男性１８％
【年齢比率】20～24歳１２．７％、25～29歳２７．４４％、30～34歳２７．３７％、35～39歳１５．９６％、40歳以上１４．２７％
【居住地】 北海道３％、東北５％、関東５２％、信越２％、北陸２％、東海１２％、近畿１４％、中国３％、四国２％、九州５％
【職業】 有職者５５％、学生６％、主婦２７％、その他１１％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 50,000 想定 貼り付け \300,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 50,000 想定 貼り付け \200,000 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 50,000 想定 貼り付け \400,000 1ヶ月 毎月1、15日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 43,000 \150,000 毎月9日、24日

TEXT 43,000 \120,000 毎月9日、24日

TEXT 43,000 \100,000 毎月9日、24日

infromationバナー

infromationバナー（タイアップ付）
3

メニュー名 原稿サイズ

50,000PV

600,000PV

メニュー名

TOPバナー

30代以上の知的好奇心旺盛な女性向けに情報発信している雑誌「クロ
ワッサン」の公式サイト。 新号の案内、オンラインショップ『クロワッサンの店』
などのコンテンツをお届けしています。

クロワッサンメール　ヘッダ 38文字×5行（URL含む）

クロワッサンメール　フッタ 38文字×5行（URL含む）

38文字×5行（URL含む）クロワッサンメール　ミドル

■レタスクラブネット http://www.lettuceclub.net/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間 300,000PV
トップページUU/月間 22,000UU

全体PV/月間 3,500,000PV
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】男性：7.4％　女性：92.6％
【年齢】10代：1.5％　20代：30.6％　30代：55.4％　40代以上：12.5％
【職業】専業主婦：44.5％　会社員・OL：28.8％　自営業・自由業：4.02％　アルバイト・パート：12.2％　学生：4.5％　その他：6.0％
【居住地域】北海道：3.0％　東北：7.7％　北陸・甲信越：4.5％　関東：36.5％　東海：11.3％　関西：16.8％　中国：6.0％　四国：3.7％　九州・沖縄：10.5％
【未既婚】未婚：22％　既婚：78％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

260,000 想定 貼り付け \200,000 \0.77 1 1週間 平日

530,000 想定 貼り付け \350,000 \0.66 1 2週間 平日

530,000 想定 貼り付け \250,000 \0.47 6 2週間 平日

1,050,000 想定 貼り付け \400,000 \0.38 6 4週間 平日

タイアップ TOP面及び２階層以下 \1,500,000 4週間 平日 スペースは誘導口

投稿レシピタイアップ TOP面及び２階層以下 \2,000,000 4週間 平日 スペースは誘導口

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
メニュー名 形式 想定通数 料金 配信単価

メルマガ［ヘッダ］ TEXT 81,000 \150,000 \1.85

メルマガ［記事中］ TEXT 81,000 \130,000 \1.60

メルマガ［フッタ］ TEXT 81,000 \100,000 \1.23

メルマガ［ヘッダ］ HTML 63,000 \150,000 \1.80

備考

【配信について】
・ヘッダ枠は2枠用意しております。
・水曜日が祝日の場合は配信日を変更することがございます。
・『レタスクラブ』発売日（毎月10日、25日）が祝日、日曜日に重なった
り、発売日の変更があった場合は配信日を変更することがございま
す。

・HTML版はヘッダ枠のみとなります。

『レタスクラブネット』は20代～30代の女性から支持を受けているレシピ検索を中心に
したサイトです。検索以外にも投稿レシピや料理事典などのコンテンツを展開する料
理・レシピサイトです。

配信日

毎週水曜日

原稿サイズ

33文字×5行
（リンク指定箇所：1箇所）

10日、25日

スクエアバナー

毎週水曜日

ミニバナー＋テキスト

TOP面及び２階層以下

TOP面及び２階層以下

毎週水曜日

@ZINO http://www.web-zino.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 100,000PV
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
男女比：　男性：８６％　女性：１４％　職業：会社管理職、役員、経営者、医者・弁護士・公認会計士等の専門家。

年齢比：平均年齢３９．６歳　　年収：平均年収　約１，８００万
持ち家比率：５６％　外車所有率：６９％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

バナー広告 TOPページバナー 50,000～ 期間補償 ｆｌａｓｈ \200,000 - 1 2週間 希望日に応じる -

タイアップ広告 編集タイアップ
TOPページテキスト

100,000～
期間補償 ｆｌａｓｈ/HTML \1,000,000 - - １ヶ月

定期更新日
（お問い合わせ下さい）

記事制作費別途40万／１Ｐ

＠ジーノは雑誌ジーノと連動して、購買力のある方たちへセンスの良い「商
品」をお見立てするクロスメディアマガジンです。＠ジーノは1月末現在で約
7，100名の優良な会員を抱えております。

-

500,000PV
40,000UU

男性サイト（書籍）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■POPEYE http://popeye.magazine.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 19,000UU

■ユーザープロフィール

【男女比率】 女性２９％ 男性７１％
【年齢比率】20～24歳１６．９２％、25～29歳２５．５７％、30～34歳１８．７９％、35～39歳１６．９９％、40歳以上１９．３６％

■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 19,000 想定 貼り付け \200,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 19,000 想定 貼り付け \100,000 3 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 22,000 \100,000 毎月９日

190,000PV
20代男性を中心とした”ハイカジュアル”なファッションカルチャー誌
「POPEYE」の公式サイト。ファッション、デジタルグッズ、インテリア、車など「オ
トナコドモ」の憧れが満載。

POPEYEメール　ヘッダ 38文字×5行（URL含む）

メニュー名

TOPバナー

infromationバナー

メニュー名 原稿サイズ

カッコよくなりたい“自分好き”な20代男性を中心に、「オトナコドモ」のセンスと物欲を目指し、ファッション、デジタルグッズ、インテリア、車など情報への感性が高いユーザーが
集まっています。

19,000PV

■Tarzan http://tarzan.magazine.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 56,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比率】 女性３４％　男性６６％
【年齢比率】 20～24歳１１．４２％、25～29歳２５．６８％、30～34歳２８．９６％、35～39歳１８．９５％、40歳以上１３．４７％

■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ 100,000 想定 貼り付け \300,000 1 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

トップ 100,000 想定 貼り付け \200,000 3 1ヶ月 毎月1、15日 2週間メニュー有り

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 36,000 \100,000 毎月２．４週火曜夜

平均年齢30代前半の男性ユーザーが中心。オフ時間の使い方を知的＆クリエイティブに創造し個性を出すタイプのユーザーが多い。カップルでの快適な生活提案も 近
のトレンド。

雑誌「Tarzan（ターザン）」の公式サイト。スポーツ、フィットネス、ヘルス、ウェ
ルネス、クルマ、アウトドアなど楽しくカラダを動かす、20・30代の知的行動派
に向けた情報を発信します。

Tarzanメール　ヘッダ

メニュー名

TOPバナー

infromationバナー

メニュー名 原稿サイズ

38文字×5行（URL含む）

100,000PV

1,000,000PV

■＠ぴあ http://www.pia.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間 ＠ぴあ約680,000PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 ぴあ約7,000,000PV

全体UU/月間 -
■ユーザープロフィール
※オンラインチケット＠ぴあ会員データ （2007年12月末日 401万人）

【性別】男性：47％　女性：53％
【年齢】10代：2％　20代：30％　30代：38％　40代：21％　50代以上：9％
【地域比】関東：56％　関西：18％　中部：9％　その他：17％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

＠ぴあ トップスーパーバナー 340,000 想定 WEBバナー \650,000 \1.91 1枠固定 2週間 任意の平日 -

＠ぴあ トップレクタングル 340,000 想定 WEBバナー \330,000 \0.97 1枠固定 2週間 木曜日 -

＠電子チケットぴあ
スーパーバナー

パワーローテーション
1,000,000 保証 WEBバナー \500,000 \0.50 ローテーション ご相談ください 任意の平日 -

＠電子チケットぴあ
レクタングル

パワーローテーション
1,000,000 保証 WEBバナー \600,000 \0.60 ローテーション ご相談ください 任意の平日 -

シネマぴあ スーパーバナー 550,000 想定 WEBバナー \250,000 \0.45 1枠固定 2週間 木曜日 -

シネマぴあ レクタングル 50,000 想定 WEBバナー \80,000 \1.60 1枠固定 2週間 木曜日 -

エキスプレスメール ヘッダー 1,250,000 想定 メール \500,000 \0.40 1枠固定 1日 月・木曜日 35文字×5行

チケット発売情報や 新映画情報などエンタテインメントに関する情報を網羅した
ポータルサイトがぴあのサイトです。エンタメ好きなアクティブユーザーがアクセスして
います。

生活情報サイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■OKWave http://okwave.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【有効会員数】約100万人（パートナーサイト含）（2008年1月時点）
【性　別】男性（59％）、女性（41％）
【年　齢】10代（20％）、20代（22％）、30代（30％）、40代（10％）、50代（11％）、60代（7％）
【地　域】関東（46％）、近畿（14％）、信越・北陸（4％）、九州・沖縄（7％）、中国（8％）、北海道・東北（9％）、四国（2％）、東海（10％）

■広告料金一覧

メニュー名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

スーパーバナー 4,800,000 想定 貼り付け \700,000 \0.15 1 1週間 月曜日

レクタングル
バナー

4,500,000 想定 貼り付け \700,000 \0.16 1 1週間 月曜日

テキストリンク 4,800,000 想定 貼り付け \200,000 \0.04 1 1週間 月曜日コミュニティ全ページ

月間250万人のユニークユーザーを抱える日本 大級Q&Aサイト。
ユーザー自らが質問や回答を行なう参加型のサイト（CGM）で、非常にアク
ティブなユーザーが多いのが特徴。

【世帯年収】～300万（11％）、300万～（10％）、500万～（9％）、600万～（11％）、700万～（9％）、800万～（9％）、900万～（9％）、1000万～（7％）、1200万～
（10％）、1400万～（9％）、1600万～（6％）

スペース名

トップページを除くコミュニティ各ページ

トップページ、マイページを除く
コミュニティ各ページ

25,000,000PV
7,000,000UU

■ウォーカープラス http://www.walkerplus.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
全国10エリアのエンターテインメント情報サイト！グルメ、映画、 トップページUU/月間 約3,830,000UU/月（2008年/2月現在）
音楽、イベント、アートなどの 新ニュース、タウン情報が入手できる。 全体PV/月間 -

全体UU/月間 -
■ユーザープロフィール
【男女比】男性　36％　女性　64％
【地域比】東京：19％　神奈川：12％　千葉：6％　埼玉：6％　愛知：9％　大阪：17％　兵庫：8％　北海道：3％　福岡：3％
【年齢比】20代・30代で全年代の50％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

プレミアムレクタングル 総合+10ｴﾘｱﾄｯﾌﾟ 500,000                    想定 貼付け 1枠 2週間 月～金 -

GIFテキスト 総合+10ｴﾘｱﾄｯﾌﾟ 500,000                    想定 貼付け 4枠 2週間 月～金 -

recommend 総合+10ｴﾘｱﾄｯﾌﾟ 500,000                    想定 貼付け 3枠 2週間 月～金 -

トップテキスト 10ｴﾘｱﾄｯﾌﾟ 380,000                    想定 貼付け 1枠 2週間 月～金 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 23万通 \150,000 - 月・木 1枠

TEXT 23万通 \80,000 - 月・木 2枠

HTML 16万通 \150,000 - 金 1枠

TEXT 16万通 \80,000 - 金 2枠

1億PV/月（2008年/2月現在）

料金

ウォーカープラス通信　画像有広告
jpeg天地100×左右155ピクセル　容量7KB以下

全角30文字以内

\500,000

\400,000

\400,000

\200,000

全角36文字以内シネマ特急便

シネマ特急便
GIF天地100×左右155ピクセル　容量7KB以下

全角36文字以内

ウォーカープラス通信　テキスト広告 全角45文字以内

メニュー名 原稿サイズ

■ここカラダ http://www.cocokarada.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】 男性　39％　女性　61％
【年齢比】 10代以下　4.7％、　20代　24.1％、　30代　39.3％、　40代　19.0％、　50代　7.7％、　60代以上　5.2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ここカラダ
サイトバナー

トップ他 600,000                    想定 貼り付け \400,000 \0.67 1枠 2週間 木～水
４週間、120万imps、80万円のメ
ニューもございます。

トップテキスト トップ 100,000                    想定 貼り付け \100,000 \1.00 2枠 4週間 木～水 -

症状チェック
スポンサーバナー

症状チェック 15000～50000 想定 貼り付け \200,000 \4.0～13.3 1症状当り1枠 4週間 木～水

編集タイアップ - - - 貼り付け \1,500,000 - 2枠 4週間 木～水 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 35,000 \150,000 \5.00 木曜日 -

120,000PV

日本 大級の医療と健康の総合サイト。　全国15万件の医療機関や、病
気事典・お薬事典・サプリメント事典・症状チェック等の 新の医療と健康情
報が満載です。

ここカラダ通信　ヘッダ 全角35文字　X 8行

メニュー名 原稿サイズ

100,000UU
10,000,000PV
1,400,000UU
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ニャンバーワン！

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間

350,000                    想定 ローテーション \300,000 0.86 1枠 1ヶ月

60,000                      想定 ローテーション \250,000 4.17 1枠 1ヶ月

73,000                      想定 ローテーション \150,000 2.05 2枠 1ヶ月

60,000                      想定 ローテーション \100,000 1.67 3枠 1ヶ月

60,000                      想定 ローテーション \150,000 2.50 3枠 1ヶ月

60,000                      想定 ローテーション \80,000 1.33 各3枠 1ヶ月

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 53,000 1.0円／通 \1.00 毎週木曜 -

-

原稿サイズ

【年齢比】10代：4％、20代：20％、30代：38％、40代：28％、50代：8％、60代：2％

小バナーA／B枠

バナーB枠

【地域比】北海道・東北：9％　関東：41％　北陸：3％　東海：11％　近畿：20％　中国・四国：6％　九州・沖縄：4％　海外：2％

スーバーバナー

全国の動物病院検索や、ペットショップ検索などができ、トレーナーや獣医
師にいろいろ相談できる窓口やお役立ちコラムがあり、ペット愛好家には非
常に便利なサイトです

【男女比】男性　35％　女性　65％

-

左右281×天地100ピクセル　GIF30kB以内P-MAILバナー枠

メニュー名

メニュー名

TOPラージバナー枠

テキストバナーA枠 

テキストバナーB枠

-

-

-

約6万PV

約50万PV
-

http://www.nyan-wan.jp

-

備考

-

【ペット種類】犬：54％、猫：35％、うさぎ：4％、フェレット：3％、鳥：2％、その他：2％

■はてな http://www.hatena.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　60％　女性　40％
【地域比】北海道：5％　東北：4％　関東：44％　中部・北陸：2％　東海：16％　近畿：24％　中国・四国：2％　九州・沖縄：3％
【年齢比】～12歳  3％、 13～19歳 13％、  20～29歳  13％、  30～39歳  26％、  40～49歳  27％、   50歳～  18％

【職種】エンジニア 45%、  管理 8%、  事務職 17%、  営業・販売 8%、  サービス 12%、  その他 10%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

レクタングル
トップページパッケージ

トップ、サービストップ 500,000                 想定 貼り付け \300,000 \0.60 1枠 1週間 毎週月曜日
キャンペーン料金

2週連続掲載は55万円

ダイアリートップページ
スポットライト

はてなダイアリー
トップページ

500,000                 想定 貼り付け \100,000 \0.20 4枠 4週間 毎週月曜日 キャンペーン料金

はてなアンテナ
スポットライト

はてなアンテナの各ページ 3,200,000              想定 ローテーション \200,000 \0.06 2枠 1週間 毎週月曜日
キャンペーン料金

2週連続掲載は35万円

はてなブックマーク
テキストリンク

ブックマークページ 1,900,000              想定 貼り付け \500,000 \0.26 1枠 1週間 毎週月曜日
キャンペーン料金

2週連続掲載は90万円

はてなはブログやソーシャルブックマーク、人力検索など、ＩＴに強いネット先進
ユーザーに強く支持されるCGMサービスを提供しています。

約1,400,000PV
約900,000UU

約730,000,000PV
約9,670,000UU

■フォートラベル http://4travel.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
男女比：男性（45％）、女性（55％）

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

エリアバナー
フォートラベル

トップ
360,000 想定 貼り付け \300,000 \0.83 2枠/2社 １ヶ月 平日月～金 -

エリアバナー
＋テキスト35

海外エリア別/
全エリアパッケージ

6,636,000 想定 貼り付け \3,280,000 \0.49 2枠/2社 １ヶ月 平日月～金 -

エリアバナー
＋テキスト35

国内エリア別/
全エリアパッケージ

3,804,000 想定 貼り付け \1,850,000 \0.49 2枠/2社 １ヶ月 平日月～金 -

中バナー
世界遺産紹介

ページ
220,000 想定 貼り付け \220,000 \1.00 2枠/2社 １ヶ月 平日月～金 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 80,000通/1回 240,000円/1配信 \3.00 任意/週2回まで -

約34,000,000ＰＶ
約2,250,000ＵＵ

約360,000PV
旅行に特化したＣＧＭ、日本 大級の旅行者参加型コミュニティサイトです。膨
大な数の旅行ブログや旅行クチコミが掲載されており、旅行に関心の高い幅広い
層のユーザーにご利用いただいております。

お得旅行情報メール/買い切り 全角35字×150行

年齢比：～12歳（1％）、13～19歳（1％）、20～24歳（10％）、25～29歳（17％）30～34歳（20％）、35～39歳（17％）、
　　　　　　　40～49歳（21％）、50歳～（13％）

メニュー名 原稿サイズ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■地球の歩き方 http://www.arukikata.co.jp/index.html

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 ※

トップページUU/月間 ※

全体PV/月間 12,000,000PV

全体UU/月間 ※

■ユーザープロフィール
【性別】男性：34.7%　女性：65.3%
【年齢男性】10代：1.5%　20代：9.5%　30代：23.8%　40代：24.3%　50代:23.3%　60代以上：17.6%
【年齢女性】10代：1.4%　20代：27.5%　30代：36.4%　40代：18.3%　50代：13.2%　60代以上：3.3%
【年収】300万円未満：10.3%　300-500万円：30.0%　500-700万円：39.0%　700-1,000万円：12.8%　1,000万円以上：8.0％
■広告料金一覧（主要メニュー）

imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

2,324,000 想定 貼り付け \600,000 \0.26 8 4週間 平日12:00～ -

4,000,000 想定 貼り付け \850,000 \0.21 1 4週間 平日開始 -

4,900,000 想定 貼り付け \1,180,000 \0.24 1 4週間 平日開始 エリア別のセグメント可

3,640,000 想定 貼り付け \730,000 \0.20 1 4週間 平日開始 エリア別のセグメント可

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

ヘッダー広告 100,000通 \200,000 \2.00 毎週火曜 -

フッター広告 100,000通 \100,000 \1.00 毎週火曜 -

オリジナルメール 100,000通 \500,000 \5.00 任意/1枠/月 -

海外旅行の 新情報満載の地球の歩き方ホームページ！月間１2,000,000ＰＶを超
え、ガイドブックの更新情報はもちろんクチコミ情報掲示板や旅行動画の配信、旅のスケ
ジュールを投稿できるCGMサービス「旅スケ」も好評配信中。新たに国内ページのエリア
販売も始めました。

728スーパーバナー

メニュー名

新情報のお知らせ･テキストリンク

メニューバナー

160スクエアバナー

地球の歩き方ｗｅｂ通信 全角35文字、 大5行まで

メニュー名 原稿サイズ

地球の歩き方ｗｅｂ通信 全角35文字、 大6行まで

地球の歩き方ｗｅｂ通信 全角35文字、 大100行まで

■ ＱＬｉｆｅ http://www.qlife.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 1,050,000PV

トップページUU/月間
全体PV/月間 5,500,000PV
全体UU/月間 800,000UU

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スクエアバナー
TOP，第二階層，
Qスクエア

700,000 想定 ローテーション 275,000 0.39 3 2週間 任意営業日 4営業日前

レクタングルバナー
TOP，第二階層，

マイページ
700,000 想定 ローテーション 200,000 0.29 12 2週間 任意営業日 4営業日前

フルバナー TOP 700,000 想定 ローテーション 140,000 0.20 3 2週間 任意営業日 4営業日前

テキストバナー
TOP，第二階層，マイ

ページ，Qスクエア
700,000 想定 ローテーション 150,000 0.21 9 2週間 任意営業日 4営業日前

編集タイアップ Qスクエア 10,000 想定 貼り付け 850,000 85 4週間 任意営業日

料金には原稿制作実費
費含みます。・掲載料：
650,000円（グロス）・制作
実費：200,000（標準、ネッ
ト）

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

テキスト 70,000 12円 任意営業日 7営業日前

QLife（キューライフ）は、日本 大級の「健康情報サイト」です。特に、病院検索＆評判口
コミが読めるサイトとして随一。自身と家族の「健康」に高い関心を持つ20～40代の女性が
多く、口コミ好きで能動的な会員が多いのが特徴です。

編集タイアップ会員メール

性　別：女性（52％） 男性（48％）,既婚率：既婚（66％）、未婚（34％）,
年齢：20才未満（2.5％）、20代（35.0％）、30代（36.6％）、40代（17.3％）、50代（6.1％）、60代以上（2.5％）、
職　業：専業主婦（19.1％）、会社員（37.2％）、パート・アルバイト（12.7％）、自営・個人の事業主（11.5％）、その他（19.4％）、
子供の有無：あり（57％）、なし（43％）、世帯収入：～400万円（28.0％）、～700万円（28.5％）、～1,000万円（28.0％）、1,000万円以上（15.5％）

全角35文字/行×50行程度

メニュー名 原稿サイズ
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ショッピングサーチ・アラジン http://www.shopping-search.jp/ 

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 約20,000,000PV
全体UU/月間 約2,000,000UU

■ユーザープロフィール
【男女比】男性：55%、女性：45% 
【年齢比】12歳以下：5.1%、13-19歳：10.0%、20代：9.4%、30代：27.7%、40代：27.1%、50代：13.6%、60歳以上：7.1% 
【既婚比】未婚：24%、既婚（子供なし）：8%、既婚（子供あり）：66%、無回答：2% 
【世帯年収比】0-299万円：5.6%、300-499万円：19.5%、500-599万円：15.9%、600-799万円：15.0%、800-999万円：14.1%、1000-1199万円：8.6%、
1200-1399万円：4.4%、1400-1599万円：1.5%、1600万円以上：2.7%、無回答：12.7%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ラージバナー トップページ/検索結果 2,400,000 想定 貼り付け \300,000 \0.13 1 2週間 任意

スクエアバナー トップページ 100,000 想定 貼り付け \100,000 \1.00 1 1ヶ月 任意

右スカイスクレーパー 検索結果ページ 2,300,000 想定 貼り付け \250,000 \0.11 1 2週間 任意

左スカイスクレーパー 検索結果ページ 2,300,000 想定 貼り付け \250,000 \0.11 1 2週間 任意

日本 大級の商品検索サイト（14,000店舗以上、1,300万商品以上を掲載）。大
手有名ショップから地域ショップまで全国の通販サイトをまるごと検索・比較できま
す。購買意欲の高いユーザー様が集まるのが特長です。

■ECナビ／ETM http://ecnavi.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　53.9% 女性　46.1%　【年齢比】10代以下 5.2％　 20代　28.4％　 30代　36.8％　 40代 19.3％　 50代　7.5％  60代　2.8％
【EC経験の有無】経験有り：90.0％　経験なし：10.0％　　【未既婚】未婚：51.7％　既婚：48.3％　　【子供の有無】いる：38.2％　いない：61.8％
【職種】会社員（総合職）：28.7％　会社員（管理職・経営職）：4.3％　事務職：4.4％　公務員：2.9％　主婦：14.3％　学生：10.8％　専門職：5.4％　
          自営業：5.0％　教員：0.8％　農林水産：0.4％　パート･アルバイト･派遣：10.5％　その他：12.5％
【居住地域】　北海道・東北：10.3％　関東：47.3％　信越・北陸：3.1％　東海：11.3％　近畿：18.6％　中国・四国：1.3％　九州・沖縄：8.1％
■広告料金一覧（主要WEBメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ECナビ　トップ
レクタングル

トップぺージ 1,000,000 想定 固定 \350,000 \0.35 1枠 1週間 木曜日

ECナビ　懸賞トップ
プレゼントバナー

懸賞
トップぺージ

2,000,000 想定 固定 \550,000 \0.28 6枠 1週間 木曜日

　　プレゼント必須
（アクションポイント付与の場合は
プレゼントは必須ではござませ
ん。）

ECナビ　ポイントトップ
クリックバナー

ポイント
トップページ

2,000,000 想定 固定 \600,000 \0.30 大9枠 1週間 木曜日
クリックインセンティブ付広告
アクションポイント必須広告

ECナビ　協賛枠
バナー

キャンペーン
ぺージ

500,000 想定 固定 \400,000 \0.80 8枠 1週間 木曜日

毎週木曜日に更新いたします。日
替わりで、8枠のうちどれか1つに
ポイントGETのチャンスがありま

す。

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ECナビ ポイントボーナスメール
クリック記事

メールマガジン 1,050,000 想定 メール \500,000 \0.48 3枠 1日 日曜日 クリックインセンティブ付広告

ECナビ
ポイントボーナスメール増刊号

件名記事
ポイントフラワー

メールマガジン 1,050,000 想定 メール \700,000 \0.67 1枠 1日
4/8・4/22
5/13・5/27
6/10・6/24

クリックインセンティブ付広告

ECナビ　総合マガジン
クリック記事

メールマガジン 1,150,000 想定 メール \500,000 \0.43 1枠 1日 木曜日 クリックインセンティブ付広告

ECナビ　ショッピングマガジン
オススメコーナー

メールマガジン 950,000 想定 メール \200,000 \0.21 4枠 1日 金曜日 クリックインセンティブ付広告

■広告料金一覧（DMメニュー）
スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 単価 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

メール全面 1,100,000 － メール \10.00 低配信料金\30,000 3千通～ 1日 随時

メール全面 1,100,000 － メール \15.00 低配信料金\30,000 2千通～ 1日 随時

メール全面 1,100,000 － メール \15.00 低配信料金\30,000 2千通～ 1日 随時

メール全面 1,100,000 － メール \15.00 低配信料金\30,000 2千通～ 1日 随時ETMキーワードプラス（テキスト）

メニュー名

ETMベーシック（テキスト）

ETMポテンシャルリサーチ（テキスト）

ETMショッピングリサーチ（テキスト）

①商品・価格・ショッピング情報：パソコン・家電・ファッションなど、優良オンラインショップ約
30,000店舗（約1,000万アイテム）を対象に商品を探すことができます。
②ポイントを貯める：お買いものやゲーム参加、資料請求などで楽しみながらポイントを貯める
ことができるサービスを提供しています。③懸賞・プレゼント：豪華な賞品や、プレゼント情報が
満載です。

－

－

約350,000,000ＰＶ

約2,940,000人

■価格.com http://www.kakaku.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　71.0％　女性　29.0％　【職業】事務・営業・保安職　20.2％　専門・技術職　19.2％　主婦　16.0％
【年齢比】～19歳　6％　20～24歳　4％　25～29歳　7％　30～34歳　14％　35～39歳　17％　40～49歳　30％　50～59歳　15％　60歳以上　7％
【未既婚比】既婚　73％　未婚　25％　無回答　2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

フルバナー トップページ 2,900,000 想定 ローテーション \1,300,000 \0.45 2社/1枠 1週間 月曜日 -

テキスト トップページ 5,800,000 想定 貼り付け \580,000 \0.10 2社/2枠 1週間 月曜日 -

タイアップ用広告枠 トップページ 7,700,000 想定 ローテーション \1,900,000 \0.25 3社/1枠 4週間 月曜日 -

プレミアムレクタングル トップページ 1,450,000 想定 ローテーション \1,450,000 \1.00 4社/1枠 1週間 月曜日 -

『価格.com』は、パソコン・家電ほか様々なジャンルの商品・サービスの比較検
索サービスをご提供しています。月間約1,200万人のユーザーが訪れる、日本
屈指の購買支援サイトです。

約2,940万PV

約4億9,360万PV
約1,261万人

ＥＣサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■比較.com http://www.hikaku.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：64％　女性：36％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

総合TOP トップフルバナー 190,000                    想定 貼付 \155,000 \0.82 1枠 任意 任意 -

総合TOP ビッグアドバナー 95,000                      想定 ローテーション（2枠） \100,000 \1.05 1枠 任意 任意 -

総合TOP センターテキストバナー 190,000                    想定 貼付 \140,000 \0.74 2枠 任意 任意 -

総合TOP ハーフバナー 150,000                    想定 貼付 \100,000 \0.53 2枠 任意 任意 -

月間120万人のユーザー様にご利用いただいております、総合比較サイトです。「比
較」と言う観点から、より確度の高いユーザー様にご愛用頂いております。

150,000PV
-

6,000,000PV
1,200,000UU

■carview.co.jp http://www.carview.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　69％　女性　31％
【年齢比】～19歳（5%）、20～29歳（11%）、30～39歳（36%）、40～49歳（32%）、50歳以上（16%）

■広告料金一覧（主要メニュー）
スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 備考

TOP面 1,500,000                  想定 固定（貼り付け） \2,200,000 \1.47 1枠 1週間 -

TOP面 1,500,000                  想定 固定（貼り付け） \1,100,000 \0.73 1枠 1週間 -

ニュース面 1,500,000                  想定 固定（貼り付け） \1,100,000 \0.73 1枠 1週間 -

みんカラＴＯＰ+みんカラ
中面各階層

 10,000,000
～80,000,000

imp保証 ローテーション
\210,000

～\1,680,000
\0.02 - 1週間～1ヶ月 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 230,000 \600,000 \2.61 - -

TEXT 230,000 \1,200,000 \5.22 - -

HTML 250,000 \650,000 \2.60 - -

HTML 250,000 \1,500,000 \6.00 - -

-
carviewは国内 大の自動車専門サイトです。他の同種サイトを寄せ付け
ない圧倒的なPV、優良ユーザーを抱え車関連企業以外にも効果的な広
告効果をもたらします。

-
約522,000,000PV

-

メニュー名

TOPブランドボード

TOPバッジ

【世帯年収】1,400万以上（3%）、1,200-1,399万（2%）、1,000-1,199万（8%）、900-999万（8%）、800-899（6%）、700-799万（10%）、700万以下（52%）

ニューススクエア

みんカラスクエア

メニュー名 原稿サイズ

TEXTメール5行ヘッダ- 35文字*4行 + URL1行（半角英数：可、半角かな・カナ：不可）

TEXTメール特集号 件名全角25文字以内　35文字*任意行 + URL1行（半角英数：可、半角かな・カナ：不可）

HTMLメールヘッダー枠 W600pxl × H80pxl 　20KB以内

HTMLメール特集号 件名全角25文字以内　W600pxl × H任意pxl 　HTML：30KB以内、画像：150KB以内

■ALBA.NET http://www.alba.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性90％　女性10％
【地域比】北海道：3％　東北：4％　関東：49％　北陸・信越：5％　東海：10％　近畿：17％　中国：4％　四国：2％　九州・沖縄：6％
【年齢比】～19歳　1％　20～29歳　7％　30～39歳　30％　40～49歳　34％　50～59歳　19％ 　60歳以上　9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スーパーバナー トップ 300,000 想定 貼り付け \600,000 \2.00 1 1ヶ月 随時
掲載期間は
2週間もあり

プレミアムテキスト トップ 300,000 想定 貼り付け \150,000 \0.50 2 1ヶ月 随時
掲載期間は
2週間もあり

トップレクタングル トップ 300,000 想定 貼り付け \1,000,000 \3.33 1 1ヶ月 随時
掲載期間は
2週間もあり

ライトボックス
トップ、ツアー＆ニューストップ、

レッスントップ
1,000,000 想定 貼り付け \500,000 \0.50 4 1ヶ月 随時

掲載期間は
2週間もあり

※キャンペーン期間中(～2008年3月末日)につき、広告料金が定価よりお安くなっております。

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 18,000 \80,000 \4.44 木曜日 関東エリアのみ

HTML 37,000 \180,000 \4.87 第2・4水曜日 全国

約6,000,000PV
約350,000UU

約300,000PV
ALBA.Netは、雑誌ALBATROSS-VIEWのブランド力とゴルフ場予約、ツアー速報や
WEBとの連動を図ったコンテンツが楽しめる、
ゴルフ専門の総合情報サイトです。

雑誌ALBA告知メルマガ　バナー
728×90

テキスト：40文字以内

メニュー名 原稿サイズ

予約メルマガ　バナー
728×90

テキスト：40文字以内

約45,000UU

車・バイク情報サイト

スポーツ・芸能サイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■nikkansports.com http://www.nikkansports.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性68.8％、女性31.2％
【世帯年収】400万円未満27.7％、400-600万円未満25.3％、600-800万円未満21.2％、800-1,000万円未満13％、1,000万円以上12.7％
【年齢】20代以下30.8％、30代33.5％、40代28.7％、50代以上7.0％
【職業】会社員63.4％、自営業・自由業9.2％、パート・アルバイト9.2％、専業主婦9.2％、学生4.5％、無職・その他4.6％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ﾌﾛﾝﾄﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ インデックス 600万 想定 貼り付け \1,800,000 - 1 １週間 月 -

ﾌﾛﾝﾄﾃｷｽﾄ インデックス 600万 想定 貼り付け \500,000 - 2 １週間 月 -

ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ インデックス 2400万 想定 貼り付け \1,800,000 - 1 1ヶ月 1日 -

ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾅｰ ｵｰﾙｼﾞｬﾝﾙ 500万～ 保証 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ - ￥0.15～ - １週間～ 任意 ｼﾞｬﾝﾙ指定可

ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ ｵｰﾙｼﾞｬﾝﾙ 500万～ 保証 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ - ￥0.2～ - １週間～ 任意 ｼﾞｬﾝﾙ指定可

ｵｰﾙｼﾞｬﾝﾙﾃｷｽﾄ ｵｰﾙｼﾞｬﾝﾙ 2500万 想定 貼り付け \900,000 - 2 １週間 月 －

ｵｰﾙｼﾞｬﾝﾙﾊﾟﾈﾙ ｵｰﾙｼﾞｬﾝﾙ 2500万 想定 貼り付け \500,000 - 1 １週間 月 －

-

日刊スポーツ新聞社が運営するスポーツ＆芸能情報のスタンダード・メディ
ア。日本リサーチセンターのインターネット視聴率調査新聞カテゴリーで常に
上位をキープ。

約24,000,000PV
約2,600,000人

約200,000,000PV

■ゴルフダイジェスト・オンライン http://www.golfdigest.co.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

900,000 想定 貼り付け \750,000 \0.83 1 １週間 月曜日 -

900,000 想定 貼り付け \1,000,000 \1.11 1 １週間 月曜日

900,000 想定 貼り付け \750,000 \0.83 1 １週間 月曜日 4/1～新メニュー

3,600,000 想定 貼り付け \900,000 \0.25 6 1ヶ月 月初

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 650,000 \250,000 \0.38 月・火・木・金
ＧＩＦアニメ可。

ループは2回迄。

TEXT 650,000 \150,000 \0.23 月・火・木・金

HTML 650,000 \250,000 \0.38 月・火・木・金
ＧＩＦアニメ可。

ループは2回迄。

HTML 650,000 \350,000 \0.54 月・火・木・金 -

■広告料金一覧（オプトイン/ターゲティングメールメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切

ＨＴＭＬ \50,000 ５営業日前

ＴＥＸＴ \50,000 ５営業日前

約3,600,000PV

約140,000,000PV

配信比例料金

オプトインメール
2万通まで 1通あたり20円
2万通以上 1通あたり15円

H60×W468 12KB以内

パブ広告
天地120×左右127　タイトル50文字　本文140文字以内(＊本文の 後に 「詳しくはこちら
≫」とテキストリンクが入ります。)（※注）ダブルサイズ120×468※半角カナは不可。全角、
半角、記号、スペースも1文字となります。

トップテキスト 28文字以内※半角カナは不可。全角、半角、記号、スペースも1文字となります。

オプトインメール

左右サイズ：670 ピクセル以内。・容量：80kbまで。・タイトル：30文字まで。（全角と半角文字、記号、全角と半角ス
ペースは1文字になります。）＜※注＞文字コード：ＪＩＳコード　 ＜※注＞ クリックカウントありの場合、HTMLの
ソース内のAタグを小文字で　<a href=　にして下さい。クリックカブルマップのリンク先URLの設定は不可。

タイトル：30字まで　本文：全角38字× 大200行まで　全角と半角文字、記号、全角と半角スペースは1文字にな
ります。全角英数文字の使用不可。

2万通まで 1通あたり20円
2万通以上 1通あたり15円

月間1.4億万PVを誇る、ゴルフ愛好家に人気のサイト。GDOクラブ会員も119万
人を超え、ますますパワーアップ。ユーザーの平均年収も高く、高所得者層にアプ
ローチが可能な媒体です。

スカイスクレーパ― H600×W120　20KB以内

メニュー名

メニュー名

原稿仕様

トップバナー

トップスーパーバナー

トップレクタングル　

性別：男性（86.7％）、女性（13.3％）
年齢：20代（10.2％）、30代（32.1％）、40代（29.3％）、50代（17.5％）、60代以上（9.2％）
職種：会社役員（12.5％）、医師・弁護士・公認会計士等（3.5％）、総務・人事系（5.4％）、企画・マーケティング（3.6％）、営業・販売（22.7％）、
生産・製造（4.9％）、設計・デザイン（2.5％）、エンジニア（5％）、コンピュータ関連技術者（3.7％）、管理職（10％）、公務員（4.1％）、自営業（8.8％）、
主婦（3.2％）、その他（10.1％）
年収：世帯年収800万円以上が訪問者の43%以上

メニュー名 原稿サイズ

トッププレミアムタイル 

トップサムネイルテキスト　

■ＺＡＫＺＡＫ http://www.zakzak.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【性別】男性 71.4% 、女性 28.6% 
【年齢別】～19歳 5% 、20～29歳 13.9% 、 30～39歳 30.7% 、 40～49歳 28.1% 、 50～59歳 13.5% 、 60歳～ 8.8% 

■広告料金一覧主要メニュー　※記載内容は予告なく変更される場合があります

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ ラージバナー トップ 1,160,000                  想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \520,000 \0.45 5 １週間 月曜日12:00開始

トップ レクタングル トップ 1,120,000                  想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \500,000 \0.45 5 １週間 月曜日12:00開始

レクタングルボックス トップ 2,000,000                  想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \200,000 \0.10 2 １週間 月曜日12:00開始

ニュース ラージバナー 社会、芸能、ｽﾎﾟｰﾂ 2,000,000                  想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \700,000 \0.35 10 １週間 月曜日12:00開始

ニュース バッチ 社会、芸能、ｽﾎﾟｰﾂ 3,380,000                  想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \900,000 \0.22 5 １週間 月曜日12:00開始

101,630,000PV
3,370,000UU

掲載開始日変更は
要相談

総合エンターテインメントニュースサイトといえばＺＡＫＺＡＫ！社会、芸能、ス
ポーツなどなど、盛りだくさんのニュースをＺＡＫＺＡＫ流に調理！

【職業】農林漁業 0%  、商工自営業 5% 、 管理職 12.2% 、 専門・技術職 16.8% 、事務、営業、保安職 22.3% 、 産業労働者 8.4%  、サービス関連従事者 9.6% 、主婦
12.2%  、学生 3.4% 、 その他 10.1%

17,810,000PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■サンスポ・コム http://www.sanspo.com/

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール

【性別】男性 68.2％ 、女性 31.8％ 

■広告料金一覧主要メニュー

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップ ラージバナー トップ 1,460,000 想定 ローテーション \650,000 \0.45 5 1週間 月曜日12:00開始

トップ レクタングル トップ 1,460,000 想定 ローテーション \650,000 \0.45 5 1週間 月曜日12:00開始

トップ テキスト トップ 2,900,000 想定 ローテーション \720,000 \0.25 6 1週間 月曜日12:00開始

スポーツ
ラージバナー

スポーツ 1,440,000 想定 ローテーション \550,000 \0.40 5 1週間 月曜日12:00開始

スポーツ テキスト スポーツ 1,100,000 想定 ローテーション \300,000 \0.25 6 1週間 月曜日12:00開始

レジャー
ラージバナー

芸能、社会、レジャー 1,050,000 想定 ローテーション \420,000 \0.40 5 1週間 月曜日12:00開始

レジャー テキスト 芸能トップ、パチ・スロトップ 750,000 想定 ローテーション \200,000 \0.25 5 1週間 月曜日12:00開始

4,180,000UU

掲載開始日変更は
要相談

【年齢別】～19歳 9.3% 、20～29歳 11.4% 、 30～39歳 25.8% 、40～49歳 30% 、 50～59歳 13.4% 、 60歳～ 10.1%

【職業】農林漁業  0.3% 、 商工自営業 3.3% 、 管理職 10.6% 、 専門・技術職 18.1% 、 事務、営業、保安職 19.4% 、 産業労働者 6.2% 、サービス関連従事者 7.2% 、
主婦 18.1% 、 学生 4.9% 、 その他 11.9%

21,980,000PV
スポーツを中心に、芸能、エンターテインメント情報など満載のサンケイスポー
ツが運営するサイトです。海外スポーツの速報、詳報も素早く更新します。 84,750,000PV

■スポーツ報知 http://hochi.yomiuri.co.jp/　

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 約8,000,000PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 約65,000,000PV
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】男性：78％　女性：22％
【年齢層】10代：8％　20代：26％　30代：32％　40代：24％　50代以上：10％
【職業】会社員：35.5％　学生：14.8％　自営業：11.2％　公務員：7.25％　アルバイト：4.8％　その他：26.45％
【アクセス頻度】１日数回：48％　１日１回：37％　週に数回：9％　週に１回：2％　月に数回：2％　月に１回：2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップスーパーバナー トップ面 500,000～ 保証 ローテーション \500,000 \1.00 限定なし 任意 任意
100万imp未満＠1.0円
100万imp以上＠0.8円

トップレクタングル トップ面 500,000～ 保証 ローテーション \400,000 \0.80 限定なし 任意 任意
100万imp未満＠0.8円
100万imp以上＠0.5円

野球スーパーバナー 野球・巨人・MLB 500,000～ 保証 ローテーション \400,000 \0.80 限定なし 任意 任意
100万imp未満＠0.8円
100万imp以上＠0.5円

芸能スーパーバナー 芸能 500,000～ 保証 ローテーション \400,000 \0.80 限定なし 任意 任意
100万imp未満＠0.8円
100万imp以上＠0.5円

芸能テキスト 芸能 1,000,000 想定 貼り付け \100,000 \0.10 2 1週間 月曜日

迅速な速報、正確な報道に定評があり、
アクセス数も月間６５，０００，０００ＰＶに。

■スポニチアネックス http://www.sponichi.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
性別：男性69％、女性３１％
年齢：20歳未満８％、20-34歳33％、35-49歳44％、50歳以上15％　
職業：給与事務３７％、主婦１５％、給与労務１２％、自由・管理14％、商工自営５％、未就学・小学生２％、中学生２％、高校生４％、
　　　　大学生４％、その他５％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

トップ 500,000                    保証 ローテーション \200,000 \0.40 任意 １週間以上 任意

トップ 2,600,000                 想定 貼り付け \1,200,000 \0.42 1枠 １週間 月～日

野球面 1,000,000                 保証 ローテーション \350,000 \0.35 任意 １週間以上 任意

サッカー面 1,000,000                 保証 ローテーション \350,000 \0.35 任意 １週間以上 任意

芸能面 1,000,000                 保証 ローテーション \350,000 \0.35 任意 １週間以上 任意

野球面 1,000,000                 保証 ローテーション \350,000 \0.35 任意 １週間以上 任意

サッカー面 1,000,000                 保証 ローテーション \350,000 \0.35 任意 １週間以上 任意

芸能面 1,000,000                 保証 ローテーション \350,000 \0.35 任意 １週間以上 任意

トップスーパーバナー

トップレクタングル

野球面スーパーバナー

芸能面レクタングル１

サッカー面スーパーバナー

芸能面スーパーバナー

野球面レクタングル１

サッカー面レクタングル１

インパクトある写真、読み応えのある記事、豊富なデータで野球、サッカー、
格闘技、競馬等のスポーツ情報を完全網羅！エンターテインメント性豊か
なページ作りがコンセプト！

12,000,000PV

100,000,000PV

メニュー名
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■cinemacafe.net

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

ローテーションバナー 150,000 保証 ローテーション \250,000 \2.00 4枠 2週間 水

ムービングバナー 150,000 保証 ローテーション \200,000 \2.50 4枠 2週間 水

サイドバナー 150,000 保証 ローテーション \150,000 \2.51 4枠 2週間 水

アイテムバナー 100,000 保証 ローテーション \150,000 \1.00 4枠 2週間 水

プロモーションバナー 500,000 保証 貼り付け \100,000 \1.01 5枠 2週間 水

プロモーションテキスト 500,000 保証 貼り付け \150,000 \1.02 3枠 2週間 水

TOP　flash広告 130,000 想定 - \500,000 \1.03 1枠 1週間 水

＊全ページ表示・・・cinemacafefilms,2006年8月以前の特集ページ（アーカイブ）には掲載されません、 

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 100,000 \100,000 \1.25 金曜日

HTML 100,000 \150,000 \1.88 金曜日

HTML 100,000 \500,000 \6.25 火曜日

単独の映画メディアの中で 長継続記録となる創刊10周年を迎えた映画メディアで 大
手映画情報ニュースサイト。ニュース記事や動画コンテンツは大手サイトに情報提供（現在
mixi、Yahoo!、livedoorにニュース配信中）を可能で、映画ファンだけでなく多くの一般Web
ユーザーにもご利用頂いています。

http://www.cinemacafe.net/

約50万PV

約500万PV
-

HTMLメルマガ記事内広告 天地84×左右168px　テキスト全角200文字以内

約50万UU

スペース名

全ページ表示※

全ページ表示※

記事ページ

トップページアクセス時　全面表示

メニュー名

HTMLメルマガ号外 画像4点、テキスト全角1000文字以内

【男女比】男性：30%　女性：70％
【年齢比】年齢：20才未満（4％）、20～24才（15％）、25～29才（15％）、30～34才（20％）、35～40才（18％）、40才代（20％）、50才以上（9％）
【既婚・未婚】既婚子供なし：15％　既婚子供あり：25％　未婚：65％
【チェック頻度】毎日：11％　週1回以上：40％　週1回：35％

HTMLメルマガヘッダーバナー 天地60×左右468px

原稿サイズ

全ページ表示※

全ページ表示※

全ページ表示※

映画・音楽・ＤＶＤサイト

■GEO http://www.geogp.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

【性別】男性：65％　女性：35％

【年齢】10代：8.4％　20代：24.2％　30代：33％　40代：24.2％　50代以上：10.2％
【地域比】北海道：13％　東北：9％　関東：28％　北陸：4％ 甲信越：3％　東海：16％　近畿：10％　中国：4％　四国：3%　九州：9％  沖縄：1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップヘッドバナー トップページ 250,000 期間保証 貼り付け \120,000 \0.48 1枠 1週間 火曜日 FLASH可能

トップレクタングル トップページ 250,000 期間保証 貼り付け \150,000 \0.60 1枠 1週間 火曜日 FLASH可能

トップテキストバナー トップページ 500,000 期間保証 貼り付け \150,000 \0.30 2枠 2週間 火曜日 テキスト

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 500,000 \400,000 \0.80 毎週月曜日 性別セグメント可

TEXT 500,000 \400,000 \0.80 毎週火曜日 性別・地域セグメント可

TEXT 250,000 \500,000 \2.00 毎週水～金曜日
GAME,音楽,
映画選択可

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \90,000 5営業日前

TEXT \120,000 5営業日前 クリックインセンティブ型GEOぐっとメールplus 15,000通～＠￥8 本文：全角38字×100行まで 件名：指定不可

エンタメほか、ビューティコスメ・働く・学ぶなど様々な趣味嗜好のユーザーに
ターゲティングが可能。また、ゲオ店舗会員の正確な属性情報を基にした
ユーザーで、より効果的にアプローチを行えます。

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

GEOぐっとメール 15,000通～＠￥6 本文：全角38字×100行まで　件名：指定不可

ショップ情報メルマガ 本文：全角35字以内×5行まで　件名：指定不可

エンタメ情報 本文：全角35字以内×５行まで　件名：指定不可

GEO総合メルマガ 本文：全角35字以内×5行まで　件名：指定不可

約１,000,000imp

約2,500,000imp

メニュー名 原稿サイズ

■OnGen USEN MUSIC SERVER http://www.ongen.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

【性別】男性：65％　女性：35％
【年齢】10代：3％　20代：13％　30代：33％　40代：31％　50代以上：20％

【未既婚】既婚：64%　未婚：36%
【地域比】北海道・東北：10％　関東：43％　中部：14％　近畿：19％　中国・四国：7％　九州：9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

全ページ上段 950,000 想定 貼り付け \750,000 \0.80 1枠 1週間 随時（平日） -

全ページ上段 480,000 想定 ２社ローテ \500,000 \1.00 2枠 1週間 随時（平日） -

Topページ上段 133,000 想定 貼り付け \100,000 \0.80 1枠 1週間 随時（平日） -

Topページ上段 65,000 想定 ２社ローテ \600,000 \0.90 2枠 1週間 随時（平日） -

第二階層上段 710,000 想定 貼り付け \400,000 \0.60 1枠 1週間 随時（平日） -

第二階層上段 350,000 想定 ２社ローテ \250,000 \0.70 2枠 1週間 随時（平日） -

バッジ広告 Topページ下段 210,000 想定 貼り付け \150,000 \0.70 ４枠 ２週間 随時（平日） -

テキスト広告 Topページ上段 285,000 想定 貼り付け \150,000 \0.50 2枠 ２週間 随時（平日） -

バナーフューチャー 第２階層上段＋特集 700,000＋α 想定 ローテ \1,500,000 - 2枠 2W(記事は１ヶ月） 随時（平日） -

エクストラバナーフューチャー TOP＋第２階層上段＋特集 140,000＋700,000＋α 想定 ローテ \2,000,000 - 1枠 2W(記事は１ヶ月） 随時（平日） -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML/テキスト 100,000 \200,000 \2.00 水or木曜日 マルチパート配信

HTML/テキスト 100,000 \100,000 \1.00 水or木曜日 マルチパート配信

HTML/テキスト 100,000 \300,000 \3.00 水or木曜日 マルチパート配信

スーパーバナー

メールマガジン・号外 左右468×天地90ピクセル（Gif）テキスト全角35文字×５行

配信楽曲数100万曲を誇る、日本 大級の音楽ダウンロードサイトです。音楽を愛す
る購入意欲の高い30代・40代の男性を中心とした幅広い年齢層に支持されていま
す。

約8,000,000PV

メールマガジン・ヘッダ 左右468×天地90ピクセル（Gif）テキスト全角35文字×５行

メニュー名 原稿サイズ

メールマガジン・ミドル 左右468×天地90ピクセル（Gif）テキスト全角35文字×５行

レクタングル
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■TSUTAYA DISCAS http://www.discas.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【有効会員数】約39万人（2008年1月時点）
【性　別】男性（59.7％）、女性（40.3％）
【年　齢】19才以下(0.8％) 20代（23.6％）、30代（40.8％）、40代（23.9％）、50才以上（10.9％）
【地　域】関東（52％）、近畿（22％）、中部（11％）、九州（4％）、東北（2％）、中国（4％）、北海道（3％）、四国（2％）
【世帯年収】～299万（14.5％）、300～400万（15.2％）、400～600万（25.6％）、600～800万（18.2％）、800～1,000万（11.9％）、1,000万～（14.6％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

レクタングル
DVDトップ
CDトップ

映像配信トップ
2,400,000 想定 貼り付け \480,000 \0.20 1 2週間 月曜日 ４週間掲載有

プレミアバナー 3,100,000 想定 貼り付け \400,000 \0.13 1 1週間 月曜日 ４週間掲載有

レギュラーバナー 2,900,000 想定 ローテーション \200,000 \0.07 3 1週間 月曜日 ４週間掲載有

ログイン画面ジャック ログイン・ログアウト画面 1,200,000 想定 貼り付け \540,000 \0.45 1 2週間 月曜日 ４週間掲載有

メールマガジン ヘッダ 500,000 想定 ━ \380,000 \0.76 2 1日 木曜日

メールマガジン ミドル 500,000 想定 ━ \150,000 \0.30 1 1日 木曜日

注目度の高いヘッダ箇所にバナー広告を掲載。新着ページ、各ジャンルページを
はじめ、エントランスページを除く全てのページに表示され、ユーザーとの接触時間
が長いのも魅力の一つです。

-

73,000,000PV(1月実績)

TOPを含む
全てのページ
（エントランス

■TSUTAYAonline http://www.tsutaya.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【有効会員】約370万人（2007年12月）PC+モバイル合計　1,240万人（2007年12月）
【性　別】男性（58.4％）、女性（41.6％）
【年　齢】19才以下（5.0％）、20代（26.8％）、30代（34.7％）、40才以上（33.5％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

- - 想定 貼り付け
￥750,000

～￥2,000,000
- 1 １週間 月曜日

TOP 350,000                    想定 ローテーション \550,000 \1.57 2 １週間 月曜日

TOP 350,000                    想定 ローテーション \500,000 \1.42 2 １週間 月曜日

カテゴリTOP以下全て 3,000,000                  想定 貼り付け \500,000 \0.16 1 １週間 月曜日

サイト全体 20,000,000                想定 貼り付け \750,000 \0.04 1 １ヶ月 希望日

サイト全体 4,400,000                  想定 貼り付け \300,000 \0.07 2 １週間 月曜日

TOP 700,000                    想定 貼り付け \400,000 \0.57 1 １週間 月曜日

- - - - ￥2,000,000～ - - １ヶ月 希望日

※　各カテゴリー指定の商品もございますのでお問い合わせください。

※　エキスパンド商品・タイアップに関しては別途詳細資料をご用意しておりますので、お問い合わせください。

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 保証通数 料金 配信単価 配信日 備考

TOP

ミドル

\700,000 \0.58 TOP

\350,000 \0.24 ミドル

\160,000 \0.26 TOP　

\100,000 \0.16 ミドル　

\140,000 \0.28 TOP　

\90,000 \0.18 ミドル　

テキスト 200,000 \50,000 \0.25 毎週火曜日 -

テキスト 250,000 \80,000 \0.32 毎週月曜日 -

全角35字X4行(+カウントURL表記1行)

ＭＯＶＩＥメール テキスト 600,000

総合メール テキスト

毎週木曜日 全角35字X4行(+カウントURL表記1行)

毎週金曜日1,200,000

日本 大級の総合エンターテイメントサイト　「TSUTAYA　online」音楽・映
画をはじめとしたエンターテインメントジャンルでは圧倒的な支持を得ている。
大量のエンタメユーザーに的確にリーチでき、効果的なアプローチが可能となり
ます。

メニュー名

TOPスーパーバナー

原稿サイズ

メニュー名

TOPラージスクエアバナー

TOLエンタメセットバナー

エキスパンドバナー

オススメサイトモジュール

エンタメショッピングメール 全角35字X4行(+カウントURL表記1行)

ＭＵＳＩＣメール テキスト 500,000 毎週水曜日

GAMEメール 全角35字X4行(+カウントURL表記1行)

全角35字X4行(+カウントURL表記1行)

メルマガリーチパック

特集タイアップ

TOL「注目」テキスト

TOL TOPテキスト

テキスト 2,750,000

5,000,000PV
2,400,000UU

70,000,000PV
　3,700,000UU（PC有効会員数）

毎週月曜～
金曜日

全角35字X10行(+カウントURL表記1行)
全角35字X4行(+カウントURL表記1行)

\800,000 \0.29

■インターネットTVガイド http://www.tvguide.or.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

■ユーザープロフィール（2008年1月サイト調べ）
性別：男性（49.64％）女性（50.36％）
年齢：～10歳以下（0.72％）、11～15歳（2.50％）、16～20歳（6.69％）、21～25歳（8.41％）、26～30歳（11.51％）
　　　31～35歳（15.96％）、36～40歳（13.91％）、41～50歳（27.17％）、51～60歳（11.29％）、61歳以上（1.86％）
地域：関東(41.73％)、京阪神(13.73％)、中部東海(6.91％)、九州沖縄(8.15％)、東北(5.56％)、北海道(3.95％)、その他(19.97％)
職業：業種：会社員30.97％、学生・教員26.54％、主婦14.16％、パート・アルバイト14.16％ 、経営者・自営業・自由業11.50％、その他2.65％

■広告料金一覧（主要メニュー）　※「リニューアル限定キャンペーン」価格となります。その他「特定業種各社様（TV局様、レーベル様、映画会社様、配給会社様）限定キャンペーン」もございます。

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ビッグアド トップページ 500,000 想定 貼り付け \630,000 \1.26 1 1週間 月～金 -

レクタングル トップページ 500,000 想定 貼り付け \520,000 \1.04 1 1週間 月～金

テキスト
（お役立ち情報枠）

トップページ 500,000 想定 貼り付け \70,000 \0.14 3 1週間 月～金
半角英数・記号：可

半角カナ：不可

ヘッダーテキスト トップページ 500,000 想定 貼り付け \140,000 \0.28 1 1週間 月～金
半角英数・記号：可

半角カナ：不可

ローテーション トップページ 50,000～ 保証 ローテーション ￥42,000～ ￥0.84～ 任意 1週間～ 月～金 -

番組表バナー
(標準及び

スーパーバナー)
番組表ページ 500,000～ 保証 ローテーション ￥240,000～ ￥0.48～ 任意 1週間～ 月～金 -

※季節によってimp数が変動します。

約2,200,000ＰＶ

約17,500,000ＰＶ
約600,000ＰＶ

週刊テレビ情報誌『ＴＶガイド』の情報と、毎日更新する全国47都道府県別の各種テレビ
番組表による“テレビ番組”密着サイト！2008年2月より、さらにバージョンアップいたしまし
た！！
番組表は”つかんで動かす” ”つかんで探す”というシームレスなAjax形式に加え、html形式
の番組表とジャンル別番組表を復活！さらに、「現在放送中の番組」を掲載するなどレイア
ウトを一新。会員登録によるパーソナライズサービス・検索機能はもちろん、ニュース・占い・
CM裏話等に加え本誌連動コンテンツなどアミューズメント情報もパワーアップして提供してい
ます！
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■リアルガイド（リアルプレーヤー） http://guide.jp.real.com/guide/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】　男性：68.6%、女性：31.4%
【年齢】　10代：6.16%　20代：7.12%　30代：28.6%　40代：36.24%　50代：12.40％　60代：12.84%

【既婚率】　71.42%　（既婚 子供無し：12.84%　既婚 子供有り：58.58%　未婚：25.68%）
【世帯年収】 599万円以下　37%  　600万円以上 48.46%
【住居形態】　賃貸：17.59%    所有：78.19%

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

リアルプレーヤーゲートウェイAD リアルプレーヤー 130,000 保証 ローテーション \640,000 \4.92 - 2週間（想定） 平日

リアルガイド ビッグフッター リアルガイド 100,000 保証 ローテーション \90,000 \0.90 - 2週間（想定） 平日

リアルガイド レクタングル リアルガイド 600,000 保証 ローテーション \330,000 \0.55 - 2週間（想定） 平日

リアルアーケード ダウンロードAD リアルアーケード 150,000 保証 ローテーション \200,000 \0.73 - 2週間（想定） 平日

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 7,900,000 \2,500,000 \0.32 毎週金曜日 150kb以内

TEXT 7,900,000 \2,500,000 \0.32 毎週金曜日 -

約2,600,000PV
約1,300,000UU

約2,000,000UU

メニュー名 原稿サイズ

約7,790,000PV
無料動画・音楽情報・無料ゲームを配信する総合デジタルエンタテインメントサイ
ト。普段から動画に慣れ親しんでいるRealPlayerユーザーに対してリッチメディア広
告を使用したブランドビルディングが可能です。

RealNews EX号 Index：15文字以内、特集部分：35文字×70行以内

RealNews EX号 注目サイト：20文字以内、特集：左右640pics以内

■映画生活 　http://www.eigaseikatu.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　32.1％　女性　67.9％
【年齢比】　20歳未満2.7%　　20代30.0%　　30代31.5%　　40歳以上35.7%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スーパーバナー TOP+主要ページ 1,500,000 想定 貼り付け \500,000 \0.33 1 2週間 月 12:00（昼） -

プレミアムバナー TOP+主要ページ 1,500,000 想定 貼り付け \700,000 \0.47 1 2週間 月 12:00（昼） サイズ:天地300×左右250

編集タイアップ TOP+主要ページ 3,260,000 想定（※誘導imp） - \850,000～ - - 2週間～ 月 12:00（昼） -

映画生活は、映画ファンが多く集う日本 大級の「映画クチコミ」サイトで
す。マニアの長文のレビューも多く、質の高い映画クチコミサイトとして多く
の映画ファンにご利用いただいております。

-
-

4,440,000PV
660,000UU

■ぽすれん http://posren.livedoor.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 1,250,000PV

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間 1,300,000UU

■ユーザープロフィール
●約男性　7.5割 ／女性2.5割  【性別】男性：74.3％　女性：25.7％　　　

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

-

「ネットで借りて、ポストで返すオンラインDVD・CDレンタル」20代後半から30代のビジネスマ
ンでネットでのクレジットカード利用率90％以上、平均サイト滞在時間15分。じっくりサイトを
楽しむユーザーが多いのが特徴です。

-\310,000 2枠 1ヶ月間 任意3,200,000                  期間保証 ローテーション

\600,000 1枠 1ヶ月間

\310,000

任意6,500,000                  期間保証 貼り付け \600,000
全ページ

（一部非掲載）
トップパネル

レクタングル
全ページ

（一部非掲載）

●20歳～39歳　  全体の6.5割  【年代比】10代：1％　20代：21％　30代：43％　40代：25％　50代以上：10％
●関東　全体の5割  【地域比】北海道：2.7％　東北：4.4％　関東：51.6％　中部：12.5％　近畿：17.6％　中国：4.1％　四国：1.9％　九州：5.2％

-
18,000.000PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Cafesta http://www.cafesta.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 非公開
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　51.9％　女性　48.1％
【地域比】北海道：5.3％　東北：5.1％　関東：38％　信越：4.8％　近畿：20.7％　中国：4.1％　四国：2.0％　九州・沖縄：7.7％ その他：2.2％

【年齢比】～12歳　1.1％　13～19歳　18.9％　20～29歳　29.2％　30～39歳　27.5％　40歳～　22.7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

MyHP（ブログ） 2,500,000                  imp保証 ローテーション \150,000 \0.06 5 3週間で消化 月～金

MyHP（ブログ） 100,000                    imp保証 ローテーション \100,000 \1.00 4 3週間で消化 月～金

トップ 1,000,000                  imp保証 ローテーション \500,000 \0.50 4 3週間で消化 月～金

トップ 1,000,000                  imp保証 ローテーション \300,000 \0.30 4 3週間で消化 月～金

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TXT/HTML 600,000 \300,000 \0.50 隔週木曜日 -

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

TXT/HTML \150,000 3営業日前 -

TXT/HTML \250,000 5営業日前
アクションインセンティ
ブ設定費：10万円

ブランディングバナー

メニュー名

MyHP（ブログ）フッターバナー

MyHP（ブログ）書込完了バナー

非公開

11,000,000PV

100,000,000PV
会員数176万人を誇る日本 大級のコミュニケーションポータルサイト。自分の分身キャラク
ター「アバター」や、Myホームページ・サークル・チャットなどビジュアルで楽しいコミュニケーショ
ンツールを提供しています。

Cafestaメール 　＠\5 【テキスト】件名：28文字以内 本文：38文字×50行【HTML】件名：28文
字以内 本文：570pixel×行制限なし（40K以内）
【共通】抽選画面用バナー468×60アニメgif20K以内/バナーリンク先
URL/抽選画面用テキスト125文字程度
※メール本文URL配置行には他の文字記載不可インセンティブメール 　＠\5

TOPフッタートピックス

Cafestaメールマガジン
【テキスト】40文字以内×2行（PR除く）
【HTML】468×60 アニメgif、無限ループ可 20K以内

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

メニュー名 原稿サイズ

■ＭＫ－Ｓｔｙｌｅ http://www.mk-style.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　74％　女性　26％

【地域比】北海道：6％　　関東：35％　中部：28％　　関西：16％　　中国・四国：4％　　九州・沖縄：11％
【年収】～400万円：55.4％　400～600万円：26.2％　600～800万円：14.6％　800～1000万円：3.0％　1200～1500万円：0.3％
【年齢比】10代以下：21％　　　20代：42％　　30代：28％　　40代以上：9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

470,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \250,000 \0.53 １週間 指定なし -

2,050,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \990,000 \0.48 １ヶ月 指定なし -

1,060,000 想定 貼り付け \420,000 \0.40 １週間 指定なし -

4,100,000 想定 貼り付け \1,650,000 \0.40 １ヶ月 指定なし -

225,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \90,000 \0.40 １週間 指定なし -

1,000,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \350,000 \0.35 １ヶ月 指定なし -

450,000 想定 貼り付け \190,000 \0.42 １週間 指定なし -

2,000,000 想定 貼り付け \760,000 \0.38 １ヶ月 指定なし -

170,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \50,000 \0.29 １週間 指定なし -

750,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \190,000 \0.25 １ヶ月 指定なし -

338,000 想定 貼り付け \100,000 \0.30 １週間 指定なし -

1,500,000 想定 貼り付け \380,000 \0.25 １ヶ月 指定なし -

262,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \20,000 \0.08 １週間 指定なし -

1,050,000 想定 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \85,000 \0.08 １ヶ月 指定なし -

525,000 想定 貼り付け \40,000 \0.08 １週間 指定なし -

2,100,000 想定 貼り付け \170,000 \0.08 １ヶ月 指定なし -

ビッグアド

スクエア
レクタングル

レフトバッジ

【職業】会社員：37.1％　　会社経営：1.4％　自営業：2.9％　公務員：1.8％　主婦：5.7％　フリーター：14.0％　大学生：20.9％　高校生：6.5％　中学生：2.4％　その他：
7.3％

２枠限定

１枠限定

２枠限定

１枠限定

トップ
スーパー
バナー

トップ

約600万PV
約520万人

トップ

２枠限定

１枠限定

２枠限定

１枠限定

トップ

MK-Style for NetCafeは国内 大級のオンラインゲームポータルで、全国の
インターネットカフェに設置されているPCのトップページで告知ができる非常にユ
ニークな媒体です。

トップ

■4Gamer.net http://www.4gamer.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　94％　女性　6％
【職業】小学生～中学生（1.6%） 高校生（7.3%） 専門学校生（3.7%） 大学生（13.3%) 学生その他（1.9%） 公務員（1.9%） 会社員事務職（6.5%） 
会社員技術職（23.1%） 会社員その他（10.9%） 役員・経営者（0.5%） 自営業（5.1%） 自由業（2.3%） ゲーム業界関連（1.5%） 専業主婦（1.4%） 
パート・アルバイト（9.6%） 家事手伝い（0.6%） 無職（3.9%） その他（4.7%）
【年齢】11～15歳（2.2%） 16～20歳（17.8%） 21～25歳（25.4%） 26～30歳（20.3%） 31～35歳（19%）36～40歳（10.3%） 41～45歳（2.7%） 46～50歳（1.4%） 
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Flagship Banner トップ、第二階層 約1,800,000 想定 3社ローテーション \2,000,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

Flagship Banner/記事 記事、SS 約2,100,000 想定 3社ローテーション \1,200,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

Hot Games Now! トップ、記事、その他 約4,300,000 想定 3社ローテーション \1,200,000 - 2 1ヶ月 毎月1日 -

Side Top Button トップ、記事、その他 約4,300,000 想定 3社ローテーション \1,000,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

Side Top Button Extra トップ、記事、その他 約3,200,000 想定 4社ローテーション \1,500,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

Rectangle AD トップのみ 約1,800,000 想定 2社ローテーション \1,500,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

Sky Scraper トップ、記事、その他 約4,000,000 想定 3社ローテーション \1,500,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

Premium Banner トップ、第二階層 約4,200,000 想定 貼り付け \1,000,000 - 1 1ヶ月 任意 -

Large AD トップ、記事、SS 約4,500,000 想定 2社ローテーション \500,000 - 1 1ヶ月 毎月1日 -

※掲載内容は予告なく変更されることがあります。必ず事前にお問い合わせください。

約480万PV
「4Gamer.net」は日本や欧米，韓国の 新のPCゲーム/オンラインゲームの情報を
発信し続ける，日本 大級の規模を誇るゲーム情報専門サイトです。 約2,600万PV

映画・音楽・ＤＶＤサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ORICON STYLE  http://www.oricon.co.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
◆ORICON STYLE◆
　【男女比】男性　51％　女性　49％
　【年齢比】   ～19歳（26％）、20～29歳（12％）、30～39歳（21％）、40～49歳（29％）、50歳以上（12％) ※Netratings調べ （ホームパネル）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

5,000,000 imp保証 \700,000 \0.14 任意 -

10,000,000 imp保証 \1,200,000 \0.12 任意 -

15,000,000 imp保証 \1,500,000 \0.10 任意 -

20,000,000 imp保証 \1,800,000 \0.09 任意 -

レクタングルボックス 10,000,000 imp想定 貼り付け \800,000 \0.08 1枠限定 1週間 任意

700,000 imp保証 \800,000 \1.14 任意 -

1,000,000 imp保証 \1,000,000 \1.00 任意 -

1,500,000 imp保証 \1,400,000 \0.93 任意 -

2,000,000 imp保証 \1,600,000 \0.80 任意 -

テキスト TOP 750,000 imp想定 貼り付け \100,000 \0.13 2枠限定 1週間 任意 -

1,000,000 imp保証 \450,000 \0.45 任意 -

2,000,000 imp保証 \850,000 \0.43 任意 -

3,000,000 imp保証 \1,250,000 \0.42 任意 -

5,000,000 imp保証 \2,000,000 \0.40 任意 -

RANKING ＩＮ RANKING 2,500,000 imp想定 貼り付け \300,000 \0.12 1枠限定 1週間 任意

テキスト RANKING 3,000,000 imp想定 貼り付け \200,000 \0.07 1枠限定 1週間 任意 -

1,000,000 imp保証 \450,000 \0.45 任意 -

2,000,000 imp保証 \850,000 \0.43 任意 -

3,000,000 imp保証 \1,250,000 \0.42 任意 -

5,000,000 imp保証 \2,000,000 \0.40 任意 -

テキスト MUSIC 1,800,000 imp想定 貼り付け \120,000 \0.07 1枠限定 1週間 任意 -

1,000,000 imp保証 \450,000 \0.45 任意 -

2,000,000 imp保証 \850,000 \0.43 任意 -

3,000,000 imp保証 \1,250,000 \0.42 任意 -

5,000,000 imp保証 \2,000,000 \0.40 任意 -

テキスト NEWS 2,500,000 imp想定 貼り付け \200,000 \0.08 1枠限定 1週間 任意 -

・オーディションサイトWEBデ・ビューにつきましては別途後相談下さい。

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 100,000 \50,000 \0.50 毎週水曜日 -

TEXT 100,000 \100,000 \1.00 毎週水曜日 -

TEXT 100,000 \200,000 \2.00 任意の月or金曜日 -

－

ライトスクエア ローテーション

3,000,000PV

ライトスクエア ローテーション

ライトスクエア ローテーションNEWS １週間～１ヶ月

メニュー名 原稿サイズ

オリコン フューチャークラブ ニュース　号外 本文：全角38字×50行以内（リンク先URLを含む）

オリコン フューチャークラブ ニュース　ヘッダ5行 本文：全角38字×5行（リンク先URLを含む）

オリコン フューチャークラブ ニュース　ヘッダ10行 本文：全角38字×10行（リンク先URLを含む）

45,370,000PV
6,250,000UU

TOP ローテーション

１週間～１ヶ月

音楽 映像 グルメ 芸能など若者の関心事をいち早くお届けする、トレンド情報発信サイ
ト。芸能ニュース、エンタテインメント情報、ランキング、人気アーティストのインタビューなどで若者の
好奇心を刺激！ワクワク感を創出するサイトとしてトレンド情報に敏感なアクティブな若者が集まり
ます！！

ライトスクエア -

スーパーバナー ローテーション
ブロードリーチ

-

１週間～１ヶ月

RANKING

MUSIC

１週間～１ヶ月

-

－

１週間～１ヶ月

■RANKING NEWS  http://www.rn.oricon.co.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
◆ORICON STYLE◆
　【男女比】男性　42％　女性　58％
　【年齢比】   ～19歳（14％）、20～29歳（16％）、30～39歳（32％）、40～49歳（27％）、50歳以上（11％) ※Netratings調べ （ホームパネル）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

500,000 imp保証 \500,000 \1.00 任意 -

1,000,000 imp保証 \900,000 \0.90 任意 -

2,000,000 imp保証 \1,500,000 \0.75 任意 -

テキスト eltha 700,000 imp想定 貼り付け \100,000 \0.14 1枠限定 1週間 任意 -

100,000 imp保証 \100,000 \1.00 任意 -

200,000 imp保証 \150,000 \0.75 任意 -

400,000 imp保証 \250,000 \0.63 任意

800,000 imp保証 \450,000 \0.56 任意 -

テキスト Eingｌｉｓｈ 400,000 imp想定 貼り付け \50,000 \0.13 1枠限定 2週間 任意 -

100,000 imp保証 \100,000 \1.00 任意 -

200,000 imp保証 \150,000 \0.75 任意 -

400,000 imp保証 \250,000 \0.63 任意 -

テキスト life 400,000 imp想定 貼り付け \50,000 \0.13 1枠限定 ４週間 任意 -

ライトスクエア 受験 100,000 imp保証 ローテーション \100,000 \1.00 - １ヶ月 任意 -

テキスト 受験 100,000 imp想定 貼り付け \20,000 \0.20 1枠限定 4週間 任意 -

100,000 imp保証 \100,000 \1.00 任意 -

200,000 imp保証 \150,000 \0.75 任意 -

400,000 imp保証 \250,000 \0.63 任意 -

800,000 imp保証 \450,000 \0.56 任意 -

テキスト medical 400,000 imp想定 貼り付け \50,000 \0.13 1枠限定 2週間 任意 -

100,000 imp保証 \100,000 \1.00 任意 -

200,000 imp保証 \150,000 \0.75 任意 -

400,000 imp保証 \250,000 \0.63 任意 -

テキスト グルメ 400,000 imp想定 貼り付け \50,000 \0.13 1枠限定 4週間 任意 -

100,000 imp保証 \100,000 \1.00 任意 -

200,000 imp保証 \150,000 \0.75 任意 -

テキスト 住まい 100,000 imp想定 貼り付け \20,000 \0.20 1枠限定 4週間 任意 -

ライトスクエア -

様々なサービスの満足度、売れ筋ランキング、美容、転職、グルメ、旅などのコンテンツを展開
するオリコンならではのユニークな“ランキングポータルサイト”です。世の中の目に見えないサー
ビスを“ランキング”という切り口で可視化。消費者視点でそのサービスや商品の価値を分かり
やすく伝えます！

１週間～１ヶ月

15,150,000PV

4,620,000UU

eltha ローテーション

ライトスクエア ローテーション -

ライトスクエア life

medical １週間～１ヶ月

１週間～１ヶ月ローテーション -

１週間～１ヶ月

ライトスクエア グルメ ローテーション - １週間～１ヶ月

ライトスクエア English ローテーション -

１週間～１ヶ月ライトスクエア 住まい ローテーション -
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ShockwaveTM 　
※5月初旬リニューアル予定 http://www.shockwave.co.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】女性55%　男性：45％
【職業比】会社員：38％　主婦：11％　パート/アルバイト：10％　自営業/自由業：9％　短大/大学/大学院生：8％　小/中/高校生：7％　その他：6％
　　　　　　会社役員：4％　無職：4％　公務員：3％
【年齢比】10代：10％　20代：23％　30代：31％　40代：26％　50代：9％　60代以上：1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

各コンテンツページ 1,000,000 保証 貼り付け \1,200,000 \1.20 - 任意 毎週水曜

各コンテンツページ 200,000 保証 貼り付け \400,000 \2.00 - 任意 毎週水曜

ゲームトップページ 700,000 想定 貼り付け \630,000 \0.90 1枠限定 2週間 毎週水曜

ゲームトップページ 700,000 想定 貼り付け \490,000 \0.70 1枠限定 2週間 毎週水曜

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 1,500,000 \600,000 \0.40 原則第１第3金曜 件名別料金

TEXT 2,000,000 \500,000 \0.25 原則第2火曜 件名別料金

HTML 1,500,000 \1,000,000 \0.66 上記以外の任意日 件名込み

TEXT 1,500,000 \850,000 \0.56 上記以外の任意日 件名込み

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

HTML \100,000 4営業日前

TEXT \50,000 4営業日前

約80万PV
-

約5,630万PV
約334万PV

Value Mail \10/通 件名：全角20字　本文：全角38字×100行以内

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

Value Mail \10/通 件名：全角15字以内　イメージサイズ：合計120KB以内

Super Press Special Edition(TEXT版) 全角38文字×15行 件名：全角15文字以内

Montly Mail（本文記事中） 全角38文字×15行

Super Press Special Edition ※別途媒体資料をご覧ください

200万人のメール配信ユーザーを有する国内 大級のエンターテイメントサイ
ト。 ゲーム/アニメーションなど気軽に楽しめる良質なデジタルコンテンツを提
供

メニュー名 原稿サイズ

Supre Press（ヘッダ） ※別途媒体資料をご覧ください

スーパーバナー

メニュー名

プリプレイムービー

プリダウンロードムービー

ビルボードムービー

■Wazap!（ワザップ!） http://jp.wazap.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 2,000,000PV
トップページUU/月間 1,300,000UU

全体PV/月間 100,000,000PV
全体UU/月間 1,300,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性：70～75％　女性：25～30％
【年齢(男性)】2-12歳：17%　13-19歳：28%　20-34歳：9%　35-49歳：15%　50歳以上：4%
【年齢(女性)】2-12歳：5%　13-19歳：6%　20-34歳：4%　35-49歳：11%　50歳以上：1%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップスーパーバナー トップページ 500,000 想定 ローテーション \430,000 - 2 2週間 随時 728 x 90 ピクセル

トップタイル トップページ 500,000 想定 ローテーション \540,000 - 2 2週間 随時 420 x 200 ピクセル＋全角180文字以内

フラッシュボックス
トップ以外の
ほぼ全ぺージ

5,000,000 想定 ローテーション \550,000 - 3 2週間 随時 160 x 160 ピクセル

PRテキスト ほぼ全ページ 10,000,000 想定 ローテーション \250,000 - 3 2週間 随時 全角35文字以内

「10代～20代前半」「男性」「ゲーム好き」がゲーム情報ポータルサイト"ワ
ザップ！"のキーワードです。「ターゲティングのできる」媒体として広告主様
から高い評価を得ています。

■うたまっぷ http://www.utamap.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間 12,000,000ＰＶ

トップページUU/月間 3,000,000ＵＵ
全体PV/月間

全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】男性：40％　女性：60％

【年齢】10代：40％　20代：35％　30歳以上：25％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

サイトTOP
スーパーバナー

12,000,000                期間保証 ピクチャー \1,200,000 \0.10 1 4週間 毎週木曜日 原稿差替え可能

サイトTOP
テキストバナー

12,000,000                期間保証 テキスト \400,000 \0.03 4 4週間 毎週木曜日 原稿差替え可能

歌詞表示/
スーパーバナー

歌詞表示TOPページ 7,000,000                  期間保証 ピクチャー \500,000 \0.06 1 2週間 毎週木曜日 原稿差替え可能

検索ページTOP/
スーパーバナー

検索TOPページ 14,000,000                期間保証 ピクチャー \800,000 \0.57 1 4週間 毎週木曜日 原稿差替え可能

400,000,000ＰＶ

サイトTOPページ

「うたまっぷ」は歌詞を基本とした音楽系のポータルサイトで、参加型の特色
が強く、投稿型のコンテンツでは他に類を見ない投稿数を頂いております。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■フォト蔵 　http://www.photozou.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　61％　女性　39％
【年齢比】　20歳未満5.8%　　20代31.1%　　30代43.2%　　40歳以上19.9%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スーパーバナー
フォト蔵全ページ（一部

を除く）
2,000,000 想定 貼り付け \600,000 \0.30 1 2週間 月 12:00（昼） -

ブランドパネル
フォト蔵全ページ（一部

を除く）
2,000,000 想定 貼り付け \400,000 \0.20 1 2週間 月 12:00（昼） -

フォトコンテストタイアップ
フォト蔵全ページ（一部

を除く）
- 想定 貼り付け \1,000,000～ - 1 4週間 月 12:00（昼） -

「フォト蔵」は写真・動画の共有を軸にしたSNSです。ユーザーは無料で1万枚
まで写真保存が可能で、身近となったデジカメを通じた新しい形のコミュニケー
ションが始まっています。

-
-

7,720,000PV
130,000UU

■占いモンキーなび http://uramon.uki2.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
ユーザー登録不要につきユーザー属性は不明ですが、設置ユーザーは２０～３０代の女性が比較的多いものと推測されます。
実際に広告を見る閲覧ユーザーについては「ブログを閲覧している」という条件の他は特に偏りはないものと思われます。
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

占いモンキーなび ローテーションバナー 12,000,000 想定 ローテーション \360,000 \0.03 4 1ヶ月 月～金 -

『占いモンキーなび』は占い機能を持ったブログパーツです。誰でも簡単に設置
することができる為、主要ブログをはじめ幅広いユーザーへのリーチが可能で
す。

約48,000,000PV

■探偵ファイル http://www.tanteifile.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　53％　女性　47％
【年齢比】～19歳　17％　20～24歳　24％　25～29歳　31％　30～34歳　22％　35～　6％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ＴＯＰバナー TOPページ上部 15,000,000 期間保証 ピクチャバナー \700,000 \0.05 3 1ヵ月 随時 リンク先記事稿可

フットバナー TOPページ下部 15,000,000 期間保証 ピクチャバナー \600,000 \0.04 3 1ヵ月 随時 リンク先記事稿可

サイドバナー サイドフレーム 15,000,000 期間保証 ピクチャバナー \700,000 \0.05 3 1ヵ月 随時 リンク先記事稿可

物欲探偵 人気記者宣伝記事 2,500,000 期間保証 タイアップ記事 \400,000 \0.16 月30 TOP5日間保証 随時 記事稿のみ

テキストバナー サイドフレーム 15,000,000 期間保証 テキストバナー \500,000 \0.03 12 1ヵ月 随時 リンク先記事稿可

15,000,000ＰＶ

テレビショッピングをイメージしたタイアップ広告が自慢。
高いコンバージョンが期待でき、費用対効果も群を抜いています。

4,200,000ＵＵ
36,000,000ＰＶ
7,500,000ＵＵ

■Eyegift http://www.eyegift.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
会員制とポイント制を併用した懸賞サイトです。スタッフが厳選する トップページUU/月間
景品はバラエティに富んでいます。更に、当選確率が一目で分かる為 全体PV/月間

会員の活動意欲が高く、アクティブ会員が大変多いサイトです。 全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【会員数】約14万人

【男女比】男性 53％　女性　47％
【年齢比】10歳未満　0%,  10代　5%,　20代　24%,　30代　40%,　40代　22%,　50代以上　9%
【地域比】北海道・東北：9%,　関東：40%,　信越・北陸：5%,　東海：11%,　近畿：20%,　中国：5%,　四国：2%,　九州・沖縄：8%

【未既婚】未婚　59%,　既婚　41%
【子供有無】有　25%,　無　75%

【職業】会社員　39%,　公務員　3%,　自営業　7%,　専門職　2%,　学生　15%,　主婦　17%,　アルバイト・パート　9%,　無職　4%,　その他　4%　
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 枠数 掲載期間 掲載開始日

トップバナー トップ 750,000 想定 貼り付け \150,000 1 4週間 月～金　9～17時

ボタン型バナー サイド 250,000 想定 貼り付け \50,000 3 2週間 月～金　9～17時

懸賞TOPスーパーバナー 懸賞TOP 90,000 想定 貼り付け \27,000 1 4週間 月～金　9～17時

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT/HTML \10,000 5営業日前 -

備考

-

-

-

-

-

約270,000PV/月

約900,000PV/月

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

ターゲティングメール ～10,000通@\20,　10,000通～@\10 件名：30文字以内　　原稿35文字×100行以内

懸賞サイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ネットマイル http://www.netmile.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　60％　女性　40％
【未既婚】未婚　55％　既婚　45％
【地域比】北海道・東北：12％　関東：41％　北陸・甲信越・東海：15％　近畿：19％　中国・四国：6％　九州・沖縄：7％
【年齢比】～19歳：6％　20代：27％　30代：39％　40代：18％　50代：7％　60歳以上：3％
■広告料金一覧(主要PC　WEBメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

マイルくじ トップ 700,000                    想定 ローテーション \400,000 \0.57 2 1週間 毎週火曜日 クリックインセンティブ付

トップレクタングル トップ 700,000                    想定 ローテーション \400,000 \0.57 2 1週間 毎週火曜日 -

レフトボックス トップ 700,000                    想定 ローテーション \150,000 \0.21 2 1週間 毎週火曜日 -

トップページテキスト トップ 1,400,000                  想定 貼り付け \100,000 \0.07 3 1週間 毎週火曜日 -

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

TEXT 1,100,000 \300,000 \0.27 水曜日 -

TEXT 1,100,000 \700,000 \0.64 水曜日 クリックインセンティブ付

TEXT 280,000 \300,000 \1.07 金曜日 -

TEXT 280,000 \500,000 \1.79 金曜日 クリックインセンティブ付

■広告料金一覧（DMメニュー）

形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \50,000 5営業日前 クリックインセンティブ付

HTML \50,000 5営業日前 クリックインセンティブ付

ムービー \1,000,000 5営業日前
クリックインセンティブ付

申込締切：18営業日前まで

ターゲティングメール
～40,000通　＠\15　～70,000通　＠\12
～100,000通　＠\9　100,000通～　＠\7

件名：全角20文字以内　サイズ：横幅600ピクセル（60KB以内）

ムービーターゲティングメール
～50,000通　100万円
50,000通～　＠\20　100,000通～　＠\10

件名：全角２０文字以内　本文：全角３５文字×５行

Piena　ヘッダ

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

週刊ネットマイル　記事中広告

週刊ネットマイル　トピックス 本文：全角35文字×5行（リンク先URL1つ）

～40,000通　＠\10　～70,000通　＠\8
～100,000通　＠\6　100,000通～　＠\5

件名：全角20文字以内　本文：全角35文字×100行

Piena　件名付記事中 件名：全角20文字以内　本文：全角35文字×15行（リンク先URL1つ）

ターゲティングメール

本文：全角35文字×10行（リンク先URL1つ）

本文：全角35文字×10行（リンク先URL1つ）

約560万PV

約13500万PV

メニュー名 原稿サイズ

ネットマイルは国内 大級の共通ポイントサービス。会員数は376万人。ナショナ
ルクライアントを含む提携企業は1,000社。圧倒的な会員誘導力を誇ります。

■懸賞のつぼ★ http://www.tubox.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間

全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　55％　女性　45％

【年齢比】～12歳　0％　13～19歳　2％　20～29歳　14％　30～39歳　29％　40～49歳　28％  50～59歳　16％　60歳以上　11％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

タイアップ広告 ウェブ＋メール 4,900,000 想定 貼り付け \480,000 - 6 2週間 月 -

おすすめお得情報 ウェブ 500,000 想定 貼り付け \160,000 - 5 2週間 月 -

スタンダードバナー ウェブ 500,000 想定 貼り付け \400,000 - 1 2週間 月 1/31まで\200,000

メールマガジン読者獲
得サービス

ウェブ - 保証 貼り付け 20万～60万 ＠\20.00 12 獲得完了まで - 1万件～3万件

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日

TEXT 750,000 \550,000 \0.70 火・木・土

TEXT 750,000 \360,000 \0.40 火・木・土

プレゼントやショッピングなどお得な情報に敏感なユーザーを数多く保有す
る、日本 大級の懸賞情報サイトです。

約300,000PV

約3,000,000PV

原稿サイズ

件名：全角35字　本文：全角38字×100行程度

件名：全角35字　本文：全角38字×100行程度

メニュー名

速報マガジンくじ付き独占号外広告

速報マガジンくじ付き号外　件名記事広告

■ちょびリッチ http://www.chobirich.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 8,000,000PV

トップページUU/月間 678,000UU
全体PV/月間
全体UU/月間 678,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性：51％　女性：49％
【年齢】10代：7％　20代：21％　30代：30％　40代：25％　50代以上：10％
【未既婚】既婚：70％　未既婚：30％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップレクタングル トップ 2,000,000                  保証 ローテーション 400,000                    0.2 - - 月～金

特選サイトバナー トップ 2,000,000                  想定 貼り付け 2,000,000                  1 2 1週間 水

ターゲティング
特選サイトバナー トップ 1,000,000                  想定 貼り付け 600,000～1200000 #VALUE! 1 1週間 水 性別、年齢、都道府県でセグメント可能です

クリックサイトバナー
(クリック保証) トップ 125,000～ 想定 ローテーション \150,000～ 3 - 1週間～ 月～金

24時間以内同一IPよりのクリックはカウントに
含まれません

クリックサイトバナー
(ユニーククリック保証) トップ 75,000～ 想定 ローテーション \240,000～ 8 - 1週間～ 月～金

広告掲載期間内の同一IPよりのクリックはカウ
ントに含まれません

■広告料金一覧（メルマガメニュー）
形式 想定通数 料金 配信単価 配信日

メール 400,000 \600,000 1.5 月～金

メール 200,000 \750,000 \3.75 月～金

メール 60,000 \300,000 5 月～金

メール 40,000 \40,000 1 月～金

※リニューアル記念として、08年06月までに1度に1社様で100万円以上のご発注いただけた場合、10％の割引をいたします。

※事前エントリー割引として、毎月20日までに翌月以降の発注をいただけた場合、20％の割引をいたします。

上記２割引は併用可能です。媒体資料以外のメニューは、割引対象外です。上記２割引以外の割引との併用は致しかねます。

原稿サイズ

35文字×100行

備考

※アクションポイントなしの場合、40万円

直近1年間で買い物をしたことのあるユーザ35文字×100行

35文字×1行

ちょびリッチは国内 大級のポイントサービスサイトです。2008年2月現在の会員
数は105万人です。08年1月23日に大幅リニューアル。

ＨＴＭＬちょびメール

お買物ちょびメール

ポイント交換完了メール

85,881,000PV

メニュー名

ちょびメール
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■予想ネット http://www.yosoo.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
未来を予想するエンターテイメント・コンテンツ。 トップページUU/月間
予想ゲームと業界 大規模のキャンペーン数を掲載する 全体PV/月間
ポイントプログラムが融合した「お得エンターテイメント」サイト。 全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【男女比】男性　59％　女性　41％
【既婚者】未婚45%　既婚55%
【地域比】北海道：5％　東北：5％　関東：44％　北陸・東海：13％　近畿：18％　中国・四国：8％　九州・沖縄：7％
【年齢比】10代以下：7％　20代：32％　30代：37％　40代：17％　50代以上：7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

号外オトク情報メール件名付
単独テキスト記事広告

メール 540,000 配信保証 メール \800,000 \1.48 1枠 1日 任意 平均CTR16%

号外オトク情報メール件名付
単独HTML記事広告

メール 520,000 配信保証 メール \1,000,000 \1.92 1枠 1日 任意 平均CTR13%

ためるゲーム終了バナー WEB 200,000 クリック保証 WEB \350,000 \1.75 6枠 クリック消化まで 任意 大6枠ローテーション

本日の特選情報 WEB 400,000 期間保証 WEB \600,000 \1.50 3枠 1週間 月～日 平均CTR17.5%

■広告料金一覧（メルマガメニュー）

形式 想定通数 料金 配信単価 配信日 備考

HTML 520,000 \600,000 \1.15 火曜 5営業日前

HTML 520,000 \1,000,000 \1.92 任意 5営業日前

テキスト 540,000 \800,000 \1.48 任意 5営業日前

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

HTML \200,000 5営業日前
平均CTR25%

URL1本5箇所まで

テキスト \100,000 5営業日前
平均CTR25%

URL1本5箇所まで

5,000,000PV
-

24,000,000PV
-

メニュー名 原稿サイズ

件名：全角20字　本文：横550×縦700pixcelHTML増刊号　クジ付メール

件名：全角20字　本文：横550×縦700pixcel

件名：全角20字　本文：全角35字×100行程度号外オトク情報メール件名付単独テキスト記事広告

号外オトク情報メール件名付単独HTML記事広告

10,000通～＠\10 件名：全角20字　本文：全角35字×100行程度
ターゲティングオトク情報メール件名付

単独テキスト記事広告

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

13,300通～＠\15 件名：全角20字　本文：横550×縦700pixcel
ターゲティングオトク情報メール件名付

単独HTML記事広告

■ADJUSTネットワークシステム https://www.ad-just.jp/adjust/  

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 66,000,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性：59.20％、女性：40.80％　　【未既婚別】既婚：67.00％、未婚：33.00％　　【子供の有無】子供有：54.97％、子供無：45.03％
【年齢比】～19歳：1.42％、20～24歳：5.04％、25～29歳：9.62％、30～34歳：17.30％、35～39歳：17.82％、40～44歳：17.62％、45～49歳：10.39％
50～54歳：8.65％、55～59歳：6.71％、60歳～：5.42％　　【職業】会社員：35％、専業主婦：14％、会社員（管理職）：10％、アルバイト・フリーター：9％
自営業者：8％、公務員：7％、派遣・契約社員：4％、会社役員・経営者：3％、教職員・講師：2％、医療関係者：2％、高校生：1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

課金形態 掲載期間

1週間単位

■多彩な配信オプションによる広告効果の向上

1週間単位
「なずき」を使用した行動ターゲティング

主婦ユーザー向けの情報サイトパッケージ

オプション

地域指定

ドメイン指定

ビジネス情報サイトのパッケージ。配信オプション活用も可能

曜日の配信指定

都道府県の配信指定

主要ドメインの配信指定

フリークエンシーコントロール

選択カテゴリーにマッチした媒体「なずき」を使用したカテゴリーマッチ

クリエイティブオプティマイザー

時間指定

曜日指定

有効クリエイティブ表示の 適化

一時間単位での表示時間指定

ユーザーへの表示回数制限

概要

2,200,000,000PV

掲載メディア

選択カテゴリーにマッチした媒体+ユーザーの行動履歴

レタスクラブ、主婦と生活社など

東洋経済オンライン、時事ドットコムなど
1ヶ月単位

選択カテゴリーにマッチした媒体「なずき」を使用したカテゴリーマッチ
クリック課金型

インプレッション保証型

概要

日本 大級の法人メディアのネットワークが誕生。
幅広い選択肢のネットワークメディア(2,200,000,000imp/月)から
掲載サイトの掲載面までを指定して配信が可能。

メニュー名

ハイブリットターゲティング

主婦/女性パッケージ

ビジネス・金融パッケージ

カテゴリーマッチ

カテゴリーマッチ

■CustomClick Plus! AdNetwork

■媒体プロフィール 2008年2月現在 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

メニュー名 スペース名 imp/click 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

Run of Network click 保証 ローテーション \70.00 - - 入稿から５営業日後

カテゴリ配信 click 保証 ローテーション \85.00 - - 入稿から５営業日後

WOMAN配信 click 保証 ローテーション \90.00 - - 入稿から５営業日後

地域指定 click 保証 ローテーション \100.00 - - 入稿から５営業日後

※クリック数を保証するもので期間を保証するものではありません。

http://www.customclick.ne.jp/

ｶｽﾀﾑ･ｸﾘｯｸ Plus!は月間7,000万インプレッションを誇るアドネットワーク型
のメディアです。配信先カテゴリ、配信先地域等のﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ機能を駆使
し、より効率的に広告を配信することが可能です。

主要カテゴリ
■WOMAN、ブログ等
※その他のカテゴリーについては担当営業までお問い合わせ下さい。

登録サイトページ ｵｰﾀﾞｰ×配信単価
ｵﾌﾟｼｮﾝに関しましては
別途お問い合わせ下

さい。

約7,000万PV
226万人（自社調べ）

クリック保証・ネットワーク
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■teacup http://www.teacup.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリック保証枠 - CL保証 テキスト \30.00 4 - - -

バナー枠 - CL保証 テキスト \85.00 1 - - -

【性別】　男性：57％　女性：43％
【年代別】　４～１２歳　3.21％　１３～１９歳　11.74％　２０～２９歳　16.37％　３０～３９歳　31.20％　４０～４９歳23.21％　５０～　14.27％
【既婚暦】　未婚　28％　既婚（子供なし）　9％　既婚（子供あり）　60％

PCテキストクリック保証

PCピクチャーバナークリック保証

約１１０万PV

２億PV
６００万人

メニュー名

月間ユニークーユーザー６００万人を誇る掲示板サイトです。
全国・全世代に利用者が多く、幅広い層へのリーチが可能です。

■TrustClick AdNetwork http://www.trustclickadnetwork.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月現在 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

•男女比：男性61.3％、女性38.7％ 
•年齢構成：20歳未満20.28%、20歳以上35歳未満37.56%、35歳以上50歳未満28.96%、50歳以上12.2% 
•職業：会社員38.5%、管理職5.7%、自営業6.4%、学生28.2%、主婦9.3%、農漁林･無職･その他11.9%     

■広告料金一覧（主要メニュー）【～4/30までの配信分に適応】 　※5/1～一部単価の変更がございます。配信期間に合わせて料金一覧ご確認下さい。

メニュー名 スペース名 imp/click 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリック保証 click 保証 ローテーション \70.00～ - - 入稿から５営業日後

imp保証 imp 保証 ローテーション \0.08～ - - 入稿から５営業日後

テキストクリック保証 click 保証 ローテーション \40.00～ - - 入稿から５営業日後

Dejavuリターゲティング click 保証 ローテーション \350～ - - 入稿から５営業日後
imp保証のメニューもございま
す。

■新単価広告料金一覧（主要メニュー）【5/1～の配信分に適応】

メニュー名 スペース名 imp/click 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリック保証 click 保証 ローテーション \95～ - - 入稿から５営業日後

imp保証 imp 保証 ローテーション \0.08～ - - 入稿から５営業日後

テキストクリック保証 click 保証 ローテーション \50.00～ - - 入稿から５営業日後

Dejavuリターゲティング click 保証 ローテーション \350～ - - 入稿から５営業日後
imp保証のメニューもございま
す。

登録サイトページ ｵｰﾀﾞｰ×配信単価

ｵﾌﾟｼｮﾝに関しましては別途お
問い合わせ下さい。

TrustClickアドネットワークは、月間約9億インプレッションを誇り、地域別配信、カテ
ゴリー配信など、広告主様のニーズに合わせて約11,230サイトに広告を配信いたし
ます。

約90,000万PV
2,700万人(自社調べ)

登録サイトページ ｵｰﾀﾞｰ×配信単価

ｵﾌﾟｼｮﾝに関しましては別途お
問い合わせ下さい。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

モバイル商品

★モバイル商品目次 91

Weeklyミニまぐ 車・バイクサイト エンターテイメント・コミュニティ・生活情報サイト

Weekendミニまぐ e燃費 119 etmail

メルモ 93 クルマ情報Goo！ 120 EZweb公式待受サイト★パック

i*freeML 女性向けサイト FILESEEK

ポイントメールモバイル GAL's POP Ｍｙ　Ｔｕｂｅ

クイッくじ 95 GGモバイル oricon ME

着遊め～る 96 girlswalker Pakila

うた★ステ 97 iMUG！ SEEKENモバイル

D2C 98-100 Nissenモバイルメール SPACESHOWERモバイル

モバゲータウン PG（パパゴメス） takumi

モバオク QueenBEE teacup

デコとも SEDA-P TSUTAYA online

mixiモバイル smartMAMA TSUTAYAモバイルゲームズZERO

GREEモバイル/au one GREE 103-104 Sweetマガジン Wazap！モバイル

顔チェキ ヴィーナス研究所 アウケン

モバイルGEO 占いタウン 癒しナビ

ドリームプライズ携帯版 106 キラキラ★デコ同盟 ギガアプリ

お財布.com 107 銀のスプーン キャスフィ

着歌S 恋デコえもじ工場 キャッシングナビ

モッピー スマートナース 究極★待受ポータル

懸賞・ポイント・着メロサイト デコ得 ケータイlivedoor　ピクマガ

5050ｊｐ デコ★ぱら ケータイ版TVガイド

Cccafeメール デコパー ゲンダイネット

ＣＭメールmobile デコメッチ スタービーチ

CoCoLips ひいらぎ先生の診療所 とくプリ

music.jpポイントキャンペーン ピンクベアshop トライゲート

Pコイン.net プリアドメール ニコニコ動画モバイル

TSUTAYAメロディ ママスタジアム 127 パチンコ攻略のツボ

うたまっぷモバイル SNS・無料HP・CGMサイト フォートラベル

学園クエスト Amebaモバイル メルステ

ケータイdeマイル Any モバのじ

ケータイコイン AVI ヤマダ電機モバイル

ゴルゴンゾーラ BitPets らくらく連絡網

ジャンプレ宝くじ bloguri 交通情報ADネットワーク（EZweb）

スクラッちぇ forestpage 交通情報ADネットワーク（Yahoo!ケータイ）

ターゲティングクリック mp7 AD乗換案内

タダ電コム PPP／TENCLICK 乗換案内

ちょびリッチモバイル くちこみネット 乗換案内 for Ezweb

ドリームメールモバイル 恋デコ日記 クリック保証媒体・ネットワーク媒体

プレタウン 大集合NEO i-mobile

プレミアムユニーククリック ナショナルアドレス Mobileclick

ポイントオン 何する？.jp アドプロモーション

ホニャララダンジョン 人気ブログランキング ぷちQメール

着SONG VENUS はてな

着メロ.com 116 ピクチャーランド

ポータルサイト 魔法のiランド

F★ROUTE モバレボ

ケータイBIGLOBE 夕刊フジブログ

ケータイLivedoor 117 ワンタッチBBS

ニュース・スポーツサイト 価格.comモバイル

NewsExpress 携帯コミュニティ[amie]アミィ

sports@niftyもばいる

SportsExpress

The News

超ワールドサッカー

日テレNews24

朝日・日刊スポーツ

日本!ワールドサッカー

135

136

137

138

143

139

132

133

134

140

141

142

128

129

130

131

124

125

126

127

120

121

122

123

92

94

101

110

111

102

105

108

109

118

119

115

116

112

113

114

117
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

【初割】●30％OFF
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないもの。
※複数本割引との併用はできません。

【2本以上割引】●同一四半期内での複数本購入で一律30％OFF
※大量一括購入の場合は、弊社営業担当にお問合せください。

■Weeklyミニまぐ

■媒体プロフィール
媒体名 Weeklyミニまぐ
ＵＲＬ http://mini.mag2.com/

■配信部数 i-mode 220,000部
EZweb 140,000部
softbank  80,000部

日本 大級のメールマガジン発行サイト「まぐまぐ」のモバイル

版オフィシャルメールマガジンです。女性比率が６４％と高く大

量のユーザーに訴求できる広告メニューを用意しています。

■ユーザープロフィール
年齢比未既婚比

男女比

件名：[Weeklyミニまぐ]

<PR>
○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○○○○○○
http://mc1.org/*******
---
■ﾐﾆまぐ情報
今年はやっぱりｹﾞｰﾑの秋!?
ｹﾞｰﾑﾎﾞｰｲﾐｸﾛのやりすぎで､親
指が痛い…｡

ｽﾋﾟｰﾄﾞｸｼﾞは3ﾏﾝｴﾝ!
ｺﾁﾗから↓
http://l.mag2.jp/i/242/rny.
html
■まぐｷﾞｬｻﾞｲﾁｵｼ!

▼ メルマガのヘッダー部に掲載

メルマガのトップ部に掲載されるので、高
い効果が期待できます。広告掲載部に
は、<PR>の文字が挿入されます。

※クリックカウント必須です。
※件名・本文の内容は変更する場合がございます。
※別途、号外メール等を配信する事がございます。▼原稿仕様

掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

i-mode+Ezweb+softbank版 ヘッダー 1 450,000部 木 600,000円

メニュー名

Weeklyミニまぐ

規定・備考

全角8文字×3行、URL1箇所（媒体URLに置換されます）、Mail to不可、Phone to不
可。8文字で改行が入ります。原稿内に広告主・サービス名・商品名いずれか必須。5営業日前

入稿締切

▼ メルマガのヘッダー部に掲載

【初割】●30％OFF
※対象クライアント：2007年1月から現在まで、ご出稿がないもの。
※複数本割引との併用はできません。

【2本以上割引】●同一四半期内での複数本購入で一律30％OFF
※大量一括購入の場合は、弊社営業担当にお問合せください。

■Weekendミニまぐ

■媒体プロフィール
媒体名 Weekendミニまぐ
ＵＲＬ http://mini.mag2.com/

■配信部数 i-mode  290,000部
EZweb 190,000部

softbank 100,000部

日本 大級のメールマガジン発行サイト「まぐまぐ」のモバイル

版オフィシャルメールマガジンです。女性比率が６４％と高く大

量のユーザーに訴求できる広告メニューを用意しています。

■ユーザープロフィール
年齢比未既婚比

男女比

件名：[Weekendミニまぐ]

<PR>
○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○○○○○○
http://mc1.org/*******
---
■ﾐﾆまぐ情報
今年はやっぱりｹﾞｰﾑの秋!?
ｹﾞｰﾑﾎﾞｰｲﾐｸﾛのやりすぎで､親
指が痛い…｡

ｽﾋﾟｰﾄﾞｸｼﾞは3ﾏﾝｴﾝ!
ｺﾁﾗから↓
http://l.mag2.jp/i/242/rny.
html
■まぐｷﾞｬｻﾞｲﾁｵｼ!

※クリックカウント必須です。
※件名・本文の内容は変更する場合がございます。
※別途、号外メール等を配信する事がございます。

▼原稿仕様
掲載位置 枠数 配信数 配信日 料金

i-mode+Ezweb+softbank版 ヘッダー 1 580,000部 金 700,000円
全角8文字×3行、URL1箇所（媒体URLに置換されます）、Mail to不可、Phone to不
可。8文字で改行が入ります。原稿内に広告主・サービス名・商品名いずれか必須。Weekendミニまぐ 5営業日前

メニュー名 入稿締切 規定・備考
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

会員数100万人越えの老舗携帯向けメルマガスタンドです。

発行者のマガジンを審査することで質の高いマガジンを確保し、口コミや
発行者のホームページから常に新規ユーザーの流入が図れております。

■メルモ

■媒体プロフィール
媒体社名：GMOモバイル株式会社
URL：http://merumo.ne.jp/

■配信部数
メルモニュース

ショッピングニュース

FROM:XXX@merumo.ne.jp
件名:[ﾒﾙﾓ]ﾒﾙﾏｶﾞ登録完了

[PR]
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
http://mackks.jp/r?***
---
add_user@docomo.ne.jp様

メルモです。
[マガジン名]の配信を登録
しました。
********u@merumo.ne.jp
に空メールで解除できます。

■ユーザープロフィール
【性別】 男性：30% 女性：70%
【年齢】 ～14歳：2% 15～19歳：25% 20～24歳：22% 25～29歳：14%

30～34歳：12% 35～39歳：11% 40歳～：14％
【職業】 小・中・高校：19％ 大学生：11％ 会社員･公務員：30％

アルバイト・派遣：17％ 自営業：8％ 家事・育児：8％ その他：7％ 無職：4％

全角20文字

+リンクURL1本

全角8文字×3行

＋リンクURL1本

規定・備考

1円200,000円随時保証200,000通1ヘッダ
完了通知

メール

0.6円300,000円金曜日想定500,000通1ヘッダ
ショッピング

ニュース

0.27円150,000円水曜日想定550,000通1センター
5営業
日前

0.55円300,000円水曜日想定550,000通1ヘッダ
メルモ

ニュース

入稿
締切

単価料金配信日
想定
保証

配信通数枠数スペース名メニュー名

※件名指定不可
※半角カナ可
※メルモニュース、ショッピングニュースはi-mode、EZwebでの絵文字、HTML使用可

（movaとauのデコメ非対応機種、及びソフトバンクではHTML利用はできません）
※広告主様サイトへのリンク先URLは、弊社にて用意したジャンプ用URLに

置き換えさせて頂きます
※レイアウトは多少の変更が随時あります
※ショッピングニュースについては、買いきり号外メニューもご提案可能です。

配信日、価格は別途ご相談ください。

▼メルモニュースヘッダ枠 ▼ショッピングニュースヘッダ枠

▼完了通知メール

■広告料金一覧（主要メニュー）

i-mode
Ezweb
softbank

i-mode
Ezweb
softbank

220,000通
200,000通

80,000通

240,000通
220,000通

90,000通
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ freemlモバイル

■媒体プロフィール

媒体名 GMOメディア株式会社
URL http://www.freeml.com/

▼週刊アイフリ ▼週刊アイフリ増刊

1996年サービス開始以降、freemlは国内 大級のメーリングリストサービスとして、延べ1,000万
人以上のユーザーに利用されてきました。10年を経た今なお、メーリングリストの枠を越え、総合

コミュニティサービスとして進化を続けております。

広告スペース
（全角8文字×3行

+ リンクURL）

広告スペース
（全角60文字以内

+ リンクURL）

【週刊アイフリ】
携帯版freemlのみの人気掲示板ページ「アイフリ」のコンテンツと連動、また
freemlで実施している企画や重要なお知らせを告知するオフィシャルメール
マガジンとなります。高い開封率と広告効果が見込めます。

【キャリア構成比】
i-mode : 51%
EZweb : 32%
softbank    : 17%

5営業日前550,000円月曜日想定550,000全面広告(i-mode,Ezweb)週刊アイフリ増刊

5営業日前560,000円木曜日想定700,000ヘッダー(i-mode,Ezweb.softbank)週刊アイフリ

入稿締切料金配信日想定/保証imp/配信スペース名メニュー名

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。
週刊アイフリ／週刊アイフリ増刊 30％OFF
※初割は2007年3月以降ご出稿がないクライアント様が対象です。

■ポイントメールモバイル

■ユーザープロフィール
【性別】男性：52％ 女性：48％
【年齢】～9歳：0.5％ 10～19歳：19.9％ 20～29歳：32.0％

30～39歳：27.5％ 40～49歳：14.4％ 50歳～：5.6％
【地域】北海道：10.6％ 東北：9.3％ 関東：34.5％ 甲信越/北陸：5.2％

東海：8.5％ 近畿：15.1％ 中国：4.6％ 四国：2.5％ 九州・沖縄：9.6％
【セグメント要素】キャリア、都道府県、性別、年齢、未既婚、職業

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。

ポイントメールモバイル ●10円/通
※初割は2007年3月以降ご出稿がないクライアント様が対象です。

ポイントメールモバイルは、ポイントを貯めて豪華賞品に交換できるモバイル専用のポイントサイトです。
サービス開始から４年目を迎え、老舗ポイントサイトとして今も多くのユーザーが利用しています。

■配信数
会員数 i-mode 72,000通

EZweb 113,000通
Y!keitai 15,000通

■媒体プロフィール
媒体名 GMOメディア株式会社
URL http://pmmo.jp/

5営業日前20円/通随時保証10,000ヘッダ(i-mode,Ezweb,softbank)登録完了メール

３営業日前20円/通平日（祝除く)保証9,000全面広告ショッピングメール(女性)

３営業日前20円/通平日（祝除く)保証9,000全面広告ショッピングメール(男性)

３営業日前3円/通土曜想定75,000ヘッダ(i-mode,Ezweb,softbank)メールマガジン（女性枠)

３営業日前3円/通土曜想定80,000ヘッダ(i-mode,Ezweb,softbank)メールマガジン（男性枠)

３営業日前20円/通平日（祝除く)保証200,000全面広告ターゲティングメール

入稿締切料金配信日想定/保証imp/配信スペース名メニュー名
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■クイッくじ

その場で当たる懸賞付きメール。オフラインの懸賞キャンペーンから入会
した、会員で構成されています。

■ユーザープロフィール
【性別】男性：51％ 女性：49％
【年齢】～10歳：1％ 11～20歳：26％ 21～30歳：44％ 31～40歳：19％

41～50歳：7％ 51～60歳：2％ 61歳以上：1％
【地域比】北海道・東北：16％ 北陸：1％ 関東：36.2％ 甲信越3.8％ 中部：11.7％ 近畿16.9％

中国3％ 四国：5％ 九州・沖縄：6.3％

■媒体プロフィール
媒体名 イデアキューブ株式会社
URL http://www.idea-cube.co.jp/9192/ 

件名：クイッくじ☆challenge！ 0/0
------------------------------

☆クイッくじ☆
-challenge!-

*****
*******
**
**********

運営 イデアキューブ
解除
http://www.idms.jp/o/Pg/44672/654FA8C3
/out?9192out=k
問合 info@9192.jp

▼クイッくじ☆challenge!・増刊号

ヘッダー
全角7.5文字×3行+1URL

■配信部数
会員数 i-modeのみ 18,000部

EZwebのみ 18,000部

【初割】初めて掲載されるクライアント様を対象に、初割を適用します。

クイッくじ☆challenge!・増刊号 ●ヘッダー：30％OFF
※初割は2005年1月から現在までご出稿がないクライアント様が対象です。

【2本以上割引】ヘッダー2本以上一括お申し込みの方を対象に割引を適用します。

●一律30％OFF
※大量一括お申し込みメニューもご用意しております。弊社営業担当にお問合せ下さい。
※同時に2つ以上の割引適用はできません。

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切

i-mode 1枠/日 18,000通

ezweb 1枠/日 18,000通

全配信（i-mode） 1枠/日 18,000通 180,000円

全配信（ezweb） 1枠/日 18,000通 180,000円

全配信
（i-mode＋ezweb）

1枠/日 36,000通 324,000円

全配信20歳以上
（i-mode）

1枠/日 14,000通 140,000円

全配信20歳以上
（ezweb）

1枠/日 14,000通 140,000円

全配信20歳以上
（i-mode＋ezweb）

1枠/日 28,000通 252,000円

全配信男性20歳以上
（i-mode）

1枠/日 8,000通 88,000円

全配信男性20歳以上
（ezweb）

1枠/日 8,000通 88,000円

全配信男性20歳以上
（i-mode＋ezweb）

1枠/日 16,000通 160,000円

全配信女性20歳以上
（i-mode）

1枠/日 6,000通 78,000円

全配信女性20歳以上
（ezweb）

1枠/日 6,000通 78,000円

全配信女性20歳以上
（i-mode＋ezweb）

1枠/日 12,000通 144,000円

全配信未婚23歳以上
（i-mode）

1枠/日 3,000通 39,000円

全配信未婚23歳以上
（ezweb）

1枠/日 2,500通 32,500円

全配信未婚23歳以上
（i-mode＋ezweb）

1枠/日 5,600通 66,000円

i-mode 1枠/部 18,000部 120,000円

ezweb 1枠/部 18,000部 100,000円

i-mode＋ezweb 1枠/部 36,000部 200,000円

i-mode 1枠/部 18,000部 120,000円

ezweb 1枠/部 18,000部 100,000円

i-mode＋ezweb 1枠/部 36,000部 200,000円

1週間 1枠/日 -
木～水

（1週間）
100,000円 5営業日前

4週間 1枠/日 -
木～水

（4週間）
300,000円 5営業日前

本文：全角7.5文字以内×3行
リンクURL1本

クイッくじ
ハズレ画面

想定

本文：全角7.5文字以内×3行　リンクURL1
本
本文：全角7.5文字以内×3行 リンクURL1
本

クイッくじ☆challenge!
増刊号

想定

月・火・水・
金・土曜日い
ずれか1枠/

週

5営業日前

件名：全角9文字以内
リンクURL1本：全角84文字以内
 or リンクURL2本：全角68文字以内

クイッくじ☆challenge!
メルマガヘッダー

想定 毎週木曜日 5営業日前
本文：全角7.5文字以内×3行
リンクURL1本

クイッくじ
モバイル全配信パック

想定 木曜を除く平日 5営業日前

規定・備考

クイッくじ
モバイルターゲティング

保証 木曜を除く平日 20円/通 5営業日前
件名：全角9文字以内
リンクURL1本：全角84文字以内
 or リンクURL2本：全角68文字以内
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■着遊め～る

■ユーザープロフィール
【性別】男性48％ 女性52％
【年齢】10～19歳：4％ 20～29歳：39％

30～39歳：32％ 40～49歳：10％ 50～59歳：6％
【地域】北海道・東北：8.8％ 関東：39.4％ 北陸：4.1％

甲信越：3.6％ 中部：7.2％ 近畿：17.2％
中国：4.9％ 四国：3.1％ 九州・沖縄：11.7％

JASRAC公認！着信メロディ無料ダウンロードサイト「着メロで遊ぼう」の
公式DM・公式メールマガジンです。広告メールを受け取ると、着メロ無
料ダウンロードポイントがたまるため、高い開封率が期待できます。

■媒体プロフィール
媒体名 株式会社りーふねっと
URL http://leaf.ne.jp/

▼着遊め～る モバイルターゲティング

▼媒体サイトへ携帯電話よりアクセスできます

タッツーです。本日のスポンサー様↓です。
[PR]

本文：
200文字以内（URL含)

■配信部数
会員数 i-modeのみ 110,000部

▼着遊め～る メンバーメール

タッツーです。本日のスポンサー様↓です。
[PR]

今日は○○を公開したっすよ～･･･

本文：
８文字×２行＋URL

・ＵＲＬはクリックカウント用のものに置き換わります。
・半角カナ､機種依存文字、絵文字は使用不可。
・リンク先にはクライアント名もしくはサービス名を明 記してください。

またお問い合せ先（メールアドレスorTEL）を必ず明記してください。

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切

着遊め～る
モバイルターゲティング

（i-modeのみ）
ターゲティングメール 随時確認 保証 110,000通 随時確認 20円/通 5営業日前

全配信パック 随時確認 想定 110,000通 随時確認 1,080,000円

男性全配信 随時確認 想定 50,000通 随時確認 550,000円

女性全配信 随時確認 想定 53,000通 随時確認 800,000円

ハーフ配信 随時確認 想定 50,000通 随時確認 800,000円

全配信20歳以上 随時確認 想定 100,000通 随時確認 1,000,000円

ハーフ配信20歳以上 随時確認 想定 50,000通 随時確認 500,000円

全配信20歳以上男性 随時確認 想定 50,000通 随時確認 470,000円

全配信20歳以上女性 随時確認 想定 50,000通 随時確認 500,000円

着遊め～る・メンバーメール i-modeのみ 1 想定 110,000部 随時確認 600,000円 5営業日前
全角8文字以内×2行（リンクURL含まず）
URL1本

規定・備考

本文：200文字以内（改行指定可）
※テキスト・URL含む。

着遊め～る
モバイル全配信パック

（i-modeのみ）
5営業日前

リンクURL1本：全角135文字以内
or リンクURL2本：全角110文字以内

（改行指定可）
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

広告メールを受信することにより、高音質カバー着うたを１曲ダウンロード
できるサイトです。配信曲は 新JPOP中心に毎日公開中！（3キャリ

ア対応）

■媒体プロフィール
媒体名 株式会社りーふねっと
URL http://u.leaf.ne.jp/

こんにちは～タッツーです。
↓本日のスポンサー様です。
[PR]

本文：全角10文字以内×4行
＋1URL ■配信部数

会員数 54,000部(３キャリア)

■ユーザープロフィール
【性別】男性44％ 女性56％
【年齢】10代：10％ 20代：45％ 30代：35％ 40代：8％ 50代以上：2％
【地域】北海道・東北：7％ 関東：32％ 信越・北陸：6％

東海：11％ 近畿：19％ 中国：4％ 四国：3％ 九州・沖縄：13％

■うた★ステ
▼うた★ステマガジン

・ＵＲＬはクリックカウント用のものに置き換わります。
・リンク先にはクライアント名もしくはサービス名を明記してください。

またお問い合せ先（メールアドレスorTEL）を必ず明記してください。

こんにちは～タッツーです。
↓本日のスポンサー様です。
[PR]

本文：全角200文字以内
＋1URL

▼うた★ステ ターゲティング

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切

うた★ステマガジン メールヘッダー 随時確認 保証 55,000通 随時確認 16円/通

うた★ステ
ターゲティンング

メールヘッダー 随時確認 想定 低3,000通 随時確認 20円/通

5,000通 随時配信 175,000円

10,000通 随時配信 300,000円

うた★ステ 登録完了メー
ル

件名：［うたステ]＋全角10文字
本文：全角200文字以内＋ＵＲＬ
（改行は全角0.5扱い）
※本文半角可、機種依存・絵文字不可

セグメント：キャリア（ｉ、ｉ＋EZ、SoftBank）
性別・年齢・未既婚・都道府県・職業（会社
員・公務員・自営業・学生・派遣・フリー
ター・パート・主婦・その他）

5営業日前

保証1枠/日登録完了メールフッター

規定・備考

本文：全角10文字以内×4行、URL1本
※半角、機種依存、絵文字不可

本文：10文字以内×2行
URL1本

メニュー名 掲載位置 枠数
想定
保証

配信数 配信日 料金 入稿締切

うた★ステマガジン メールヘッダー 随時確認 保証 54,000通 随時確認 16円/通

うた★ステ
ターゲティンング

メールヘッダー 随時確認 想定 低3,000通 随時確認 20円/通

5,000通 随時配信 175,000円

10,000通 随時配信 300,000円

うた★ステ 登録完了メー
ル

件名：［うたステ]＋全角10文字
本文：全角200文字以内＋ＵＲＬ
（改行は全角0.5扱い）
※本文半角可、機種依存・絵文字不可

セグメント：キャリア（ｉ、ｉ＋EZ、SoftBank）
性別・年齢・未既婚・都道府県・職業（会社
員・公務員・自営業・学生・派遣・フリー
ター・パート・主婦・その他）

5営業日前

保証1枠/日登録完了メールフッター

規定・備考

本文：全角10文字以内×4行、URL1本
※半角、機種依存、絵文字不可

本文：10文字以内×2行
URL1本
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■D2C～週刊iガイド,とくするメニュー,メッセージF ほか～

【ピクチャー広告】
サイトのトップページを中心に掲載されているバナー型の広告。ロゴマークや商品画像などを活かし視覚的な訴
求ができる広告です。

【Gガイドモバイル】
FOMA901i、WIN W41シリーズ以降に標準搭載されている、無料で利用できるテレビ番組表リモコンアプリに掲

載される広告スペースです。バナー型のパネル広告とパネル広告を選択すると出るテキスト広告により構成され
てます。

《プル型メディア》

【メッセージＦ（フリー）】
パケット料金無料でｉモード携帯電話の専用BOXに届けることができる、NTTドコモが配信主体のプッシュ型全

文広告。デモグラフィック（性・年代・地域）や配信時間、またはｉモード機能を指定して配信するため、ターゲット
への効果的な訴求が可能です。

《プッシュ型メディア》

【ドコモコイン】
NTTドコモの通信料金などに充当することができるデジタル・プレミアム・サービスです。ドコモコインを利用し

た広告主のキャンペーン情報は、情報サイト「とくするメニュー」内の「とくする貯金箱」に掲載され、ユーザー
は「とくする貯金箱」でキャンペーン情報を閲覧することができます。4,500万人以上のｉモードユーザが利用可

能なサービスです。

《モバイルソリューション》

NTTドコモの公式メニュー「週刊ｉガイド」「とくするメニュー」や、登録者数900万人以上のプッ
シュ型メディア「メッセージＦ（フリー）」など、信頼性が高く良質な媒体を扱っています。

■媒体プロフィール

Gガイドモバイル

【性別】男性：60% 女性：40%
【年齢】10代：23% 20代：41% 30代：23% 40代：9% 50代以上：4%
【地域比】北海道：5% 東北：6% 関東40% 北陸・甲信越6% 東海：10%

近畿17% 中国：5% 四国：2% 九州・沖縄：8%

週刊iガイド

【性別】男性：51% 女性：49%

【年齢】10代：10% 20代：30% 30代：29% 40代以上：31%

とくするメニュー

【性別】男性：44% 女性：56%
【年齢(男性)】～19歳：5% 20代：25% 30代：42% 40代以上：28%
【年齢(女性)】～19歳：5% 20代：42% 30代：40% 40代以上：13%

メッセージF（フリー)

【性別】男性：54% 女性：46%

■ユーザープロフィール

■ユーザープロフィール
【年齢】10代：10% 20代：23% 30代：22% 40代：21% 50代以上：24%
【地域比】北海道：4% 東北：7% 関東甲信越：40% 東海：11% 北陸：2%

関西：17% 中国：5% 四国：3% 九州・沖縄：11%

【コンテンツ広告】
『とくするメニュー』
毎週100万人以上が訪れる人気サイトです。プレゼントキャンペーン情報や季節・イベントにあわせた特集企画
など、常に新鮮な、ユーザーが知って“とくする”、“楽しい”企業からの情報を掲載しているサイトです。

『とくする通販』
3キャリア対応のショッピング情報ポータルサイト。「ブランディング」「販売促進」「会員獲得」が可能な三位一体の
集客ツールです！様々な導線で各ショップ様へユーザーを送客します。

【モバイルメール広告】
メールマガジンのヘッダ部分に掲載されるテキスト形式の広告。ユーザーのレスポンス率がよく、高い広告効
果が期待できます。

【クロスメディア】
NTTドコモ、au、vodafoneの各公式サイト内の共通ブランドサイト「とくする」（とくするメニュー等）に設置された「と
くナンバーBOX」に、任意の番号を入力する事により広告主のモバイルサイトへダイレクトにアクセスすることが

できるプレアクセスサービス。雑誌や交通広告、テレビなど他媒体からモバイルへの誘引を効果的に行うことが
できます。

※詳細は各媒体の媒体資料をご参照下さい。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

ＵＲＬ  :
コメント:

▼広告サイズ表
スペース名 サイズ 容量 ループ 同時掲載数

週刊iガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
週刊iガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
週刊iガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
ゲームiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
ゲームiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
ゲームiガイドFOMA 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
ミュージックiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
ミュージックiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
ミュージックiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで -
週刊iガイド地域版FOMA、IP-FOMAネットワーク 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで 1
朝日・日刊スポーツ他 192サイズ 2048バイト（Flash5120バイト） 5コマ以下ループ3回まで 3
R25式モバイル各コンテンツ 94サイズ、192サイズ 1024バイト、2048バイト アニメーション不可 2
R25式モバイル各コンテンツ 94サイズ、192サイズ 1024バイト、2048バイト アニメーション不可 2
R25式モバイル各コンテンツ 94サイズ、192サイズ 1024バイト、2048バイト アニメーション不可 6
R25式モバイル各コンテンツ 94サイズ、192サイズ 1024バイト、2048バイト アニメーション不可 2
R25式モバイル各コンテンツ 94サイズ、192サイズ 1024バイト、2048バイト アニメーション不可 10
R25式モバイルTOP以外全ページ（※一部を除く）　 ６（1行目）＋８（2行目）＝全角14文字以内（[PR]含まず） 1
モバイルgoo、提携サイト検索キーワード結果画面 サービス名称全角10字・本文全角20字以内 3～5（1カテゴリー）

とくするTOP 1
とくするTOP及びINDEXページ※ローテーション 4
とくするTOP及びINDEXページ※ローテーション 10（テキスト広告型を含む）

各キャリアの「とくする」TOP 3
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 64x88pixl(縦×横) GIForJPEG2KB 不可 2
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 64x88pixl(縦×横) PNGorJPEG2KB 不可 2
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 64x88pixl(縦×横) PNGorJPEG2KB 不可 2
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 64x88pixl(縦×横) GIForJPEG全パネル合計30KB以内 不可 2
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 64x88pixl(縦×横) PNGorJPEG全パネル合計30KB以内 不可 2
画面中央部 テキスト広告：全角18文字以内　テキスト詳細：全角35文字以内  テキスト広告：20byte以内　テキスト詳細：78byte以内  不可 1
画面中央部 テキスト広告：全角18文字以内　テキスト詳細：全角35文字以内  テキスト広告：20byte以内　テキスト詳細：78byte以内  不可 1
画面中央部 テキスト広告：全角18文字以内　テキスト詳細：全角35文字以内  テキスト広告：20byte以内　テキスト詳細：78byte以内  不可 1
１階層目上位１～５枠 5
１階層目６～１０位枠 5
２階層目５０枠 50
１階層目上位１～５枠 5
１階層目６～１０位枠 5
２階層目５０枠 50
とくする通販TOPページ内 3
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで
全面広告 PDC：全角換算50文字、FOMA：全角換算100字 GIF、JPEG 8000バイト以内 3回まで

メッセージＦ配信
メッセージＦ配信

メッセージＦ配信
メッセージＦ配信

メッセージＦ配信
メッセージＦ配信

とくする通販今週のオススメサイト

メッセージＦ配信

とくする通販セカンドポジション（成果報酬型）

とくする通販サードポジション（成果報酬型）

とくする通販サードポジション（リンク型）

とくする通販ポールポジション（成果報酬型）

とくする通販ポールポジション（リンク型）

とくする通販セカンドポジション（リンク型）

Ｇガイドモバイルセンターテキスト広告au版

Ｇガイドモバイルセンターテキスト広告SoftBank版

Ｇガイドモバイルマルチパネルau版

Ｇガイドモバイルセンターテキスト広告imode版

Ｇガイドモバイルパネル広告SoftBank版

Ｇガイドモバイルマルチパネルimode版

Ｇガイドモバイルパネル広告imode版

Ｇガイドモバイルパネル広告au版

とくするメニュー とくするキャンペーン(コンテンツ広告型)

3とく

とくするメニュー とくするビルボード

とくするメニュー とくするキャンペーン(テキスト広告型)

R25式モバイルフッタテキストジャック

モバイルgoo検索連動広告 ※掲載期間、定価、入稿スケジュールなど詳細についてはお問合せください。

R25式モバイルメニューバナー前日指定

R25式モバイルメニューバナー時間指定なし

R25式モバイルメニューバナー昼

R25式モバイルメニューバナー夜

メンズアダルトパック 2種類のパッケージからお選びいただけます。
R25式モバイルメニューバナー朝

ミュージックiガイドMM200
週刊iガイド地域版パックR100

ミュージックiガイドMM700
ミュージックiガイドMM400

ゲームiガイドパッケージAM200 リンク先にiアプリサービスがあることが必要
ゲームiガイドパッケージAM100 リンク先にiアプリサービスがあることが必要

i-mode公式パックP100
ゲームiガイドパッケージAM400 リンク先にiアプリサービスがあることが必要

i-mode公式パックP400
i-mode公式パックP200

■D2C～週刊iガイド、とくするメニュー、メッセージF ほか
http://www.d2c.co.jp/data/index.html
NTTドコモの公式メニュー「週刊ｉガイド」「とくするメニュー」や、登録者数1100万人以上のプッシュ型メディア「メッセージＦ（フリー）」など、信頼性が高く良質な媒体を扱っていま

メニュー名 備考
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

▼料金一覧
スペース名 imp／配信 想定／保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

週刊iガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 2,600,000 想定 ピクチャー \4,000,000 \4,000,000 4週or5週 月曜
週刊iガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 1,450,000 想定 ピクチャー \2,000,000 \2,000,000 4週or5週 月曜
週刊iガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 700,000 想定 ピクチャー \1,000,000 \1,000,000 2週 月曜
ゲームiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 2,200,000 想定 ピクチャー \4,000,000 \4,000,000 4週or5週 月曜

ゲームiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 1,000,000 想定 ピクチャー \2,000,000 \2,000,000
4週or5週

(IP-
FOMAは2

月曜

ゲームiガイドFOMA 200,000 想定 ピクチャー \1,000,000 \1,000,000 4週or5週 月曜
ミュージックiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 4,400,000 想定 ピクチャー \7,000,000 \7,000,000 4週or5週 月曜
ミュージックiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 1,600,000 想定 ピクチャー \4,000,000 \4,000,000 4週or5週 月曜

ミュージックiガイドFOMA、IP-FOMAネットワーク 800,000 想定 ピクチャー \2,000,000 \2,000,000
4週or5週

(IP-
FOMAは2

月曜

週刊iガイド地域版FOMA、IP-FOMAネットワーク 1,000,000 想定 ピクチャー \1,000,000 \1,000,000 2週 月曜
朝日・日刊スポーツ他 350,000 想定 ピクチャー \500,000 \500,000 1週 月曜
R25式モバイル各コンテンツ 2,000,000 保証 ピクチャー \550,000 1週 月曜
R25式モバイル各コンテンツ 2,000,000 保証 ピクチャー \550,000 1週 月曜
R25式モバイル各コンテンツ 2,000,000 保証 ピクチャー \650,000 1週 月曜
R25式モバイル各コンテンツ 6,000,000 保証 ピクチャー \1,500,000 1週 月曜
R25式モバイル各コンテンツ 2,000,000 保証 ピクチャー \500,000 1週 月曜
R25式モバイルTOP以外全ページ（※一部を除く）　 18,000,000 想定 テキスト \1,000,000 1週 木曜
モバイルgoo、提携サイト検索キーワード結果画面 ※ クリック課金 テキスト ※クリック課金制 ※ ※
とくするTOP 1,100,000 想定 ピクチャ広告型orコンテンツ広告型 \3,000,000 \3,000,000 1週間 月
とくするTOP及びINDEXページ※ローテーション 300,000 想定 テキスト広告型 \1,000,000 \1,000,000 1週間 月
とくするTOP及びINDEXページ※ローテーション 300,000 想定 コンテンツ広告型 \1,000,000 \1,000,000 1週間 月

各キャリアの「とくする」TOP 720,000 想定 コンテンツ広告型 \2,500,000 \2,500,000 1週間

月※i
mode 9:00

EZweb
13:00

softbank
11:00

画面下部(30秒毎ローテーション表示) 10,000,000 想定 パネル \1,000,000 \1,000,000 1ヶ月 毎月1日
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 7,500,000 想定 パネル \1,000,000 \1,000,000 1ヶ月 毎月1日
画面下部(30秒毎ローテーション表示) 2,000,000 想定 パネル \500,000 \500,000 1ヶ月 毎月1日

画面下部(30秒毎ローテーション表示) 30,000,000 想定 パネル \5,000,000 \5,000,000 1日

任意の1日
1-5日、15
日、16日、
及び毎週
月曜日を

画面下部(30秒毎ローテーション表示) 10,000,000 想定 パネル \2,000,000 \2,000,000 1日

任意の1日
1-5日、15
日、16日、
及び毎週
月曜日を

画面中央部 1,500,000 想定 テキスト \500,000 \500,000 1ヶ月 毎月1日
画面中央部 1,500,000 想定 テキスト \500,000 \500,000 1ヶ月 毎月1日
画面中央部 500,000 想定 テキスト \250,000 \250,000 1ヶ月 毎月1日

１階層目上位１～５枠
Webテキ

スト
＋バナー

\500,000（月） \500,000（月） 6ヶ月or12ヶ月 １日、１６日

１階層目６～１０位枠 Webテキスト \250,000（月） \250,000（月） 6ヶ月or12ヶ月 １日、１６日
２階層目５０枠 Webテキスト \50,000（月） \50,000（月） 6ヶ月or12ヶ月 １日、１６日

１階層目上位１～５枠
Webテキ

スト
＋バナー

 \350,000＋
成果報酬

（月）

 \350,000
＋

成果報酬
（月）

6ヶ月or12ヶ月 １日、１６日

１階層目６～１０位枠 Webテキスト

\150,000＋
成果報酬

（月）

\150,000＋
成果報酬

（月）
6ヶ月or12ヶ月 １日、１６日

２階層目５０枠 Webテキスト

\ 35,000＋
成果報酬

（月）

\ 35,000＋
成果報酬

（月）
6ヶ月or12ヶ月 １日、１６日

とくする通販TOPページ内
Webテキ

スト
＋バナー

\200,000 \200,000 1週間 水

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \30,000,000 @5.00 6,000,000 １日 毎週月～土曜日

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \27,500,000 @5.50 5,000,000 １日 毎週月～土曜日

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \24,000,000 @6.00 4,000,000 １日 毎週月～土曜日

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \21,000,000 @7.00 3,000,000 １日 毎週月～土曜日

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \16,000,000 @8.00 2,000,000 １日 毎週月～土曜日

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \9,000,000 @9.00 1,000,000 １日 毎週月～土曜日

全面広告 ﾒｯｾｰｼﾞF配信　可能者数　1126万人　(H19.5.20現在) 保証 プッシュ \500,000 @10.00 50,000 １日 毎週月～土曜日メッセージＦ配信

メッセージＦ配信
メッセージＦ配信

メッセージＦ配信
メッセージＦ配信

メッセージＦ配信
メッセージＦ配信

とくする通販サードポジション（成果報酬型）

とくする通販今週のオススメサイト

とくする通販ポールポジション（成果報酬型）

とくする通販セカンドポジション（成果報酬型）

とくする通販セカンドポジション（リンク型）

とくする通販サードポジション（リンク型）

Ｇガイドモバイルセンターテキスト広告SoftBank版

とくする通販ポールポジション（リンク型）

Ｇガイドモバイルセンターテキスト広告imode版

Ｇガイドモバイルセンターテキスト広告au版

Ｇガイドモバイルマルチパネルimode版

Ｇガイドモバイルマルチパネルau版

Ｇガイドモバイルパネル広告au版

Ｇガイドモバイルパネル広告SoftBank版

3とく

Ｇガイドモバイルパネル広告imode版

とくするメニュー とくするキャンペーン(テキスト広告型)

とくするメニュー とくするキャンペーン(コンテンツ広告型)

モバイルgoo検索連動広告
とくするメニュー とくするビルボード

R25式モバイルメニューバナー時間指定なし

R25式モバイルフッタテキストジャック

R25式モバイルメニューバナー夜

R25式モバイルメニューバナー前日指定

R25式モバイルメニューバナー朝

R25式モバイルメニューバナー昼

週刊iガイド地域版パックR100

メンズアダルトパック

ミュージックiガイドMM400

ミュージックiガイドMM200

ゲームiガイドパッケージAM100

ミュージックiガイドMM700

ゲームiガイドパッケージAM400

ゲームiガイドパッケージAM200

i-mode公式パックP200
i-mode公式パックP100

メニュー名

i-mode公式パックP400
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■モバゲータウン http://mbga.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【男女比】6:4
【キャリア】imode：53%、ezweb：36%、Yahoo!ケータイ：11%　
【年齢構成】20歳未満：42%、20-29歳：39%、30歳以上：19%

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップピクチャー トップページ 1,000,000 保証 ローテーション \500,000 \0.50 80～90枠 1週間 毎週火曜日 キャリア指定可

SNS完了画面
モンスター

SNS機能利用後完了
画面

1,000,000 想定 ローテーション \500,000 \0.50 80～90枠 1週間 毎週火曜日
男女指定可能70万円

キャリア指定可

ゲーム完了画面
モンスター

ゲーム完了画面 1,000,000 想定 ローテーション \700,000 \0.70 7枠 1週間 毎週火曜日 -

モバゲーNEWSヘッダ メールマガジンヘッダ 1,580,000 想定 貼り付け \1,700,000 \1.08 随時確認 - 毎週火・水曜日 -

ターゲティングメール 専用メール 25,000 保証 貼り付け \300,000 \12.00 随時確認 - 毎週月・木・金曜日
性別・年齢(1歳単位)・
キャリア・都道府県

指定可

マンスリー
ユニーククリック保証

サークル、友達検索上
部など

50,000 保証 ローテーション \750,000 \15.00 随時確認
目標数達成
次第終了

随時 60万クリック保証×5社

トップピクチャー (Ｙ!ｹｰﾀｲ) トップページ 1,000,000 保証 ローテーション \500,000 \0.50 4枠 1週間 毎週火曜日

ゲームトップピクチャー ゲームトップ 1,000,000 想定 ローテーション \500,000 \0.50 ４枠 1週間 毎週火曜日

SNS完了画面
モンスター(Ｙ!ｹｰﾀｲ)

SNS機能利用後完了
画面

1,000,000 想定 ローテーション \500,000 \0.50 約10枠 1週間 毎週火曜日

943万人の会員を有するモバイル 大級メディアとなります。20歳以上の会員が急増してお
り、500万人以上が20歳以上の会員となっております。一方、16-17歳男性についても国民
の約2人に1人以上がモバゲーユーザーとなっており、若年層にも依然強い支持を受けており
ます。

《主要コンテンツ》SNS機能、ゲーム機能を始め、検索、小説投稿、デコメ、動画、占い、
ニュース等全てのユーザーがアクティブに利用する日本 大級のモバイルポータルサイトです。

約4億PV

約151.9億PV
-

約943万人

■モバオク http://mbok.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップテキスト トップページ 1,000,000 想定 ローテーション \200,000 \0.20 4枠/週 1週間 毎週火曜日 -

モバオク
NEWSヘッダ広告

メールマガジンヘッダ 270,000 想定 貼り付け \650,000 \2.41 2枠/月 -
各月第3週の月・火曜

日
エントリー商品

カテゴリー
アライアンス

キャッシング・ローン
トップページ 20,000,000/月 想定 貼り付け \900,000 \0.05 5社 月初～月末

掲載月の
第１営業日

エントリー商品

カテゴリー
アライアンス

一般
トップページ 20,000,000/月 想定 貼り付け \750,000 \0.04 各カテゴリー1枠 月初～月末

掲載月の
第１営業日

エントリー商品

携帯 大級のオークションサイト。いつでも、どこでも参加できる事からアクティブなユーザー
が多く、PV・会員数共順調に伸ばしております。会員は有料で利用頂けます。

《主要コンテンツ》オークションに機能を特化しており、ユーザーは入札・出品・落札などがス
ムーズに行えるだけでなく、マイページにてお気に入り商品をストックすることが可能です。

【男女比】50%：50%
【キャリア】imode：100%
【年齢構成】10代：9%、20代：60.6%、30代：21.8%、40代：8.6%

約550万PV
-

約21億PV
約50万人
約60万人
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■デコとも http://decotomo.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
ユーザー数

《主要コンテンツ》人材系、美容系EC、化粧品EC等

■ユーザープロフィール
【性別】男性：25％　女性：75％
【年齢（男性）】10代：12％　20代：17.8％　30代：3.7％　40代：1.3％　50代以上：0.3％
【年齢（女性）】10代25.0％　20代：36.6％　30代：10.3％　40代：3％　50代以上：0.5％
性別・年齢・地域(都道府県)・職業・趣味・機種にてセグメント可能

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 CL/imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

サイトバナー WEBバナー 10,000 クリック保証 WEB \200,000 \20.00
お問い合わせ

ください
お問い合わせ

ください
随時 セグメント可

サイトバナー WEBバナー 100,000 インプレッション保証 WEB \200,000 \2.00
お問い合わせ

ください
お問い合わせ

ください
随時 セグメント可

ターゲティングメール メール 10,000 通数保証 メール \150,000 \15.00
お問い合わせ

ください
1日 毎週月・水曜 セグメント可

ウェルカム
メール

メール 10,000 通数保証 メール \150,000 \15.00 1枠 1日 随時 セグメント不可

デコメターゲティング
メール

メール 10,000 通数保証 メール \150,000 \15.00 1枠 1日 毎週月・水曜 セグメント可

ショッピング
メール

メール 500,000 通数保証 メール \10,000,000 \20.00 1枠 1日 第2・第4金曜日 18歳以上の男女50万人

120,000,000PV

9,000,000PV

3,280,000人

デコともは日本 大の無料デコメ作成サイトです！2006年のサービスインよりTVCMを中心に会
員増加し2007年9月には300万人突破！非常にアクティブなF0～F1層ユーザー中心のユーザー
属性から、各クライアント様のプロモーションに抜群の効果を発揮します。

■mixiモバイル http://m.mixi.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

《主要コンテンツ》　SNS（日記、コミュニティ）

■ユーザープロフィール

【男女比】男性　45.1％　女性　54.9％
【年齢層】18・19歳　16.7％　20代　61.7％　30代　17.8％　40代以上　3.8％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPバナー Toｐページ 3,200,000 想定 ピクチャー \900,000 \0.28 50前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

TOPバナー（imode） Toｐページ 1,600,000 想定 ピクチャー \500,000 \0.31 9前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

TOPバナー（ezweb） Toｐページ 1,300,000 想定 ピクチャー \500,000 \0.38 9前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

TOPバナー（SoftBank） Toｐページ 900,000 想定 ピクチャー \350,000 \0.39 3前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

書込完了バナー
（男性指定配信）

書込完了画面 1,200,000 想定 ピクチャー \450,000 \0.38 7前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

書込完了バナー
（女性指定配信）

書込完了画面 1,300,000 想定 ピクチャー \700,000 \0.54 13前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

メッセージバナー
メッセージ

送信完了画面
1,000,000 想定 ピクチャー \450,000 \0.45 10前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

足あとバナー 足あとページ 3,600,000 想定 ピクチャー \500,000 \0.14 20前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

ターゲティングテキスト
セグメント共通

日記関連画面上部 5,000,000 想定 テキスト \300,000 \0.06 31前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

フッターテキスト 日記関連画面下部 20,000,000 想定 テキスト \300,000 \0.02 8前後 1週間 月曜日
2本以上20％OFF
4本以上30％OFF

ピコミクバナー ピコピコmixi関連面 1,000,000 想定 ピクチャー \200,000 \0.20 6前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

ピコミクスコアバナー ピコピコmixi関連面 1,000,000 想定 ピクチャー \400,000 \0.40 3前後 1週間 月曜日 4本以上10%引き

コミュニティバナー コミュニティページ カテゴリに拠る 想定 ピクチャー カテゴリに拠る カテゴリに拠る カテゴリに拠る 1週間 月曜日
詳細は媒体資料をご
確認ください

約6,770,000UU
約6,770,000UU

約7,500,000,000PV

約1,200,000,000PV
約6,770,000UU

mixiモバイルでは、日記の書き込みや閲覧、コミュニティの新着情報の確認等、ＰＣ版
ミクシィの多くの機能の使用が可能です。通勤・通学途中や外出中など、生活の様々
なシーンで多くのmixiユーザが活用しています。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

【主要コンテンツ】SNS、ペット育成、無料ゲーム、デコメ
■ユーザープロフィール
【総ユーザー数】約4,000,000人
【男女比】男性：52％　女性48％
【年齢比】20歳未満：33％　20代：36％　30代：23%　40代以上：8％

■広告料金一覧（モバイルメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

モバイル版
トップピクチャー

GREEトップ
GREEホーム画面

トップ
1,500,000 想定 ローテーション \300,000 \0.20

10枠前後
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版
トップピクチャー

20歳以上セグメント

GREEトップ
GREEホーム画面

トップ
1,300,000 想定 ローテーション \300,000 \0.23

4枠前後
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版
トップピクチャー
女性セグメント

GREEトップ
GREEホーム画面

トップ
1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30

4枠上限
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版
トップピクチャー
男性セグメント

GREEトップ
GREEホーム画面

トップ
1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30

4枠上限
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー

各ページ書込み完了画面 1,300,000 想定 ローテーション \300,000 \0.23
2枠前後

※変動の可能性がございます。
1週間 月曜日

・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー

20歳以上セグメント

各ページ書込み完了画面 1,100,000 想定 ローテーション \300,000 \0.27
4枠前後

※変動の可能性がございます。
1週間 月曜日

・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー
女性セグメント

各ページ書込み完了画面 1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30
2枠上限

※変動の可能性がございます。
1週間 月曜日

・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー
男性セグメント

各ページ書込み完了画面 1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30
2枠上限

※変動の可能性がございます。
1週間 月曜日

・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
グリゲー完了画面
Wサイズバナー

グリゲー　ゲーム完了画面 400,000 想定 ローテーション \300,000 \0.75
1枠上限

※変動の可能性がございます。
1週間 月曜日

・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
SNSヘッダーテキスト

トップとホームを
除く第2階層

以下中面ページ
10,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.03

4枠前後
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
SNSヘッダーテキスト
20歳以上セグメント

トップとホームを
除く第2階層

以下中面ページ
7,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.04

2枠前後
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
フッターテキスト

トップとホームを
除く第2階層

以下中面ページ
20,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.02

2枠前後
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
フッターテキスト

20歳以上セグメント

トップとホームを
除く第2階層

以下中面ページ
16,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.02

1枠前後
※変動の可能性がございます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

モバイル版GREE
ニュースメールマガジン

GREEモバイル版
ニュース

メールマガジン
250,000通 配信日保証 メール \300,000 \1.20 2枠/週 1日 月曜日

配信時間：凡そ
8：00～17：00

モバイル版GREE
ニュースメールマガジン

20歳以上セグメント

GREEモバイル版
ニュース

メールマガジン
200,000通 配信日保証 メール \300,000 \1.50 1枠/週 1日 月曜日

配信時間：凡そ
8：00～17：00

■GREE モバイル(配信キャリア：ドコモ、SoftBank）　http://gree.jp/

非公開
約120,000,000PV/日(3キャリア)

-

非公開

2006年11月にKDDI公式サービスとしてリリースした「au one GREE※」とも連動する日本有数の多機
能モバイルSNSです。
2007年2月のi-modeでの公式コンテンツ化に加え、同年8月のYahoo!ケータイでも公式コンテンツとな
り、会員数を飛躍的に増加させています。今後もモバイルに注力したコンシューマージェネレーテッドメディ
ア(CGM)として一掃の飛躍を目指します。
なお、au one GREEのメニューは、ドコモ・Softbankと切り離される形で販売されており、本シートではド
コモ・SoftBankのみのご案内となります。
※2007年9月下旬より「EZ GREE」は「au one GREE」としてサービス名が変更されました。

AD
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■au one GREE（au向けケータイ版GREE） ｈｔｔｐ//gree.jp/  http://gree.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

【主要コンテンツ】SNS、ペット育成機能、無料ゲーム、デコメ

■ユーザープロフィール
【総ユーザー数】約4,000,000人
【男女比】男性　52％　女性　48％
【年齢比】20歳未満：33％　20代：36％　30代：23％　40代以上：8％

■広告料金一覧（モバイルメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

au one GREE
トップピクチャー

au one GREEトップ
au one GREEホーム

1,900,000 想定 ローテーション \300,000 \0.16
21枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
トップピクチャー

２０歳以上セグメント

au one GREEトップ
au one GREEホーム

1,500,000 想定 ローテーション \300,000 \0.20
7枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

１週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
トップピクチャー
女性セグメント

au one GREEトップ
au one GREEホーム

1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30
7枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
トップピクチャー
男性セグメント

au one GREEトップ
au one GREEホーム

1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30
7枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー

各ページ書込み完了
画面

1,500,000 想定 ローテーション \300,000 \0.20
10枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー

２０歳以上セグメント

各ページ書込み完了
画面

1,100,000 想定 ローテーション \300,000 \0.27
4枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー
女性セグメント

各ページ書込み完了
画面

1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30
4枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
SNS完了画面
Wサイズバナー
男性セグメント

各ページ書込み完了
画面

1,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.30
4枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
グリゲー完了画面
Wサイズバナー

グリゲー　ゲーム完了
画面

400,000 想定 ローテーション \300,000 \0.75
5枠上限

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
SNSヘッダーテキスト

トップとホームを除く第
2階層以下中面ページ

10,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.03
12枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
SNSヘッダーテキスト
２０歳以上セグメント

トップとホームを除く第
2階層以下中面ページ

7,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.04
4枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
フッターテキスト

トップとホームを除く第
2階層以下中面ページ

25,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.01
6枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
フッターテキスト

２０歳以上セグメント

トップとホームを除く第
2階層以下中面ページ

20,000,000 想定 ローテーション \300,000 \0.02
2枠前後

※変動の可能性がご
ざいます。

1週間 月曜日
・毎週14時開始
・差し替え不可

au one GREE
ニュース

メールマガジン

au one GREE
ニュース

250,000 配信日保証 貼り付け \300,000 \1.20 3枠/週 1日 月曜日
配信時間：凡そ
8：00～17：00

ニュースメール
マガジン

２０歳以上セグメント

au one GREE
ニュース

200,000 配信日保証 貼り付け \300,000 \1.50 1枠/週 １日 月曜日
配信時間：凡そ
8：00～17：00

au one GREE
ニュースメール

マガジン
女性セグメント

au one GREE
ニュース

150,000 配信日保証 貼り付け \300,000 \2.00 1枠/週 1日 月曜日
配信時間：凡そ
8：00～17：00

au one GREE
ニュースメール

マガジン
男性セグメント

au one GREE
ニュース

150,000 配信日保証 貼り付け \300,000 \2.00 1枠/週 1日 月曜日
配信時間：凡そ
8：00～17：00

約120,000,000 PV/日（3キャリア）

-

非公開

非公開

2006年11月に公式サービスとしてリリースした「au one GREE※」は、GREEがKDDIと共同
運営したau向け日本有数の多機能SNSです。今後もモバイルに注力したコンシューマージェ
ネレーテッドメディア（CGM）として一層の飛躍を目指します。※2007年9月下旬より「EZ
GREE」は「au one GREE」としてサービス名が変更されました。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■顔ちぇき！～誰に似てる？～ http://kaocheki.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

ユーザー数

■ユーザープロフィール

【男女比】　男性　21％　女性　79％

【職業】　学生　50％　会社員/OL　20％　フリーター　7％　専業主婦　7％

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPプレミアムピクチャー TOP 500,000 imp保証
ピクチャー/

テキスト
\200,000 \0.40 2枠/週 1週間前後想定 月曜

ＴＯＰ中面テキスト TOP 2,000,000 imp保証 テキスト \140,000 \0.07 1枠 4週間前後想定 月曜

完了画面モンスター 結果完了ページ 700,000 imp保証 ピクチャー \250,000 \0.36 1枠/週 1週間前後想定 月曜

ローテーション
ピクチャー

結果完了ページほかサイト
内各種ページ

1,000,000 imp保証 ピクチャー \250,000 \0.25 1枠 4週間前後想定 月曜 キャリア別配信可能

1,000,000通 通数想定 メール \1,100,000 \1.10 2枠/号 1日 金曜

500,000通 通数想定 メール \600,000 \1.20 2枠/号 1日 金曜

キャリア指定配信
200,000通

通数想定 メール \300,000 \1.50 2枠/号 1日 金曜
・ECクライアント不可
・対応キャリアi-mode,

ez-web,yahoo

メールマガジン
フッダー

1,000,000通 通数想定 メール \550,000 \0.55 3枠/号 1日 金曜

デコメール 250,000通 通数想定 メール \600,000 \2.40 1枠/号 1日 金曜

顔ちぇき！
プレミアム配信

メールマガジン
ヘッダー

20,000通～ 通数想定 メール
\15／通～

属性指定により
単価が変わります

- 1枠/号 1日 火曜

※「コンテンツタイアップ企画」「自社コンテンツ・スポンサー企画」など、タイアップメニューもございますので、別途お問い合わせください。

メールマガジン
ヘッダー

【年齢比】　～15歳　28％　16～19歳　22％　20～24歳　15％　25～30歳　12％　　　31
～34歳　10％　35～39歳　7％　40～49歳　5％　50～59歳　0％　60歳～　1％

専門職（販売員・美容師）　5％　自営業　2％　その他　8％

利用者が携帯電話から顔写真を送信すると、顔画像認識技術を利用した独自のアルゴリ
ズムにより、有名人のリストから も似ている３人を判定できるコンテンツです。

累計利用者数：8300万人 　ユニークユーザー数：820万人

《主要コンテンツ》日常的な会話でよく使われる「（有名人の）○○に似ていると言われる」とい
うフレーズを実際に判定し、利用者間でのコミュニケーションをより楽しくする、モバイル・エンタテ
インメント コンテンツです。（本家顔ちぇき！　ﾊﾘｳｯﾄﾞちぇき！　アニマルちぇき！　ドラマちぇ
き！　パパちぇき！　ママちぇき！　期間限定ちぇき！　ランキング）

顔ちぇき！通信

■モバイルGEO http://www.geogp.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

《主要コンテンツ》
店舗キャンペーン情報、新着商品情報、エンタメニュース配信　など
会員向けご利用照会メニュー
■ユーザープロフィール
【性別】男性：56％　女性：44％
【キャリア】docomo：56.6%  au：29.1% softbank：14.3%
【年齢】10代：14％　20代：47％　30代：33％　40代：1.4％　50代以上：4.7％
【地域比】北海道：11.4％　東北：13.5％　関東：23.9％　北陸：4.2％ 信越：3.4％

東海：12.8％　近畿：10.9％　中国：4.3％　四国：2.6％　九州：10.7％  沖縄：2.4％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

総合メルマガ ヘッダ 600,000 配信保証 メール \600,000 - 1枠/週 1日 毎週月曜
性別セグメント可⇒男性35万
通、女性25万通　共に@1.5円

ショップ情報
メルマガ

ヘッダ 600,000 配信保証 メール \600,000 - 1枠/週 1日 毎週金曜
性別セグメント可⇒男性35万
通、女性25万通　共に@1.5円

エンタメ情報
メルマガ

ヘッダ 170,000～210,000 配信保証 メール \170,000 - 2枠/週 1日 毎週水曜
GAME・音楽・
映画選択可

ぐっとメール
imodeヘッダ

/softbank/ezweb全面
10,000～ 通数保証 メール \150,000～ \15.00 2枠/週 1日 毎週火曜、木曜 クリックインセンティブなし

ぐっとメール　プレミアム
imodeヘッダ

/softbank/ezweb全面
10,000～ 通数保証 メール \200,000～ \20.00 2枠/週 1日 毎週火曜、木曜 クリックインセンティブあり

トップバナー トップページ 300,000 期間保証 貼り付け \300,000 - 1枠 2週間 火曜日 ピクチャー

トップテキストＡ トップページ 300,000 期間保証 貼り付け \150,000 - 1枠 2週間 火曜日 3キャリア

トップテキストＢ トップページ 150,000 期間保証 貼り付け \100,000 - 1枠 2週間 火曜日
2キャリア（ＥＺweb、Yahoo！
ケータイ）

登録完了、属性更新メール
パック

ヘッダ 7,000 通数保証 メール \210,000 - １枠 想定2週間消化 水曜日
2キャリア（ＥＺweb、Yahoo！
ケータイ）

1,000,000PV
-
-
-
-

エンタメほか、ビューティコスメ・働く・学ぶなど様々な趣味嗜好のユーザーにターゲティングが
可能。また、ゲオ店舗会員の正確な属性情報を基にしたユーザーで、より効果的にアプ
ローチを行えます。3キャリア公式サイト。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ドリームプライズ☆携帯版
http://mobile.dream-prize.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
全体PV/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　43%　女性　57%

【キャリア】DoCoMo　46%　Ezweb　48%　softbank 6%

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール 5,000通～ 通数保証 ￥100,000～ \20.00

リアルフィットメール 1,000通～ 通数保証 - ￥25～￥40
アンケート結果より

選択

トリプルメール 10,000通～ 通数保証 ￥150,000～ \15.00 低配信数10,000通

登録完了メール ミドル ～30,000通 通数保証 メール ～\900,000 \30.00～ 各セグメント1枠 1ヶ月～ -

デイリークリック保証
（ezweb)

110,000クリック/週 \550,000 \5.00
左記クリック数は
Ezwebの1週間の
クリック数

セグメントデイリー
クリック保証

- - \8.00
セグメント指定により保
証数変動

完全ユニーククリック
保証(3キャリア)

70,000クリック/月 \700,000 \10.00
左記クリック数は3キャ
リアの月間の
クリック数

完全ユニーククリック
保証(i-mode)

35,000クリック/月 \350,000 \10.00
左記クリック数はi-
modeの月間の
クリック数

セグメント完全
ユニーククリック保証

- - \15.00
セグメント指定により保
証数変動

おまかせコミット
プラン

WEB（＋メール） - 獲得保証
WEBテキスト
（＋メール）

- 要相談 随時 1ヶ月～
業種、単価、セグメント
等によって獲得数、料
金がことなります

700,000PV想定 \100,000 - 1週間

1,400,000PV想定 \150,000 - 2週間

モンスターバナー WEB 300,000PV想定 期間保証
WEBピクチャー

＋テキスト
￥100,000～ ￥100,000～ 1枠 1ヶ月

【年齢比】10～19歳　37%　20～29歳　43%　30～39歳　13%　40～49歳　4%
　　　　　　50歳以上　3%

1日

随時

メールメール全面

WEB クリック保証 WEBテキスト

ドリプラモバイルは、「貯まりやすさＮｏ.1」「オモシロさＮｏ.1」「サポート対応Ｎｏ.1」「高還元率
Ｎｏ.1」「新機能充実Ｎｏ.1」を追求し続けるＮｏ.1お小遣いサイトです。業界トップ「7万アイ
テム」のデコメ（無料ダウンロード可）、着歌・着メロ・ゲームなどのコンテンツが充実されていま
すので、単なる懸賞ポイントサイトではなく、ポイントポータルサイトとしての魅力を確立してい
ます。

約3,000,000PV
約12,000,000PV

約74万人

【主要コンテンツ】毎日クリックで貯める、期間限定キャンペーン、どきどき★クリック！、

コインとり放題、ドリプランキング、ドリプラShopping、ドリプラ☆ガジノ、宝箱を探せ！、

無料デコメ、脳トレゲーム、着うた、宝探し、モバ鉄、電子コミック（Fomaのみ）

随時

随時

【職業】学生　44%　会社員　23%　アルバイト　13%　専業主婦　6%　経営者　4%
　　　　 その他　10%

スペシャルバッジ広告
人気コーナーでの

掲載
WEB 期間保証

WEBテキスト＋
ピクチャー

1枠
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■お財布.com http://osaifu.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点

ユーザー数

【主要コンテンツ】
クリックインセンティブの広告メール/ログイン前後トップロゴ下のバナー枠
お財布クリックページ上のテキスト枠・バナー枠など

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名
低保証PV数
低imp条件
低配信条件

想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数
掲載期間
/配信期間

掲載開始日 備考

4,000,000PV 期間保証 Webバナー \150,000 約￥0.04
1枠/月初～15日
1枠/16日～末日

月初～15日
16日～末日

基本的に
1日、16日から

3キャリア

2,000,000PV 期間保証 Webバナー \100,000 約￥0.05
1枠/月初～15日
1枠/16日～末日

月初～15日
16日～末日

基本的に
1日、16日から

i-mode

1,900,000PV 期間保証 Webバナー \100,000 約￥0.05
1枠/月初～15日
1枠/16日～末日

月初～15日
16日～末日

基本的に
1日、16日から

EZweb

クリック保証ターゲティ
ングバナー

デイリーユニーク
\150,000～ \15 1週間内消化

クリック保証ターゲティ
ングバナー

マンスリーユニーク
\250,000～ \25 月内消化

クリック保証ターゲティ
ングテキスト

デイリーユニーク
\150,000～ \15 1週間内消化

クリック保証ターゲティ
ングテキスト

マンスリーユニーク
\250,000～ \25 月内消化

クリック保証バナー
デイリーユニーク

\100,000～ \10 1週間内消化

クリック保証バナー
マンスリーユニーク

\200,000～ \20 月内消化

クリック保証テキスト
デイリーユニーク

\100,000～ \10 1週間内消化

クリック保証テキスト
マンスリーユニーク

\200,000～ \20 月内消化

クリック保証ターゲティ
ングメール

デイリーユニーク
\150,000～ \15 1週間内消化

クリック保証ターゲティ
ングメール

マンスリーユニーク
\300,000～ \30 月内消化

クリック保証メール
デイリーユニーク

\100,000～ \10 1週間内消化

クリック保証メール
マンスリーユニーク

\200,000～ \20 月内消化

ターゲティングメール
メール件名

メール本文全面
- 通数保証 テキストメール 任意 \25 1キャリア1枠 1日 随時

i-mode
EZweb

SoftBank

18万通 通数保証 テキストメール \2,340,000 \13 1枠 1日 随時 i-mode

16万通 通数保証 テキストメール \2,080,000 \13 1枠 1日 随時 EZweb

3万通 通数保証 テキストメール \390,000 \13 1枠 1日 随時 SoftBank

- 通数保証 テキストメール 任意 \50 1ヶ月単位 随時

登録翌日枠
i-mode
EZweb

SoftBank

- 通数保証 テキストメール 任意 \45 1ヶ月単位 随時

登録2日後枠
i-mode
EZweb

SoftBank

- 通数保証 テキストメール 任意 \40 1ヶ月単位 随時

登録3日後枠
i-mode
EZweb

SoftBank

i-mode
EZweb

SoftBank

メール件名
メール本文全面

テキストメール

テキストメール

メール件名
メール本文全面

メール件名
メール本文全面

約410,000人

お財布.comとは、広告を閲覧したユーザーが確実かつ楽しくポイントを獲得できる広告メディアです。掲載
基準を厳しく保つことにより、アクティブユーザーが安心して広告に反応できる環境を維持しております。ま
た、同業の広告掲載を受けていないので、他社メディアとのユーザー重複が少ないと好評です。

【性別】男性47.9% 女性52.1%
【キャリア別】i-mode：46.0%(FOMA：94.8%) EZweb：43.1%(WIN：93.7%) SoftBank：10.9%(3G：78.3%)
【年代別】2-12歳：0.4% 13-15歳：3.8% 16-17歳：10.6% 18-19歳：14.1% 20-24歳：26.9% 25-29歳：15.8%
30-34歳：11.7% 35-39歳7.4% 40-49歳：6.9% 50-59歳：1.9% 60歳以上：0.5%
【地域】北海道・東北：13.9% 関東：34.8% 甲信越：3.8% 北陸：2.1% 東海9.6% 関西：16.0% 中国：5.2% 四
国：2.9% 九州・沖縄：11.7%
【職業】会社員（営業職）：10.3% 会社員（事務職）：5.4% 会社員（技術職）：6.6% 会社員（専門職）：4.2%
会社員（経営幹部）：0.5% 自営業：2.7% 建設/工事/運転手：1.7% 店舗スタッフ：1.6% 公務員：1.1% 派遣
社員：2.5% 大学生：12.6% 小・中・高校生：24.2% フリーター/パート：11.8% 主婦：7.6% 無職：2.1% その他：
7.3%
【趣味嗜好】PC/インターネット：8.3% デート/恋愛情報：6.5% 旅行：7.2% 映画/音楽：10.2% スポーツ：7.4%
クーポン/ショッピング：7.7% グルメ：7.0% 健康：6.5% ビューティ/ファッション：7.6% マネー：7.3% 住まい：5.5% クル
マ/バイク：6.3% ペット：6.4% スキルアップ：6.1%

i-mode
EZweb

SoftBank

1万クリック～ クリック保証 1キャリア1枠

1万クリック～ クリック保証 1枠ローテーション表示 随時

1枠ローテーション表示 随時

Webバナー

お財布クリックページ 1万クリック～ クリック保証 Webバナー

お財布クリックページ 1万クリック～ クリック保証 Webテキスト

i-mode
EZweb

SoftBank

1枠ローテーション表示 随時
i-mode
EZweb

SoftBank

随時
i-mode
EZweb

SoftBank

キャリア全配信メール

1万クリック～ クリック保証 1キャリア1枠 随時

随時

i-mode
EZweb

SoftBank

お財布クリックページ

登録翌日～
登録3日後の各1枠

ヴァージンメール
メール件名
メール本文

ログイン前後
トップロゴ下

1枠ローテーション表示1万クリック～ クリック保証 Webテキスト

お財布クリックページ

お財布トップバナー
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■着歌S
http://chacaz.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間 15,000,000
トップページUU/月間 不明

全体PV/月間 27,000,000
全体UU/月間 不明

ユーザー数 800,000人

【主要コンテンツ】着うた

■ユーザープロフィール
【性別】男性：50％　女性：50％
【年齢（男性）】10代：17％　20代：21％　30代：7％　40代：4％　50代以上：0.5％
【年齢（女性）】10代：20％　20代：19％　30代：7％　40代：4％　50代以上：0.5％
【地域比】北海道：4％　東北：3％　関東：47％　北陸・甲信越：5％　東海：8％
　近畿：18％　中国：3％　四国：2％　九州・沖縄：10％

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン メールヘッダ 800,000 通数保証 メール \4,000,000 \5.00 50,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

ターゲティングメール メール全面 - 通数保証 メール - \25.00 2,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

ＨＴＭＬメール メールヘッダ - 通数保証 メール - \12.00 30,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

ローテーションバナー web - クリック保証 WEBバナー - \33.00 3,000CL～ - 随時 祝日を除く

登録完了メール メールヘッダ - 通数保証 メール - \35.00 5,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

バージンメール メール全面 - 通数保証 メール - \30.00 5,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

極めーる メール全面 - - WEB+メール - \40.00 10,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

業界 大の無料着うた[R]サイトです。他の追随を許さぬ超高音質とバラエティ豊かな特集
コンテンツで高いユーザーのロイヤリティーを誇っています。また飲食店、端末販売店、街頭
PRなどリアルからの獲得会員が多く、モバイル広告に対する質の高いレスポンスが期待でき
ます。

■モッピー http://moppy.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール

【性別】男性：51％　女性：49％
【キャリア】i-mode：40%　EZweb：60%
【未既婚】未婚：83%　既婚：17%
【年齢】10代：44％　20代：36％　30代：14％　40代：5％　50代以上：1％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール
（セグメント無）

メール全面 大220,000通 配信保証 メール ￥360,000～ \12.00 30,000通～ 1日 平日随時 セグメント無

ターゲティングメール
（セグメント有）

メール全面 2,000通～ 配信保証 メール \40,000～ \20.00 2,000通～ 1日 平日随時 セグメント有

ビューティークリック メール全面 15,000クリック クリック保証 メール \450,000 \30.00 10,000クリック～ 1日 平日随時 20歳以上女性

登録完了メール メール上部 5,000通～ 配信保証 メール \150,000 \30.00 5,000通～ 終了まで 随時
20歳以上、19歳以下の

みセグメント可

トップピクチャー
（特設説明ページ付）

トップページ上部
中間特設ページ

1週間
期間保証

クリック保証
ピクチャーバナー
中間特設ページ

セグメント無：\300,000
男性：\160,000
女性：\200,000

i-mode：\160,000
EZweb：\200,000

セグメント無：\300,000
男性：\160,000
女性：\200,000

i-mode：\160,000
EZweb：\200,000

2枠 1週間 毎週木曜日

※クリック数保証付き
セグメント無：20,000ク

リック
男性：8,000クリック
女性：10,000クリック
i-mode：8,000クリック
EZweb：10,000クリック

公式サイトへの登録やショッピングを通じてポイントがたまるケータイポイントサイトです。登録
ユーザーの大半は口コミで広がったユーザーのため、高いクリックレートを期待することができま
す。

約130万pv/月

220,000人（2008年2月時点）

-
-
-

【主要コンテンツ】公式サイトを中心とした約650サイトにおよぶデジタルコンテンツの紹介コー
ナー/ショッピングコーナー/モッピーミュージック（着うた,着うたフル）/モッピーコミック（電子書籍）
/アルボ（写真共有サービス）/モッピーゲーム（無料ゲーム）、他
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■5050.jp http://5050.jp/i/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（モバイルメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

 アクティブターゲティングメール メール 40,000                配信保証 メール - \20.00 2,500通～ 1日 随時

モバイルテキストバナー WEB 100,000              期間保証 web \50,000 - 1枠 1ヶ月 月初～月末

ご～まるクリック WEB - クリック保証 web - \10.00 制限無し - 随時 完全デイリーユニーク

芸能、スポーツ、経済等、あらゆるジャンルの予想イベントに、掲示板でユー
ザー同士コミュニケーションをとりながら楽しく参加できます。わかりやすいルールで
幅広いユーザーが参加するサイトです。

【男女比】男性59%、女性41%
【世代比】19歳以下　4%　20代　28%　30代　42%　40代　21%　50代 4%　　60歳以上　1%
【地域比】北海道 17%　　東北 6%　　北陸 3%　　関東 32%　　中部 10%　　近畿 16%　　四国 5%　　中国 2%　　九州・沖縄 8%

100,000PV
-

1,000,000PV

-

■CCcafe http://ama.tv/cafe

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間

全体UU/月間
ユーザー数

■ユーザープロフィール
【男女比】 男性：49.9％ 女性：50.10％

【キャリア比】 I-mode：51.41％、Ezweb：30.31％、SoftBank：18.46％
【年齢比】 20歳未満：6.06％、20～24歳：25.10％、25～29歳：23.70％、　 30～34歳：15.23％、35～39歳：11.68％、40～49歳：12.9％、50歳～：5.32％
■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン(男性) メール 1,050,000通 配信保証 メール \2,625,000 \2.50 1枠 - 水曜日

メールマガジン(女性) メール 1,050,000通 配信保証 メール \2,625,000 \2.50 1枠 - 木曜日

TOPバナー バナー 2000000PV 期間保証 バナー \1,000,000 - 1枠 1ヶ月 随時

メールマガジン（主婦パック） メール 150,000通 配信保証 メール \525,000 \3.50 1枠 - 木曜日

2,000,000

-

※配信数に満たなかった歳には、追加配信などのご相談をさせて頂くこともございますので予めご了承下さいませ。
※現状、2008年2月分のみのリリース情報となりますので、2月以降は別途お問い合わせください。

2,200,000人

-

2,200,000人

・220万ユニーク会員へのブロードリーチが可能
・1000提携のリアル店舗から集客しているため、他媒体会員との重複率が非常に低い
・30歳～49歳層が100万人登録している媒体です

■ＣＭメールmobile http://www.cmsite.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：53％　女性：47％
【年齢】10代：7％　20代：31％　30代：38％　40代：19％　50代：41％　60代：1％
【キャリア】i-mode 46％、ez 34％、Yahooケータイ 20％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ＣＭメールmobile
～textターゲティングメール～

件名&本文 200,000 通数保証 メール セグメント項目対応 \20.00 同一ユーザーに1枠 1日 平日随時 ※ 低料金6万円

CMメールmobile
“とりあえず、このメール”URL3本

ターゲティングメール
本文 200,000 通数保証 メール セグメント項目対応 \25.00 同一ユーザーに1枠 1日 平日随時 ※ 低配信数1万通～

ＣＭメールmobileRM
ターゲティングメール

件名&本文 80,000 通数保証 メール セグメント項目対応 \40.00 同一ユーザーに1枠 1日 平日随時 ※ＣＭ制作費別途5万円

ＣＭメールmobileVoice
ターゲティングメール

件名&本文 77,000 通数保証 メール セグメント項目対応 \20.00 同一ユーザーに1枠 1日 平日随時 ※ＣＭ制作費別途5万円

ＣＭメールmobile
バージンメール

件名&本文 2,000～3,000 通想定 メール \4,000～6,000 \20.00 1枠 1日 基本月初

ＣＭメールmobile
くじ結果メール

件名&本文 想定50,000通 期間保証 メール \250,000 - 1枠 2週間 月曜日 ※ノンインセンティブメニュー

200,000

登録ユーザー はPC会員から流入したアクティブなユーザーであるため高いアク
ティブ率を誇っています。(平均ＣＴＲ：60％）さらにPC会員からの誘導で幅広い
セグメントが可能。

-
-
-
-

懸賞・ポイント・着メロサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■music.jpポイントキャンペーン http://cp.music.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
会員数 460,000人

■ユーザープロフィール

【キャリア】i-mode：43％　　AU：44％　　Softbank：13％
【性別】男性：45％　女性：55％
【年齢(男性)】10代：24.6％　　20代：10.3％　　30代：6.1％　　40代：2.8％　　50代：12％

【年齢(女性)】10代：24.8％　　20代：17.0％　　30代：8.8％　　40代：3.4％　　50代：0.7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

サイトバナー WEBバナー 2,500 クリック保証 WEB \25,000 \10.00
お問い合わせ

ください
お問い合わせ

ください
随時 セグメント可

サイトバナー WEBバナー 30,000 インプレッション保証 WEB \60,000 \2.00
お問い合わせ

ください
お問い合わせ

ください
随時 セグメント可

ターゲティングメール メール 5,000 通数保証 メール \50,000 \10.00 1枠 1日 毎週月・水・金曜 セグメント可

ウェルカム
メール

メール 3,000 通数保証 メール \45,000 \15.00 1枠 1日 随時 セグメント不可

ターゲティングデコメール メール 5,000 通数保証 メール \75,000 \15.00 1枠 1日 毎週月・水・金曜 セグメント可

ターゲティングメールトリオ メール 5,000 通数保証 メール \75,000 \15.00 1枠 1日 毎週月・水・金曜 セグメント可

メール 80,000 通数保証 メール \240,000 \3 1枠 1日
お問い合わせ

ください
セグメント不可

バナー ー ー WEB \0 \0 1枠 2週間
お問い合わせ

ください
セグメント不可

4,000,000PV

-

特集ページパック

2,000,000PV
-ＴＶＣＭでもおなじみの公式サイト「music.jp」のキャンペーンサイトとして着うた®&着

メロを無料で提供するサイトです！2006年12月サービスインで現在会員数46万
人！引き続き急増中♪

■Pｺｲﾝ.net http://picoint.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

登録完了メール メール内 通数保証 テキスト \25.00 5,000通～ 1ヶ月 随時

ターゲティングメール メール内 通数保証 テキスト \25.00 3,000通～ 1週間 月～日

デイリーユニーク サイト内 クリック保証 テキスト \80,000 \2.00 40,000CL 1週間 随時 マンスリーもご相談頂けます

広告ポイント内バナー
のみクリック保証

サイト内 クリック保証 テキスト \25.00 5,000CL～ 1ヶ月 随時
ノンインセンティブバナー
ピクチャーバナーに対応していま
す

【会員数】i-mode（36%） 　Ezweb（57%）　Yahooｹｲﾀｲ（7%）　 ※FOMA・WIN端末の割合は全体の90%となります
【性別】男性：49%, 　女性：51%
【年齢】10代：30%　 20代：39%　30代：22%　40代：7%　その他：2%
【職業】会社員33% 自営業3% ﾊﾟｰﾄｱﾙﾊﾞｲﾄ13% 専業主婦11% 無職5%中学生4% 高校生21% 大学生7% 専門学校生3%

Pコイン.netは広告インセンティブモデルのサイトです。
おサイフケータイ、Edy、都市銀行、郵便貯金、ネット銀行と提携していま
す。

■CoCoLips http://coco.lips.tv/

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間 -

ユーザー数
■ユーザープロフィール

【男女比】男性　22％　女性　78％
【年齢比】～9歳　1％　10歳～19歳　65％　20～29歳　20％　30～39歳　7％　40～49歳　6％ 　50歳～　1％　
【キャリア比】docomo 50％　au　35％　vodafone　15％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メール全面 通数・CL保証 メール \25.00 1 1日 平日

バナー広告 TOPﾍﾟｰｼ 期間保証 ﾃｷｽﾄ/ﾋﾟｸﾁｬｰ \100,000 - 1 4週間 平日

バナー広告 DLﾍﾟｰｼﾞ 期間保証 ﾃｷｽﾄ/ﾋﾟｸﾁｬｰ \80,000 - 1 4週間 平日

バナー広告 よみものﾍﾟｰｼﾞ 期間保証 ﾃｷｽﾄ/ﾋﾟｸﾁｬｰ \150,000 - 1 4週間 平日

『CoCoLips』は着メロとユーザーイベントをコンテンツとしています。クチコミを中
心にユーザーを集めており、若い女性層へリーチが可能です。

500,000PV

5,000,000PV

約290,000人
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■TSUTAYAメロディ http://tmusic.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性　別】男性（40.2％）、女性（59.8％）
【年　齢】～10代（25.2％）、20代（24.0％　）、30代（28.1％）、40代（18.5％）、50歳以上（4.3％）
【キャリア】i-mode( 41.0％)、Ezweb（ 49.8％）、 Yahoo!ケータイ（9.2％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 通/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメー
ル

メール内 10,000～ 通数保証 メール ￥200,000～

～50,000通　⇒＠20
～100,000通⇒＠17
100,001通～⇒＠15

低配信数は10,000通
となります。

1枠 1日 月・火・木・金

メールマガジン メール内 全配信 通数保証 メール
随時お問い合わせ

下さい。

全配信：＠7円
キャリア、性別指定時：
＠8円

1枠 1日
第一・第三を除く水

曜日

ファーストメール メール内 10,000～ 通数保証 メール \300,000～
～25,000通⇒＠30円
～50,000通⇒＠27円
50,001通～⇒＠25円

1枠 通数終了まで
随時配信（開始日
の指定はできませ

ん。）

トップページ
バナー

トップページ 450,000 期間保証 バナー \300,000 \0.67 2枠 1週間 毎週火曜日

※PV数は想定です。　保証はいたしませんのでご了承ください。

保証通数に関しま
しては随時御問合

せ下さい。

約1,900,000PV
株式会社ツタヤオンライン運営の一般サイト。
過去 大規模の曲数を誇る無料着メロサイトです。
積極的に会員獲得プロモーションをおこなっており、
会員は50万人を超えました！フレッシュなユーザーが多く集まっています。

■懸賞!!学園クエスト http://gque.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
会員数：36,000人　【性別】男性：55％　女性：45％ 
【キャリア】i-mode：43％　Ezweb：57％
【年齢（女性）】10代：43％　20代：34％　30代：17％　40代～：7％　
【地域比】北海道・東北：20％　関東：3１％　北陸・甲信越：5％　東海：8％　近畿：15％　中国・四国8％　九州・沖縄：13％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メール全面 セグメントによる 配信保証 メール ー \15 検討中 1日 随時

登録完了メール メール全面 3,000通 配信保証 メール \90,000 \30 1枠 3週間 随時

TOPバナー TOPバナー枠 2,000クリック 配信保証 バナー ー ー 1枠 3週間 随時

メールマガジン メール全面 36,000通 配信保証 メール ー \10 1枠 1日 随時

『学園クエスト』は、携帯電話で楽しめる無料のRPGゲームサイトです。
好きな主人公を選び、様々な試練を乗り越えて成長し、卒業を目指します！！

1,000,000

210,000
未測定
未測定

■うたまっぷモバイル http://www.utamap.com/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間 1,800,000ＰＶ
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 会員数の約7割程度

■ユーザープロフィール
【性別】男性：35％　女性：65％
【年齢】10代：58％　20代：35％　30歳以上：7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーションバナー TOP及びニ階層目以下 2,000,000                  期間保証 ピクチャー \250,000 \0.13 5 4週間 1日開始 原稿差替え可能

注目TOPIX サイトTOP 1,800,000                  期間保証 タイアップ \300,000 \0.17 1 4週間 1日開始 原稿差替え可能

カテゴリアライアンス サイトTOP中段 1,800,000                  期間保証 テキスト \100,000 \0.06 5 4週間 1日開始 原稿差替え可能

メルマガ メールヘッダ 220,000                    通数保証 テキスト \300,000 \1.36 4 1日 毎週水曜日 カテアラ付き

22,000,000PV

「うたまっぷ」は歌詞を基本とした音楽系のポータルサイトで、参加型の特色が強く、投稿型のコン
テンツでは他に類を見ない投稿数を頂いております。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ケータイdeマイル http://m.netmile.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【会員属性】性別　男性  60%　女性  40% 【年代別】　10代：１％、20代：20％、30代：45％、　40代：25％、50代～：8％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリックさくさく -
5,000クリック以上1,000クリック

単位（Max　30,000クリック）
保証 - - 10円 - - -

ケータイdeマイルサイト上でのマンスリークリック保証
型広告
（基本はdocomo、auは応相談）

ケータイ登録完了画面広告
ケータイdeマイル
登録完了ページ

5,000imp　以上 保証
テキスト形式

バナー形式どりら
かのみ可

15万円～ 30円 各キャリア1社限定 - -
キャリア指定可
（ドコモ、au、ソフトバンクモバイル）
各キャリア1社限定

ターゲティングメール -
5,000通以上
1,000通単位

想定 メール 5万円～ 10円～30円 - 1回 -
件名：全角9文字相当以内で指定可能
本文：全角70文字相当以内（ＵＲＬ別）
クリックインセンティブ：あり（弊社にて負担）

　サイトＴＯＰバナー
ケータイdeマイル

サイト内

約110,000imp／週(3キャリア）
Docomo ：約53,000imp/週
au：約46,000imp/週

想定
テキスト形式

バナー形式どりら
かのみ可

３キャリア200.000円／週
Ｄｏｃｏｍｏ：1３0,000円/週
au：1１0.000円/週

各キャリア１社限定

1週間（毎週火曜日14
時ごろ～翌火曜日14

時ごろまで）

【キャリア 指定】　可　（ドコモ、auに限り可）
【入稿規定】
テキスト形式：上段　全角8文字以内
下段　全角10文字以内
バナー形式　：gif  2KB以内、192×53ピクセル
アニメーション不可

※クリックインセンティブ：あり（弊社にて負担）

デコメール -
8,000通以上
1,000通単位

想定 メール 16万円～ 20円～30円 - 1回 -

件名：全角9文字相当以内で指定可能
本文：HTML、TEXT併せて10k以内
クリックインセンティブ：あり（弊社にて負担）
ピクチャー：ファイル形式：gif形式（ 大200ピクセル×
200ピクセルまで）
※アニメーション不可
ピクチャー枚数：2枚まで
原稿イメージ図：
URL：1ヶ所のみ（弊社クリックカウント用ＵＲＬに置換さ
せていただきます。） 文字：キャリア絵文字使用不可、
機種依存文字使用不可、改行位置指定可能、英数
字、カタカナは半角表示
docomo限定

150,000ユーザー

【キャリア】ドコモ：50％、au：38％、softbank：12％

インターネット上で 大規模のポイントサイトネットマイルのモバイル版になりま
す。集客に一切アフィリエイト等をいれていないため独自の会員を所持しており、
高いアクションが期待できます。

520,000PV
-
-
-

■ケータイコイン http://kcoin.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間(ログイン前）

トップページUU/月間 -
全体PV/月間（ログイン前）

全体UU/月間 -
ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：女性=51％：49％=137,700人：132,300人
【未婚・既婚】=未婚：163,000人、既婚（子供なし）=13,700人、既婚（子供あり）=35,300人
【キャリア】Dcomo：58％、KDDI：32％、Voodafone：10％
【年齢】10代：27％、20代：45％、30代：20％、40代以上：8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 定価単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン メール本文上部 96,000                                 通数保証 メール - \12.00 随時 1日 月・金 -

ショッピングメルマガ メール本文全面 45,000                                 通数保証 メール - \5.00 随時 1日 土・日 3商品同時告知

ターゲットメール メール本文全面 - 通数保証 メール - \25.00 随時 1日 火・水・木 -

ピクチャーバナー サイトTOP 想定1,500,000PV 期間保証 バナー \600,000 一式 1枠 1ヶ月間 1日 -

約1,500,000PV

約3,800,000PV

270,000人

●ケータイコインは、ケータイから誰でも無料で参加できるポイントサイトです。ユーザーは定期
的に送られてくる広告メールをクリックしたり、キャンペーン参加やアンケートに答えたりすること
で、コインが貯まります。貯まったコインは、リアルタイムで、現金や、Edyで出金可能です。
●新聞、雑誌、ラジオ、イベント協賛等リアルからの集客を多数行っております。〈例〉ｳｨﾝﾀｰ
ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ、わんにゃんフェスタ,シティリビング、朝日新聞、お台場冒険王,interFM

■ゴルゴンゾーラ http://zola.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性・女性
【年齢】1歳刻みで指定可能（10歳～69歳）
【地方】北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄
【キャリア】ｉ-mode54％　Eｚweb36％　SoftBank10％

【機種】FOMA,WIN,JAVA対応など機能別。また「N905」など端末単位での指定も可能です。
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 想定/保証 表示方法 枠数 掲載期間 掲載開始日

ターゲティングメール メール本文 通数保証 メール 1通～ 1日～ 随時

ターゲティングメール
クッリク保証

メール本文 クリック保証 メール 5000クリック～ 1ヶ月 随時

随時

約8,000,000PV

非公開

非公開

非公開

メールアーティスト告知専用のメニューとなります。100万円/200万コースの２種類。アーティスト告知のツボを押さえたプロモーションページの雛形をご用意することで非
常にコストパフォーマンスのいいメニューを実現しました。音楽好きのティーンズユーザーに大量認知が可能です。（★新メニュー）

アーティストプロモーション

単価

⇒１通～　\25.00
１万通～　\20.00
20万通～　\18.00
40万通～　\15.00

※単月.連月に関わらず延べ発注数によって単価の計算をおこないます。

 -9,999クリック　\60.00
 10,000クリック　\55.00
 30,000クリック　\50.00
 50,000クリック　\45.00

以下ご相談ください。（～100万CL）

1,301,451名

ティーンズ向けに圧倒的な人気のメガ媒体「ゴルゴンゾーラ」。他媒体からの獲得を行わず、
媒体出稿もＮＧとすることで独自のバイラルユーザーを多数囲いこんでいます。
→ 他媒体とバッティングのない高い広告効果！
もっとも人気のメニューは「タイアップ」。ユーザーのアクティブ度や媒体の安全性が評価され、
消費財から映画/音楽、教育まで幅広いナショナルクライアントの出稿と、他に類をみない
成功事例を多数経験しています。
→　単純な露出では築けない「エンゲージメント（絆）」の創出。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ジャンプレ宝くじ http://jumbo.st

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：54.6％　女性：45.4％
【年齢】10代：16.1%　20代：31.9%　30代：30.3% 　40代：16.7%　50代：3.7%　60代以上：1.3%
【地域比】北海道：7.2％　東北：6.4％　関東：33.8％　北陸・甲信越：6.5％　東海：10.5％　近畿：15.8％　中国：5.6％　四国：3.1％　九州・沖縄：11.1％
【キャリア】i-mode：44.1%  Ezweb：47.2%  Yahooケータイ：8.7%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン メールヘッダー 12,000 配信保証 メール \120,000 \10.00 1枠 1日 随時

メンズ（レディース）パック メール全面 5,000 配信保証 メール \100,000 \20.00 1枠 1日 随時

ターゲティングメール メール全面 配信保証 メール \30.00 1,000通～ 1日 随時

サンキューメール
（登録完了メール）

メールフッダー 1,000 配信保証 メール \35,000 \35.00 1枠 随時

-
-

-

-広告メールをクリックする毎に発行される抽選番号があらかじめサイト上で発表されている当選番
号に合致すれば、豪華商品が当たるという既存の宝くじを意識した当選のロジックになっており、
モバイル上では新感覚の懸賞サイトで、広告メールの注目度も抜群で、高い広告効果をご期待
いただけます！！

■スクラッちぇ http://scra.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【会員数】約60,000人 【性別】男性：53%, 女性：47% 
【年齢】 10代：15%、20代：36%、30代：32%、40代：14%、その他：3% 【キャリア比】i-mode：27%,Ezweb：60%,Yahooケータイ：13%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ポイントメール メール本文 - 通数保証 メール - \20.00 1日1枠 1日 毎週月～金曜 小配信数3,000通

ポイントメール全配信 メール本文 60,000 通数保証 メール \720,000 \12.00 1日1枠 1日 毎週月～金曜

3キャリア対応の無料会員制、懸賞サイトです。 Ezweb、Yahoo!ケータイ公
式コンテンツに登録されているため、公式ユーザーにもリーチのできる媒体と
なっております。 60,000人

60,000人

■ターゲティングクリック URL：複数サイトのパックのため、別紙参照

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：51％　女性：49％
【年齢（男性）】10代：10％　20代：17％　30代：12％　40代：5％　50代以上：2％
【年齢（女性）】10代：12％　20代：19％　30代：15％　40代：7％　50代以上：1％
【地域比】北海道：5％　東北：8％　関東：36％　北陸・甲信越：5％　東海：11％　近畿：16％　中国：5％　四国：3％　九州・沖縄：11％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングクリック メール全面 指定セグメントによる クリック保証 メール本文 \500,000 \25.00 20,000クリック～ 1週間程度 随時 一媒体一配信が可能

976,527人

破格のターゲティングメール・クリック保証メニュー!詳細セグメントを指定しな
がらもクリック保証での実施となるので効果は抜群！！！

-
-
-
-

■タダ電コム！ http://tadaden.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【キャリア】imode:49%, Ezweb:45%, Yahoo:6%
【性別】　男性:48％、女性:52％
【年齢】　10代:37％、20代:33％、30代:15％、40代:4％、その他:11％
【結婚】　未婚:74％、既婚:26％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

サンキューメール メール内 20,000 通数保証 メール \700,000 \35.00 1枠１社 - 平日 低配信数:5,000通

バージンメール メール内 10,000 通数保証 メール \300,000 \30.00 1枠１社 - 平日 低配信数:5,000通

ターゲティングメール メール内 30,000 通数保証 メール \600,000 \20.00 1枠１社 １日 平日 低配信数:5,000通

特集タイアップピク
チャー＋コンテンツピク

チャー

会員ＴＯＰページ及びコン
テンツヘッダーフッダー部

分
800,000 期間保証 ピクチャーバナー \280,000 \280,000.00 1枠１社 １ヵ月 平日 -

850,000ＰＶ
-「無料電話」という言葉の高い訴求効果。また、SNS等のコンテンツの充実

によって、新規会員の入会動機の50％以上は友人紹介によるものとなって
ございます。会員数も現在29万人を突破しました。さらに、ポイント換金先を
ウェブマネー•Edyを筆頭に電子マネーを多数揃えております。

8,500,000PV
-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■プレタウン http://pretown.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 300,000PV
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

ユーザー数 120,000人

■ユーザープロフィール
【性別】男性：35％　女性：65％
【年齢】10代：12％　20代：38％　30代：33％　40代：15％　50代以上：2％

【キャリア】I-mode：50％　ezweb：42％　vodafone：8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン ヘッダー 60,000 通 メール \600,000 \5.00 2枠 1日 火・金
MAX18万通まで配信可能です。

配信数の調整も可能です。

クリック保証 メール本文内 10,000 ｸﾘｯｸ メール \250,000 \25.00 随時調整 随時調整 火・金
1ユーザーに1度の配信で

MAX30,000ｸﾘｯｸまで可能です。
5,000ｸﾘｯｸからお申込可能です。

懸賞応募・メールマガジン受信にポイントインセンティブを付与し、現金や景品に交換でき、１ポイ
ントから使える為、高品質なユーザーが多い!!
また、懸賞サイトでありながら、金融系、出会い系クライアントを一切排除しているので女性比率
も多く、EC系、コンテンツ系など女性向きクライアント様に高い効果が期待できます!!

■プレミアムユニーククリック

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：52％　女性：48％
【年齢（男性）】10代：18.5％　20代：41.0％　30代：25.0％　40代：10.5％　50代以上：4.4％
【年齢（女性）】10代：17.8％　20代：47.1％　30代：23.3％　40代：9.5％　50代以上：2.3％
【地域比】北海道：5.4％　東北：7.9％　関東：38.5％　北陸・甲信越：4.9％　東海：10.0％　近畿：14.3％　中国：4.9％　四国：2.6％　九州・沖縄：11.5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

プレミアムユニーククリック メール全面 指定セグメントによる クリック保証 メール本文 \100,000 \20.00 5,000クリック～ １ヵ月 随時 -

-
-何度も同じ広告が配信されなくなるのでユーザーのパフォーマンスが向上、さらに

１クックあたりのコスト削減に成功し、それに反映する形でクライアント様に提供
致します１クリックあたりの単価を下げることが可能！非常に安価でかつ、質の高
い完全ユニーククリックを実現！

-
-

■ドリームメールモバイル http://dm-m.jp 

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

ユーザー数

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp／配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

モバイルDEmail
（ターゲティングメール）

メール本文 － 配信保証 メール \25.00 \25.00 1通～ 1日
火曜・土曜・祝祭日

以外

初回クライアント様限定！
※11-17時時間指定配信
可

ドリモバDX
（メルマガ）

ヘッダー 105,000 通数保証 メール \350,000 一式 1枠 1日
毎週火曜日

※祝日の場合は翌営
業日

会員全配信メルマガ

ドリームカタログ
モバイル

（メルマガ）
ヘッダー

105,000
（男性：70,000
女性：35,000）

通数保証 メール

\300,000
（男性のみ配信：20万
円、女性のみ配信：15

万円）

一式 1枠 1日 毎週土曜日
会員全配信メルマガ

(男女別配信可)

ドリモバ！
セレクトカタログ

メール本文
105,000

（男性：70,000
女性：35,000）

通数保証 メール

\200,000
（男性のみ配信：15万
円、女性のみ配信：10

万円）

一式 1枠 1日
火曜・土曜・祝祭日

以外
会員全配信メルマガ

(男女別配信可)

アンケート
登録完了

WEB － 通数保証 WEB \30.00 \30.00 1インプレッション 1回 随時

サンクスメール
AD枠

メール － インプレッション メール \35.00 \35.00 1通～
1日

（配信日となります）
随時

ドリームメールモバイルのユーザーはPC版ドリームメールからのＷオプトイン登録である為、PCと同
様に業界ナンバー1の330項目+モバイル独自セグメント（市区町村・機種情報・パケット定額制
有無）からなる属性情報を持っており、自在にセグメントし、配信することが可能です。その為、あ
らゆるニーズのクライアント様の情報を的確にユーザーへ届けることが出来、高い効果を提供する
ことが可能です。

110,000名

【キャリア比率】DoCoMo：40.21％　au：36.61％　SoftBank：23.18％　【性別】男性：68.49％　女性：31.51％
【年齢（男性）】10代：1.05％　20代：14.60％　30代：33.52％　40代：29.49％　50代以上：21.00％
【年齢（女性）】10代：1.15％　20代：20.61％　30代：42.60％　40代：24.70％　50代以上：11.70％
【既婚・未婚】既婚：48.69％　未婚：51.31％
【居住地】北海道東北エリア：9.62％　関東エリア：41.27％　甲信越エリア：3.17％　北陸エリア：2.04％　東海エリア：10.63％　近畿エリア：17.44％　中国エリア：4.70％　四国エ
リア：2.28％　九州沖縄エリア：8.68％　【子供の有無】子供有：41.72％　子供無し：58.28％　※その他セグメント例：生活ゆとり度／子供の年齢／都道府県（市区町村）／世
帯年収／車の有無（排気量・車種）／職業／職種／業種／音楽エンターテインメント（ロック・ジャズ・映画・グラビア・芸能他）／ホビー（テレビ・読書・車・オートバイ他）／ギャン
ブル・懸賞（パチンコ・パチスロ・宝くじ競馬・競艇他）／生活情報（ダイエット・エステ・恋愛・結婚・ファッション・メイク他）／その他含め、全330項目以上のセグメント項目

■ちょびリッチモバイル http://m.chobirich.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 500,000PV
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：36％　女性：64％
【キャリア】i-mode 48%　ez 41%　Yahooケータイ 11%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップピクチャータイアップ TOP上段 250,000 期間保証 バナー \100,000 \0.40 1 2週間 水曜日

本日の特選サイトバナー TOP中段① 250,000 期間保証 バナー \100,000 \0.40 1 2週間 水曜日

ノンインセンティブPRバナー TOP中段② 250,000 クリック保証 バナー \100,000 \0.40 2 2週間 水曜日

号外独占メール メールマガジン 70,000 通数保証 メール \350,000 \5.00 1 1日 指定可

“ちょびリッチmobile”は携帯電話用ポイントサービスとして2005/12/1よりサービス
を開始しました。お買い物や資料請求、ゲームなどをすると、ちょびリッチポイントが
もらえます。

200,000人

-

-
-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ポイントオン http://p-o-n.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：53.0%　女性：47.0%
【年代比率 】10代：23%　20代：35%　30代：27%　40代：12%　50代以上：3%
【キャリア】i-mode：42%（FOMA比率：97%）　Ｅｚｗｅｂ：48%（WIN比率：97%）　Y!keitai：10％（3G比率：85%）
【地域比】北海道：5%　東北：7%　関東・甲信越：43%　東海・北陸：12%　近畿：16%　中国・四国：7%　九州・沖縄：10%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞﾒｰﾙ メール全面 1,000通～ 配信保証 テキスト ￥30,000～ \12.00～\30.00 3枠/週 1日 毎週：火・木・日
通数割引有
ｾｸﾞﾒﾝﾄ可能

ポテンシャルターゲティ
ングメール

メール全面 1,000通～ 配信保証 テキスト \50,000～ \30～\50 3枠/週 1日 毎週：火・木・日
ｱﾝｹｰﾄ回答後によるセ

グメント配信

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｸﾘｯｸ保証 ヘッダー 13,000CL クリック保証 テキスト \234,000 18円 1枠/週 1日 毎週土曜日
セグメント

20歳以上　女性

会員TOPバナー ロゴ直下 800,000imp 期間保証 ピクチャーorテキスト \250,000 \0.30 1枠1社 1ヶ月 随時 差替：3回可

ランオブバナー ロゴ直下 1,400,000imp 期間保証 ピクチャーテキスト \350,000 \0.30 1枠1社 1ヶ月 随時 差替：3回可

完了ページバナー 完了ページ 15,000CL クリック保証 ピクチャー \300,000 \20.00 1枠1社 1ヶ月 随時 差替：2回可

9,000,000PV

400,000人

-

-

-ポイントオンとは、株式会社インデックス100%子会社のケータイに特化した「ポイント交換」サ
イトです。ショッピングサイトやポイント保有サイトを中心に約100社のパートナーと接続し、ポ
イントの有効活用を消費者に提案しております。プロモーションについても、アフィリエイトから
の集客はなく、100社いるパートナー（ヤマダ電機様、Suicaポイント様、等）から集客、雑誌
の同梱、口コミでの集客、リアル店舗からの集客など多岐に亘り集客しており、アクティブな
ユーザーを多数保有しております。

■ホニャララ★ダンジョン http://hrpg.jp/ 

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
会員数：22,000人　【性別】男性：57％　女性：43％ 
【キャリア】i-mode43％　Ezweb：57％
【年齢（女性）】10代：36％　20代：37％　30代20％　40代～：7％　
【地域比】北海道・東北：22％　関東：31％　北陸・甲信越：6％　東海：8％　近畿：14％　中国・四国8％　九州・沖縄：11％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メール全面 セグメントによる 配信保証 メール ー \15 検討中 1日 随時

登録完了メール メール全面 3,000通 配信保証 メール \90,000 \30 1枠 3週間 随時

TOPバナー TOPバナー枠 2,000クリック 配信保証 バナー ー ー 1枠 3週間 随時

メールマガジン メール全面 22,000通 配信保証 メール ー \10 1枠 1日 随時

600,000

120,000『ﾎﾆｬﾗﾗ★ﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ』は、携帯電話で楽しめる無料のRPGゲームサイトです。謎
の生物「ほにゃ」が失くした究極のお宝「ホニャララ」を探す為に、様々な試練を乗
り越え冒険します！！

未測定
未測定

■着ＳＯＮＧ　ＶＥＮＵＳ http://chakb.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：51％　女性：49％
【年齢（男性）】10代：17％　20代：22％　30代：6％　40代：2％　50代以上：0.5％
【年齢（女性）】10代：18％　20代：23％　30代：8％　40代：3％　50代以上：0.5％
【地域比】北海道：4％　東北：6％　関東：45％　北陸・甲信越：5％　東海：7％　近畿：14％　中国：4％　四国：2％　九州・沖縄:13％
【キャリア】i-mode 60％　ez 40%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン メールヘッダ 220,000 通数保証 メール \1,100,000 \5.0～ 50,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

ターゲティングメール メール全面 - 通数保証 メール - \25.00 2,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

ＨＴＭＬメール メールヘッダ - 通数保証 メール - \12.00 30,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

ローテーションバナー web - クリック保証 WEBバナー - \33.00 3,000CL～ - 随時 祝日を除く

インセンティブバナー web - クリック保証 WEBバナー - \15.00 6,000CL～ - 随時 祝日を除く

登録完了メール メールヘッダ - 通数保証 メール - \35.00 5,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

バージンメール メール全面 - 通数保証 メール - \30.00 2,000通～ 1日 月～土曜日 祝日を除く

業界初の無料洋楽着うた[R]サイトです。 着うた[R]対応のハイスペック端末を持つアクティ
ブユーザーが集まっており、洋楽に対する高いモチベーションを有しています。また、イベント会
場やレコード店など、リアルからの獲得にも力を入れております。

220,000人

4,000,000
不明

6,500,000
不明
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■着メロ.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：42％　女性：58％
【年齢】10代：38％　20代：34％　30代：17％　40代：8％　50代以上：3％
【キャリア】imode：48％　EZweb：29％　SoftBank：23％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン ヘッダー 180,000通以上 配信保証 メール \500,000 - 1枠 1回 毎週火曜日(金曜日)

メルマガ拡大版 ヘッダー 180,000通以上 配信保証 メール \800,000 - 1枠 1回 毎週火曜日(金曜日)
大5件までの商品を掲載可能な

ECサイト様向け拡大版

ターゲティングメール 件名＋本文 - 通数保証 メール - \30.00 1枠 1回 火・金曜日を除く
※ボリュームディカウントあり。

小申し込み数　1,000通

バージンメール ヘッダー 10,000通 配信保証 メール - \10.00 1枠 随時 随時 セグメントありの場合　＠20円

セカンドアドフッター枠 会員間のメールのフッター - 配信保証 メール - \3.00 1枠 随時 随時
※ボリュームディカウントあり。

小申し込み数　10,000通

期間保証
サイトTOP

アライアンス枠
1,000,000PV想定 期間保証

テキストバナー
その他応相談

\600,000 - 1枠 1ヵ月間 随時

クリック保証
サイトTOP及び

コンテンツページ
5,000CL クリック保証 テキストバナー \300,000 \60.00 1枠 想定1ヵ月間 随時 ※ボリュームディカウントあり。

定期的なTVCMの放映やイベントや企業キャンペーン連動、雑誌掲載などリアルでのプロモー
ションを行なっています。アフェリエイトネットワークでの募集や会員バーターを開設以来一切行わ
ず、新規登録者が毎日500人以上と常にフレッシュで他媒体とは異なるユニークな会員特性を
保っています。現在は、着メロに加え、着うたの配信もスタート。プロレス・格闘技の各団体オフィ
シャルサイトをコーナーコンテンツとして展開、掲示板やグリーティングサービスもあり、各コンテンツ
が目当ての利用者も急増中です。

1,000,000UU

185,000人

http://www.chakumelo.com/

10,000,000PV

1,000,000PV

200,000UU

■froute.jp/エフルート

■媒体プロフィール 2008年3月時点

全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【性別】男性：45.2％　女性：54.8％
【年齢】10代：31.8％　20代：27.4％　30代：23.8％　40代：13.5％　50代以上：3.4％
【職業】 会社員：32.0% 学生：31.3%  アルバイト・パート：14.2% 自営業：3.0%家事手伝い：2.9%公務員：1.4%その他：15.2%
【既婚率】既婚：24.9% 未婚:75.1%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp／配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップピクチャーAD トップロゴ下 300,000 imp想定 Web ﾋﾟｸﾁｬｰ \300,000 - - 1ヶ月間
毎月

第一営業日

パワープッシュ カテゴリー、その他 10,000～ CL保証 ピクチャー、テキスト - \30.00 8
想定消化期間：

1～2ヶ月
随時 消化期間は10,000CL時

【EZ TOPメニュー】→【カンタンアクセスオープンサイト（検索サイト）】→【F★ROUTE】
【ドコモ　検索】→【一般サイトを検索する】→froute.jp/エフルート　共通URL：http://froute.jp

定額制携帯電話向けユーザーにターゲットを絞り、無料で多角的に情報提
供を進めている、月間UU数400万人規模を誇るモバイルポータルサービスで
す。 約4,000,000UU

■ケータイBIGLOBE http://kbg.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

ユーザー数 -
■ユーザープロフィール
【性別】男性：59.6％　女性：40.4％
【年齢】～20歳：15.8％　20代：15.8％　30代：27.9％　40代：26.6％　50代：10.6％ 60代以上：3.3％ 
【キャリア】docomo：46.6%  au one：36.8%  Yahoo!ケータイ：16.6% ※記載しております数値はケータイBIGLOBEお知らせメール のプロフィールです。
■広告料金一覧（主要メニュー） ※下記以外のピクチャーメニューなどは別紙でご参照ください。

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価※ 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メロディメール
（メールマガジン）

メール 約110,000通 - テキスト \660,000 \6.00 1枠/週 - 木曜日 キャリア：3キャリア

メロディメール
（ターゲティング）

メール 5.000通～ - テキスト \90,000～ \18.00 1枠/週 - 木曜日以外の平日 キャリア：3キャリア

お知らせメール
（メールマガジン）

メール 約170,000通 - テキスト \680,000 \4.00 1枠/週 - 火曜日 キャリア：3キャリア

お知らせメール
(ターゲティング）

メール 5.000通～ - テキスト \60,000～ \12.00 1枠/週 - 火曜日 キャリア：3キャリア

ケータイ検索ポータルサイトとして、検索機能と動画配信を中心に、ニュー
ス・天気・ブログ・着信メロディ・乗り換え案内など様々なサービスを無料で
提供し、成長しております。

70.4万PV

1100万PV

ポータルサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ケータイｌｉｖｅｄｏｏｒ http://m.livedoor.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性３７％　女性：6３％ 【キャリア比】i-mode：53％　ezweb：40％　vodafone：7%
【年齢】10代：29％　20代：37％　30代：24％　40代以上：10％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

スーパーバナー WEB 700,000 期間保証 バナー/テキスト \400,000 - 1枠 1週間 毎月曜日 -

メガリーチバナー
（i-mode）

WEB 16,000,000 期間保証 テキスト \400,000 - 1枠 1週間 毎月曜日 -

メガリーチバナー
（Ezweb）

WEB 16,000,000 期間保証 テキスト \400,000 - 1枠 1週間 毎月曜日 -

メガリーチバナー
（Yケータイ）

WEB 13,000,000 期間保証 テキスト \300,000 - 1枠 1週間 毎月曜日 -

ポータルサイトlivedoorの携帯版。Blogを中心に、SNS、PICSなど新コンテ
ンツも続々オープンしております。
また、F1・M1層に対して非常に強い媒体となっております。

-

4,000,000PV 
3,000,000UU

1,500,000,000PV
-

■Sports@niftyモバイル http://sports-nifty.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】男性：75％　女性：25％ 【年齢】10代：10％　20代：30％　30代：31％　40代：19％　50代以上：8％　60代以上：2％
【キャリア】imode：89％　Yahoo!ｹｰﾀｲ：3％　EZweb：8％
【地域比】北海道：5％　東北：5％　関東：41％　中部：14％　近畿：17％　中国：5％　四国：2％　九州：10％　沖縄：1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日/時間 備考

TOP上段ピクチャーバナー TOPページ 1,300,000imp. 想定 バナー・テキスト（貼付け） \800,000 \0.62 1枠 1週間 月曜10:00

カテゴリ別
ニュースバナー

各ニュースカテゴリTOP 2,500,000imp. 想定 バナー・テキスト（貼付け） \600,000 \0.24 1枠 1週間 月曜10:00

TOP中段
テキストバナー

TOPページ 1,300,000imp. 想定 テキスト（貼付け） \500,000 \0.38 1枠 1週間 月曜10:00

プロ野球速報
テキストバナー

プロ野球速報ページ
大リーグ速報ページ

1,500,000imp. 想定 テキスト（貼付け） \400,000 \0.27 1枠 1週間 月曜10:00

アスリートコーナー
一覧ページバナー

アスリートブログ一覧
ページ・グッズ一覧

ページ
100,000imp. 想定 バナー・テキスト（貼付け \200,000 \2.00 1枠 1週間 月曜10:00

約84,000,000PV

i-modeスポーツニュースカテゴリランキング1位！Sports＠niftyモバイルは、ニフティ株式会
社が提供するPCサイト『Sports＠nifty 』のモバイル版です。
ドコモ公式サイトとして2007年9月には1.3億アクセス突破！多彩なスポーツニュースや試合
経過速報など、豊富なオリジナルコンテンツを無料で提供します。2008年4月にTOPページ
をリニューアルし、さらに便利で使いやすいサイトに生まれ変わりました。

■ＮｅｗｓＥｘｐｒｅｓｓ http://newstation.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：51％　女性：49％
【年代別】10代：11.3％　20代：22.4％　30代：37.1％　40代：18.8％　50代以上：10.4％
【未・既婚】未婚：54%　既婚：45.3%
【会員数】75,000人
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メールヘッダ - 通数保証 メール - \30.00 1枠 1日 平日のみ

全配信メール メールヘッダ 50,000 通数保証 メール \1,000,000 \20.00 1枠 1日 平日のみ

ＴＯＰバナー ＴＯＰページ 200,000 想定 バナー \270,000 - 1枠 1ヶ月 掲載週月曜

完全無料で共同通信社提供の時事ニュースが購読できるサイト。Ｅｚｗｅｂ
ニュースメニューの上位ランク媒体。公式メニューリストからのフレッシュなユー
ザーが集まっています。

200,000ＰＶ

-
1,000,000ＰＶ

-

ニュース・スポーツサイト



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

118

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ＳｐｏｒｔｓＥｘｐｒｅｓｓ http://www2-sponet.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：82.2%　女性：16.8%
【年代別】10代：11.1％　20代：26.5％　30代：37.2％　40代：17.9％　50代以上：7.3％
【未・既婚】未婚：55.3%　既婚：44.7%
【会員数】120,000人
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メールヘッダ - 通数保証 メール - \30.00 1枠 1日 平日のみ

全配信メール メールヘッダ 50,000 通数保証 メール \1,000,000 \20.00 1枠 1日 平日のみ

ＴＯＰバナー ＴＯＰページ 400,000 想定 バナー \450,000 - 1枠 1ヶ月 月曜掲載

ＥＺｗｅｂ公式スポーツ・芸能メニュー上位掲載の定番サイト！公式メニュー
リストからフレッシュなユーザーが集まっています。

400,000ＰＶ
-
-
-

■The News http://www.news-service.ne.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：63％　女性：37％
【年齢】10代以下：2.1％　20代：29.2％　30代：46.2％　40代：17.4％　50代以上：5.1％
【キャリア別】i-mode：72%　Ezweb：24%　Yahoo!ケータイ：4%
【地域比】北海道・東北：7.97％　信越・北陸：5.49％　関東地方：46.49％　東海地方：8.81％　近畿地方：15.57％　中国・四国地方：6.32％　九州・沖縄：6.32％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップピクチャー トップページ 500,000 PV保証 WEB \500,000 \1.00 1～4枠 1週間～（任意） 平日

ローテーション 第一・第二･第三階層 500,000 PV保証 WEB \300,000 \0.60 3～9枠 1週間～（任意） 平日

ローテーションフッター 第二階層 500,000 PV保証 WEB \250,000 \0.50 3～9枠 1週間～（任意） 平日

特別タイアップ 第一・第二階層 5,000,000 PV想定 WEB \1,400,000 - 3枠 2週間 平日

モバイル唯一の政府広報掲出サイト「The News」です。20歳以上有職者へ大量
リーチ可能です。情報に貪欲なユーザーへ商品訴求！

約1,400万ＰＶ
460万人

460万人
約4億500万ＰＶ

■超ワールドサッカー http://k.zet.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：98％　女性：2.0％ 【キャリア】i-mode：63％　ez：31％　voda：6％
【年齢】10代：32.3％　20代：56.33％　30代：10.31％　40代：0.71％　その他：0.22％

【地域】北海道：6％　東北：7％　関東：45％　北陸・甲信越：5％　東海：9％　近畿：14％　中国：4％　四国：2％　九州・沖縄：8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

公式サッカーサイトパック3キャリア ヘッダー 1,115,000 想定
ﾊﾞﾅｰ・ﾃｷｽﾄ
（i-modeは

テキスト不可）
\320,000 \0.29 1 1週間 毎週月曜日正午

複数週可能
広告考査実施

公式サッカーサイトパック
（EZ&SoftBank）

ヘッダー 365,000 想定 ﾊﾞﾅｰ・ﾃｷｽﾄ \105,000 \0.29 1 １週間 毎週月曜日正午
複数週可能

広告考査実施

日本 大級3キャリア公式サッカーサイト！
海外や国内のサッカー 新情報を写真や動画と共にお伝えします!
サッカー好きのM1層をターゲットにしたクライアント様にお薦めです！

約600万PV/月間

約13万UU/月間
約1,500万PV/月間

約15万UU/月間

■日テレNEWS２４携帯配信サービス

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：69％　女性：31％

【年齢】10代：8％　20代：25％　30代：34％　40代：25％　50代以上：8％
【地域比率】北海道・東北：11％　関東：38％　信越・北陸：7％　東海：8％　近畿：19％　中国：5％　四国：2％　九州・沖縄：10％
【キャリア】i-mode(90X系)：45％　EZweb(WIN)：55％　
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン
※テキストまたは

テキスト＋ピクチャー

①ヘッダー
②再生サイトフッタ

110,000 配信保証
①メール

②再生サイト
- \10.00～ 1回

毎週月～金
(祝日を除く)

ノンクリック
インセンティブ

動画
インフォマーシャル

メルマガ

①ヘッダー
②再生サイトフッタ

110,000 配信保証 配信保証 - \30.00 1回
毎週月～金
(祝日を除く)

ノンクリック
インセンティブ

動画
インフォマーシャル

オプションアンケート
- - - - \650,000 - - - - -

日本テレビの映像ニュースダイジェストを毎朝ユーザーへお届けするニュースメール。定常
的にニュースコンテンツを取得する社会人層にダイレクトにアプローチができます！

-

-
-

-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■朝日・日刊スポーツ http://micro.asahi.com/i/

■媒体プロフィール 2008年3月時点
トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【性別】男性：71.3％　女性：28.7％
【年齢】10代：4.8％　20代：36.7％　30代：38.4％　40代：16.3％　50代以上：3.8％
【利用者の職業】営業・販売：23.9％　研究・開発・技術：16％　総務・経理：5.9％　企画・マーケティング：2.8％　クリエイター・デザイナー：1.3％
　　　　　　　　　　 教員：2.7％　自営業：5.1％　アルバイト：6.4％　主婦（夫）：3.9％　学生：13.4％　無職：1.2％　その他：17.3％
【利用者の年収】100万円未満：9.6％　100万円～300万円未満：23.5％　300万円～500万円未満：30.4％　500万円～700万円未満：15.3％
                     700万円～1000万円未満：8.3％　1000万円以上：3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

「 新ニュース一覧」TOP
「 新ニュース一覧」

TOP

GIF
Ｌサイズの場合

GIF・SWF

\1,250,000（常時露出）
\250,000～

\2.50 -
1週間または

ローテーション
任意

GIFバナー
Ｌサイズの場合

GIF・SWF
\250,000～ \2.50 - ローテーション 任意

Ｓサイズ・Ｍサイズ：GIF
Ｌサイズ：GIF・SWF

\75,000～ \2.50 - ローテーション 任意

Ｓサイズ：GIF
Ｌサイズの場合

GIF・SWF
\500,000～ \2.50 - ローテーション 任意

Ｓサイズ：GIF
Ｌサイズの場合

GIF・SWF
\500,000～ \2.50 - ローテーション 任意

メール広告 メール メール（テキスト）
低配信1万通
（10万円）～

\10.00 - 1回～ 木曜日

i-mode：16,300,166PV　EZweb：5,655,989PV
Yahoo!ケータイ：2,373,160PV

-

i-mode：180,279,411PV　EZweb：81,475,322PV
Yahoo!ケータイ：30,018,692PV

-

「朝日・日刊スポーツ
TOP」

「朝日・日刊スポーツTOP」

ニュースサイト有料登録会員数NO.１！ユーザの80％が10～30歳代、新聞やasahi.com
等の組み合わせで幅広いリーチが期待できます。各キャリアともトップページなどのバナー広
告の他、メール広告もご活用いただけます。

「朝日新聞ニュース」TOP
「朝日新聞ニュース」

TOP

imp/週

ソフトバンク:20万imp～
（1週間～）

10,000通～

i-mode：常時露出
または10万Imp～

（１カ月～）

i-mode：10万imp～
（1カ月～）

ソフトバンク：3万imp～（1ヶ月～）

Ezweb:20万imp～
（1週間～）

■e燃費 http://e-nenpi.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
男性　93％　女性　7％　　既婚者39％　未婚者61％　
年齢　10代2.2％　20代39.2％　30代44.7％　40代13.0％　50代以上0.9％
年収　400万円未満31％　400～600万円未満34％　600～800万円未満18％　800～1000万円未満9％　1000～1200万円未満4％　1200万円以上4％
シェア　Docomo:63.4%　au:24.6%　SoftBank:11.8%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ピクチャーバナー メニューバナー 75,000/2週間 想定 貼り付け \135,000 \1.80 1枠限定 2週間 月曜

e燃費は、クルマの燃費をケータイから登録しオンライン管理するサービスで、主要3キャリアで
公式サイトとしてサービスを提供しております。会員数累計は40万人、月刊の燃費入力回
数は9万～10万回です。簡単な入力でマイカーの車計簿代わりになったり、他のユーザーと
燃費を比較したり、自分の今いる場所から、 寄のお薦め（安値）ガソリンスタンドを検索で
き、 新のクルマニュースを画像満載で毎日更新するなど、楽しくて便利なサービスです。

万UU

15万PV

万UU

万PV

■日本！ワールドサッカー

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
docomo【会員数】約５万人　/　au【会員数】約２万人
docomo【性別】男性：66％　女性：34％　/　au【性別】男性：79％　女性：21％
docomo【年齢】10代：41％　20代：35％　30代：18％　40代以上：6％　/　au【年齢】10代：60％　20代：25％　30代：12％　40代以上：3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ピクチャー - 200,000 保証 2枠ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \400,000 \2.00 2 １週間 月曜日（13：00） -

テキスト - 200,000 保証 2枠ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \300,000 \1.50 2 １週間 月曜日（13：00） -

携帯キャリア公式サイトということで、購買関与度の高い有料会員へアプ
ローチ。特にスポーツ好き、若年層へリーチできる媒体です。

http://go11.jp/wsoccer/top/index.html

車・バイク情報サイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■クルマ情報Goo！！ http://m.goo-net.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
平均月間アクセス数/月間

■ユーザープロフィール
【月間総PV数】　　130,000,000PV（3キャリア合計）
【男女比】 　　男性：86％　女性：14％
【年齢比】 　　10代：3％　20代：42％　30代：34％　40代：18％　
【キャリア】 　　imode:59%   Ezweb:37%   Yahoo!:4%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

 クルマ情報Goo!! メイントップバナー 220,000/1週間  期間保証（1週間） ピクチャーバナー広告 \210,000/1週間 \0.95 2枠 1-週間 営業日の11時ごろ ローテーションの２枠

 クルマ情報Goo!! 中古車情報バナー 230,000/2週間  期間保証（2週間） ピクチャーバナー広告 \300,000/2週間 \1.30 2枠 2-週間 営業日の11時ごろ ローテーションの2枠

 クルマ情報Goo!! メイントップテキスト 440,000/2週間  期間保証（2週間） テキスト広告 \100,000/2週間 \0.23 2枠 2-週間 営業日の11時ごろ ローテーションの3枠

クルマ情報Goo!! はクルマを買う人・売る人が集まるページです。
M1会社員がメインユーザーとなる媒体です。クルマ・男性に関するクライアン
ト様へ高いレスポンスが期待できます。

130,000,000PV/月間
-
130,000,000PV/月間

10,000,000/月間

■GAL's POP http://galspop.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：0.52％　女性：99.48％
【年齢】14歳以下2.72％、15～19歳77.48％、20～24歳17.70％、25～29歳1.72％、30歳以上0.38％
【地域比】北海道・東北：12.54％　関東：36.84％　北陸：6.55％　中部東海：12.57％　近畿：13.50％　中国：5.02％　四国：2.25％　九州・沖縄：10.73％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

200,000 想定 ピクチャーorテキスト \200,000 \1.00 2枠 2週間 随時 -

400,000 想定 ピクチャーorテキスト \320,000 \0.80 2枠 4週間 随時 -

300,000 想定 テキスト \300,000 \1.00 2枠 2週間 随時

600,000 想定 テキスト \480,000 \0.80 2枠 4週間 随時

400,000 想定 テキスト \250,000 \0.63 5カテゴリーまで 2週間 随時 1カテゴリー1社限定

800,000 想定 テキスト \500,000 \0.63 5カテゴリーまで 4週間 随時 1カテゴリー1社限定

ＧＡＬ’ＳPOP
メールマガジン

メール本文
ヘッダースペース

50,000 通 メール \300,000 \6.00 1枠 1日 毎週水曜日 -

ターゲティングメール メール本文 2500～ 通 メール \50,000 \20.00 1枠 1日 随時 -

TOPページカテゴリア
ライアンス

TOP、
Makingofｐｏｐｔｅｅｎ下

TOPページローテー
ションAD

トップ、
会員トップ（ロゴ下）

ローテーションAD
トップ、

GALのプロフ下及び
GALのプロフ内

970,000PV
測定せず

今、ティーンの女の子から絶大な支持を受けているファッション雑誌「月刊
popteen」（発行部数40万部）のモバイルサイトです。 3,400,000PV

-

■GGモバイル http://www.girlsgate.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール

【男女比】男性：3％　　女性：97％

メニュー名 PV/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

ピクチャーバナー 3,500,000 PV想定 期間保証 \350,000 \0.10 1枠 １週間 火曜日

モバイルタイアップ - - 期間保証 \1,500,000円～ - - 2週間 火曜日-

GGモバイルは月間約5000万PV（2008年1月）を誇るGiRLSGATE.comのモバイル版
です。読者モデルや著名人を中心に女性向けにファッション・ビューティ情報を発信して
います。仕事もプライベートも前向きに取り組むOLのためのWEBサイトです。

スペース名

GiRLSGATEユーザーブログ
＋＠WOMANブログ

（ＧＧオフィシャルブログを除く）

【年齢比】10-19歳：32％　20-25歳：30％　26-29歳：14％　30-35歳：13％     36-39歳：6％　40歳～：5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

-

-

約50,000,000PV／月（2008年1月）

女性向けサイト
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■girlswalker.com 　　http://girlswalker.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 非公表
トップページUU/月間 非公表

全体PV/月間 14～16億
全体UU/月間 非公表

■ユーザープロフィール
・性別：女性86％　男性14％
・年齢：20歳以下（11％）、20代前半（32％）、20代後半（39％）、30代前半（14％）、35歳以降（4％）
・キャリア比：i-mode（60％）、EZweb（30％）、Y!keitai（10％）、3GC端末比率90％

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPビルボード WEB 700,000
想定

※期間保証
ピクチャー+テキスト \7,000,000 \10.00 1 1週間 火曜日13時

0.5枠対応可
gwピクチャーを3.5枠サービス掲載

gwピクチャー WEB 2,500,000
想定

※期間保証
ピクチャー+テキスト \1,000,000 \0.40 6 1週間 火曜日13時

0.5枠対応可
i-mode,Ezweb指定可能

girlsRanking WEB 400,000
想定

※期間保証
ピクチャーorテキスト \500,000 \1.25 8 1週間 火曜日13時

芸能ニュースメルマガ メール 150,000 ― テキスト \500,000 \3.33 1 1回 平日

ケータイコンテンツ、ショッピング、コミュニティの3本柱の他ファッションイベント
「TOKYO GIRLS COLLECTION」をはじめとしたクロスメディア展開などF1層
読者に特化した絶大なメディアパワーを誇ります。

■iMUG！ http://www.imug4u.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（モバイルメニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

WEBバナー

トップページ
ヘッダー

2階層目以下
各ページ　ヘッダー

1,000,000 PV保証 ローテーション \200,000 \0.20 5枠 1ヶ月 毎月1日 枠は調整中

TOPテキスト枠 トップページ上部 500,000 期間保証 貼り付け \240,000 \0.40 1枠 1ヶ月 毎月1日 -

TOPピクチャー
バナー

トップページ中面 500,000 期間保証 貼り付け \240,000 \0.40 1枠 1ヶ月 毎月1日 -

タイアップ枠 トップページ下部 500,000 期間保証 貼り付け \180,000 \0.30 5枠 1ヶ月 毎月1日 -

【男女比率】　男性：21%　　女性：79%
【年齢比率】　10代：31%　20～24歳：18%　25～29歳：12%　30～34歳：12%　35～39歳：14%　40歳以上：13%

約600,000PV

約6,000,000PV
-

属性を7月に再取得！ケータイ待受画像作成の老舗です。様々なイラスト、写真をDL可
能で画像の加工、編集が簡単です！
ユーザーのケータイ写真などにも文字やFlashが入れられますので、オリジナル画像も作成で
きます！
「パネェ画メーカー」もあり女性に人気のある媒体です！

■nissenモバイルメール

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：10％　女性：90％
【年齢】10代：3％　20代：37％　30代：43％　40代：14％　50代以上：3％
【地域比率】北海道・東北：13％　関東：36％　信越・北陸：5％　東海：10％　近畿：17％　中国：5％　四国：3％　九州・沖縄11％
【キャリア】i-mode：45％　EZweb：38％　Yahoo!ケータイ：17％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

nissen
買い得プチニュース

ヘッダー 420,000 配信保証 メール - \10.00～ 1回
毎週 火曜日
(祝日配信可)

ノンクリック
インセンティブ

nissen
プチニュース
ゲーム付き

ヘッダー 420,000 配信保証 メール - \10.00～ 1回
毎週 木曜日
(祝日配信可)

ノンクリック
インセンティブ

nissen
トクするメール

ヘッダー 420,000 配信保証 メール - \10.00～ 1回
毎週 金曜日
(祝日配信可)

ノンクリック
インセンティブ

-

nissenからユーザーへセール情報を配信するメール。可処分所得の多い、20～40代の
女性会員。nissenのハウスリストに対してダイレクトにアプローチができます！

-
-
-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■PG（パパゴメス） http://pgma.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体imp/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

パパゴメス
テキスト/

ピクチャーバナー
1,100,000imp 想定

テキスト／
ピクチャーバナー

\100,000 \0.09 1枠×3キャリア 1週間 毎週月曜日
キャリア

セグメント対応可

パパゴメス
テキスト/

ピクチャーバナー
5,200,000imp 想定

テキスト／
ピクチャーバナー

\350,000 \0.07 1枠×3キャリア 4週間 毎週月曜日
キャリア

セグメント対応可

【男女比】男性：　7％　女性：　93％
【年齢比】10代：63％　　20代：30％
【キャリア比】 i-mode：　54％　Ezweb：　38％　Yahoo！ケータイ：　8％
【職業比】中学生：　24％　高校生：　38％　専門学校生：　4％　大学生：　7％　小学生：　3％ 会社員：　9％　主婦：　2％　その他：　4％
【地域比率】北海道・東北：13％　中部：15％　東京都：14％　東京以外の関東：21％　近畿：17％　中国・四国：8％　九州・沖縄：12％

400,000PV

-

5,200,000imp

-

パパゴメスは、女子中高生に向けたケータイ小説サイトです。誰でも簡単な操作でケータイ
小説を書いたり、掲載作品を読んだり、作品レビューを書いたりすることができます。人気小
説ランキングや小説コンテストなどの機能もあります。恋愛や友達、家族など、女の子に身
近なテーマの小説が数多く掲載されています。小説機能以外にも、芸能ニュースや占い、
心理テスト、ファッション情報、自分の名前を入力すると、自分を主役にした本が読める「ワ
タシ本」などの機能があります。

■QueenBEE http://queenbee.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール

【性別】男性：5％　女性：95％ 【年齢】～17歳：12％　18歳～19歳：34％　20歳～24歳：38％　25歳～：16％
・メールが届かないユーザーを毎週切り捨て ・雑誌媒体にて集客
【キャリア】i-mode:58%　ez-web:37%　Yahoo!ケータイ：5%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

QueenBEE バナー 230,000                    期間保証 バナー \230,000 \1.00 1 １０日間 随時 -

QueenBEE 号外メール 90,000                      通数保証 メール \600,000 \6.67 1 １日 毎週水・日以外 -

QueenBEE ターゲティングメール - 通数保証 メール - \15.00 1 １日 毎週水・日以外 -

QueenBEE デコメール 50,000                      通数保証 HTMLメール \400,000 \8.00 1 １日 毎週水・日以外 -

①パケット定額率97％  ②ケータイ使用時間５ｈ/日
③有料サイト登録率67％
頻繁にアクセスするアクティブなユーザーが多く、TOPページが２万PV/日を
超えるサイトとなっております。 90,000人

690,000PV
-
-
-

■SEDA-P http://www.seda-p.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間 120,000PV

トップページUU/月間 -

全体PV/月間 1,000,000PV

全体UU/月間 -

ユーザー数 32,000人

■ユーザープロフィール
【男女比率】女性100.0%
【年齢比率】18歳未満：7.7％　18歳：10.3％　19歳：14.9％　20歳：16.1％　21歳：14.4％
【キャリア比率】i-mode：62.6％　EZweb：28.8％　Yahoo！ケータイ：7.8％　その他：0.8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾒｰﾙ全面 32,000 通数保証 ﾒｰﾙ \960,000 \30.00 1枠 1日 土日以外

※テキスト：全角230字以内（URL:1箇所）、全角212字以内（URL:2箇所）
※セグメント指定可
※配信数指定の場合　配信数×単価＋指定料（2万円）
　　 低配信数　１0，000通～
・媒体特性として、広告表現はSEDA-Pが会員だけに教えてあげるまたはSEDA-Pが会員にお勧めする情報
として配信するため、  SEDA風に編集致します。ご了承くだい。
・広告主様の業種によってはご出稿できない場合がございます。 ご提案前にお問い合わせください。
 ・広告表現およびリンク先は、ユーザーメリットを得る情報に厳選させていただきます｡

WEBﾊﾞﾅｰ 160,000 期間保証 WEB \800,000 \5.00 1枠 １ヶ月 随時

※掲載箇所
SEDA-P Topページ
SEDA-P ブログページ（ブログTOP、Myブログページの２ヶ所）
※192×53、116×32、または全角8字以内×3行
※コンテンツ内タイアップも可能。
   料金などご相談ください。
※掲載期間ご相談ください。
・広告主様の業種によってはご出稿できない場合がございます。ご提案前にお問い合わせください。
・各ページごとに原稿の変更はできません。

SEDAはおしゃれに敏感でストリートの 新情報を求める21歳前後の女の子達に向け、
新しいライフスタイル＆ファッションを発信しております。
SEDA-Pでは、そんな彼女達がモバイルに求めるニーズに応え、ファッションやヘアスタイル
以外にもダイエットやフリマ、ブログなど人気コンテンツがラインナップ。雑誌には掲載されな
い、SEDA-P会員だけに届けられる貴重な情報が満載。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■SWEETマガジン http://agw.st/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 360,000PV
トップページUU/月間 90,000PV

全体PV/月間 30,000,000PV
全体UU/月間 800,000UU

■ユーザープロフィール
【性別】男性：12％　女性：88％
【年齢】10～14歳6%　15～19歳47%　20～24歳18%　25～29歳10%　30～34歳7%　35～39歳6%　40～49歳5%　50歳以上1%
【キャリア】ドコモ57％、EZ36％、Yahoo7%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

※メルマガ広告 メールヘッダー 900,000 配信保証 メール \650,000 \0.72 1枠 1日 水曜日 -

ローテーション
パックバナー

ヘッダー 3,000,000 配信想定 バナー \200,000 \0.07 1枠 1週間 水曜日 -

ローテーション
バナー【I-mode】

ヘッダー 1,600,000 配信想定 バナー \160,000 \0.10 1枠 1週間 水曜日 -

ローテーション
バナー【EZ-web】

ヘッダー 1,200,000 配信想定 バナー \120,000 \0.10 1枠 1週間 水曜日 -

会員150万人を誇る日本 大級の携帯メールマガジン発行スタンド
です。

※ダイエット、健康食品、モール系ECクライアント（美容等を含む）の出稿枠は３ｷｬﾘｱ90万通のメニューでのみ掲載となり、１ヵ月２枠までとさせて頂きます。\700,000(@0.875円）

■ヴィーナス研究所 http://vken.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：0％　女性：100％ 【年齢】18歳～19歳：21％　20歳～24歳：46％　25歳～29歳：20％　30歳～：13％
・メールが届かないユーザーを毎週切り捨て ・雑誌媒体にて集客
【キャリア】i-mode:60%　ez-web:33%　Yahoo!ケータイ：7%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ヴィーナス研究所 バナー 170,000                    期間保証 バナー \180,000 \1.06 1 １０日間 随時 -

ヴィーナス研究所 号外メール 50,000                      通数保証 メール \350,000 \7.00 1 １日 毎週水・日以外 -

ヴィーナス研究所 ターゲティングメール - 通数保証 メール - \15.00 1 １日 毎週水・日以外 -

ヴィーナス研究所 デコメール 32,000                      通数保証 HTMLメール \270,000 \8.44 1 １日 毎週水・日以外 -

50,000人

①パケット定額率97％  ②ケータイ使用時間５ｈ/日  ③有料サイト登録率
72％    男子禁制!!大人の女性の秘密情報サイト!!
毎日コンテンツが更新され、毎日見れば素敵なモテ女子に変身

510,000PV
-
-
-

■占いタウン http://uranai.pretown.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール
【性別】男性：22％　女性：78％ 【年齢】10代：19％　20代：31％　30代：33％　40代：17％

【キャリア】I-mode：47％　ezweb：43％　vodafone：10％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールヘッダー 350,000 通 メール

占い結果詳細ページミドル(WEB) 60,000 PV WEB

占いランキング
ヘッダー期間保証

占いランキングページヘッダー 210,000 PV WEB \210,000 \1.00 1枠 1ヵ月 毎月1日
ヘッダー枠のみ
ピクチャー画像も
掲載可能です。

占いランキングフッタ期
間保証

占いランキングページフッタ 210,000 PV WEB \160,000 \1.00 1枠 1ヵ月 毎月1日
ヘッダー＆フッタをジャックにした場合300,000円

とお買い得です。

水曜日

300,000PV
-
-

-

1日約5万通配信1週間\500,000 - 1枠

公式サイトでおなじみの「マーク・矢崎」が監修する占いサイトです。
EC系、コンテンツ系など女性向クライアント様には 適です!!

協賛広告

■smartMAMA https://smartmama.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

テキストバナー広告 100,000 想定 貼り付け \200,000 1 1週間 水曜日

男
【年齢】10代：1％　20代（前半）：11％　20代（後半）：29％
　　　　30代（前半）：37％　30代（後半）：18％　40代（前半）：4％
【居住地】北海道・東北：11％　関東：37％　北陸・甲信越：7％　東海：11％
　　　　　近畿：15％　中国：5％　四国：3％　九州・沖縄：11％

455,000

妊娠中・育児中のママたちのサポートを目的とした携帯育児サービス「smartMAMA」は、毎
日のメール配信と日替わりコンテンツが基本となり、継続的にアクセスするサービスです。登
録すると毎日メールが届き、自分のページに簡単にアクセスできるスマートママは妊娠・子育
てで生活や環境が変わる時期の不安や孤立感を軽減する携帯サイトです。
コンテンツは、妊娠週数や子どもの月齢に対応した内容です。

200,000

NEW
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■キラキラ★デコ同盟 http://kiradeco.jp

■媒体プロフィール 2007年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【会員数】　90,871名（07年3月10日時点）＊毎月約9,000人新規会員獲得中！！
【性別】　女性：88.9%　男性：11.1％
【年齢（女性）】　F0層(～19）：29.6％　F1層(20～34）：48.8％　F2層(35～49）：9.5％　F3層(50～）：0.5％　
【年齢（男性）】　M0層(～19）：4.2％　M1層(20～34）：5.1％　M2層(35～49）：2.1％　M3層(50～）：0.2％　

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

期間保証バナー広告 WEB
300,000
600,000

配信想定 ピクチャー
\３00,000
\５50,000

- 2枠
1週間
2週間

月～金
CPC８円以下となりま
す。

インセ有り
クリック保証広告

WEB 月間 大110,000CL クリック保証 ピクチャー - \9.00 １0,000CL～ 1週間～ 月～金
ボリュームディスカウン

ト有り

インセ無し
クリック保証広告

WEB 月間 大20,000CL クリック保証 ピクチャー - \25.00 10,000CL～ 2週間～ 月～金
ボリュームディスカウン

ト有り

インセ無し
クリック保証広告

WEB 月間 大110,000CL クリック保証 モンスターピクチャー - \30.00 10,000CL～ 1週間～ 月～金

ターゲティング
ﾒｰﾙ広告

メール全面 - 配信想定 テキスト - \10.00 5,000通～ 1回
月～金

EC系金曜限定
１セグメント＠8円

全配信の場合＠5円

HTMLメール広告 メール前面 - 配信想定 テキスト＆画像 - \12.00 5,000通～ 1回 金
１セグメント＠10円

全配信の場合＠9円

登録完了
メールクリック保証

メール全面 月間 大5,000CL クリック保証 テキスト - \25.00 5,000CL～ 1ヶ月程度 月～金 -

約600,000PV

約120,000PV

【職業比】会社員:26.7%　自営業:2.2%　フリーター:11.1%　学生:35.4%　主婦:13.0%　その他:11.6%
【未・既婚率（女性）】　未婚率77.8%　既婚率22.2%
【未・既婚率（男性）】　未婚率79.6%　既婚率20.4%

約9,000,000PV
約1,600,000PV

デコメや顔文字、テンプレート、占いや心理テスト、恋愛相談に着メロ、そしてカラオケも完
全無料!　キラキラ★デコ同盟は遊べる・楽しめる・話題になる女性エンタメサイトを目指して
おります。女性向けのECや美容、エンタメ（占い等）、資料請求広告などに継続出稿いただ
いております。

■ 銀のスプーン http://www.gin-n.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：30％　女性70％
【年齢】10代：1％　20代：50％　30代：30％　その他：9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

タイアップ枠 メール全面 50,000通 通数保証 メール \400,000（ネット価格） \400,000.00 １枠 １日 随時

期間保証枠（１ヶ月） 会員様専用恋愛技ページ 1,100,000ＰＶ 期間保証 テキストバナー \1,000,000（ネット価格） \1,000,000.00 １枠 1ヶ月 毎月１日から
テキストとピクチャーを
併せた掲載方法も可

能です。

期間保証枠（半月） 会員様専用恋愛技ページ 550,000ＰＶ 期間保証 テキストバナー \500,000（ネット価格） \500,000.00 １枠 半月 １日から又は１６日から
テキストとピクチャーを
併せた掲載方法も可

能です。

●8年の信頼と実績のある恋愛心理サイトです。
●２０代以上の良質なユーザーに絞り込んでプロモーションをかけておりますので、携帯のフィルタ
リングによる効果の低下などの影響はございません
●ジャンルを問わず、どんなクライアント様サイトとも相性が良いです。
●弊社の心理学を熟知したプロのライターが原稿を作成致しますので、ノンインセンティブでＣＴ
Ｒ３０％が出ます。
●お金持ちでセレブな女性ユーザーが多い為、登録や登録後の課金が大変良いとご好評頂い
ております。

1ヶ月あたり1,100,000PV

１日あたり50,000通配信

■恋デコえもじ工場 http://koideco.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：8％　女性：92％ 【年齢】～14歳：8％　15歳～19歳：33％　20歳～24歳：34％　25歳～：25％
・メールが届かないユーザーを毎週切り捨て ・雑誌媒体にて集客
【キャリア】i-mode:70%　ez-web:20%　Yahoo!ケータイ：10%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

恋デコえもじ工場 バナー 300,000                    期間保証 バナー \400,000 \1.30 1 7日間 随時 -

恋デコえもじ工場 Loveｸﾘｯｸ - ｸﾘｯｸ保証 メール+バナー - \15.00 1 - 随時 ｲﾝｾﾝ有り・ｾｸﾞﾒﾝﾄ無

恋デコえもじ工場 Loveｸﾘｯｸ - ｸﾘｯｸ保証 メール - \20.00 1 - 随時 ｲﾝｾﾝ・ｾｸﾞﾒﾝﾄ有

恋デコえもじ工場 Loveｸﾘｯｸ - ｸﾘｯｸ保証 メール+バナー - \20.00 1 - 随時 ｲﾝｾﾝ・ｾｸﾞﾒﾝﾄ無

200,000人

①パケット定額率95％  ②ケータイ使用時間５ｈ/日  ③有料サイト登録率
86％   デコメ絵文字で日本一の会員数を誇るのが当サイト。もちろんユー
ザーはケータイにアクティブな女性ばかり！

1,350,000PV
-
-
-

■スマートナース

■媒体プロフィール　2008年3月時点※4月以降にimp/配信数が多少変動いたします。 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：10％　女性：90％
【年齢】10代：1％　20代：64％　30代：24％　40代：10％　50代以上：1％
【地域比】北海道：5％　東北：7％　関東：29％　北陸・甲信越：7％　東海：11％　近畿：17％　中国：7％　四国：3％　九州・沖縄：14％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

会員向けメール ヘッダ枠 20,000通 想定 テキスト \50,000 \3 1日 随時

会員向けメール ヘッダ枠 140,000通 想定 テキスト \240,000 \2 1週間 随時

マイページTOP 記事中枠 35,000PV 想定 テキスト \200,000 \6 1枠 1週間 随時

マイページTOP 記事中枠 35,000PV 想定 テキスト \120,000 \3 1枠 1週間 随時

http://www.smartnarse.jp/

1枠

150,000PV

-
-
-

【看護師経験年数比】予備軍39.5％　1年目：15.3％　2年目：10.7％　3年目：8.5％　4年目：4.8％　5～9年目：9.3％　10～14年目：5.2％　15年目以上：6.6％

臨床ナースに向けて、毎日、医療・看護コンテンツを配信。「今日のくすり」「看護ミニ英会
話」など日々の実務をスキルアップするものから、 「日替わりプレゼント」などのお楽しみコンテ
ンツまで、幅広く提供。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■デコ得 http://decotoku.com/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
平均月間アクセス数/月間

■ユーザープロフィール
【月間総PV数】　　20,000,000PV（3キャリア合計）

【男女比】 　　男性：36％　女性：64％
【年齢比】 ～18歳：26%、19-22歳：16%、23-30歳：29%、31-40歳：20%、41歳以上：9%

【キャリア】 　　imode:59%   Ezweb:37%   Yahoo!:4%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

デコ得 広告付きデコメ 16,800 送信＆クリック保証 ピクチャー（デコメ） \300,000 \17.86 枠無し 消化されるまで 営業日の11時ごろ 1デコメ1ヶ月想定

デコ得 広告付きデコメ 33,600 送信＆クリック保証 ピクチャー（デコメ） \600,000 \17.86 枠無し 消化されるまで 営業日の11時ごろ 2デコメ1ヶ月想定

デコ得 広告付きデコメ 56000 送信＆クリック保証 ピクチャー（デコメ） \1,000,000 \17.86 枠無し 消化されるまで 営業日の11時ごろ 3デコメ1ヶ月想定

2,000,000PV/月間

デコ得は会員が広告付きデコレーションメールを送ることによってポイントがも
らえる全く新しいタイプのサイト。ビジネスモデル特許申請中です。マスに対
して認知を取りたいクライアントに 適です。

-

20,000,000PV/月間
2,000,000/月間

■デコ★ぱら http://decopara.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン ヘッダー ３８０，０００通 配信保証 メール - \10.00 - 1日 毎週金曜日 セグメント分け可能

オススメール ヘッダー ３８０，０００通 配信保証 メール - \15.00 - 1日 毎週火曜日 セグメント分け可能

クリック保証 2階層目以降 １００，０００ＣＬ クリック保証 ピクチャー/テキスト - \30.00 - 消化まで 随時 在庫10万クリック

TOPバナー TOPヘッダー ６００，０００PV 期間保証 ピクチャー/テキスト \400,000 \0.66 ４枠/月 １ヶ月 毎月１日 -

『デコ☆ぱら』は全キャリアに対応した無料デコメールサイトです。デコメール素
材は、質・量とも、有料サイトを凌ぐ内容でお届けいたします。さらに、クリック
インセンティブ無し・メールアドレスのみの登録で、全素材ダウンロードし放題
のユーザ満足度満点のサイトです。現在会員８０万人（2008年2月現在）

２０，０００，０００ＰＶ
-

２，６００，０００ＰＶ
-

◆キャリア DoCoMo：52.9%　EZweb：37.3%　SoftBank：9.8%
◆性別 男性：24.1%　 女性：75.9%
◆年齢 10代：40.2%　20代：40.3%　30代：14.1%　40代：4.7%
◆職業 会社員：24.1％　アルバイト：14.1％　学生：43.6％　専業主婦：7.2％　その他：11.0％

■デコパー http://d-party.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -
全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性　別】男性（24.8％）、女性（75.2％）
【年　齢】～10代（29.9％）、20代（36.5％）、30代（21.9％）、40代（9.6％）、50歳以上（2.2％）
【キャリア】i-mode(58.6％)、Ezweb（33.6％）、Yahoo!ケータイ（7.8％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 通/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メール内 10,000～ 通数保証 メール ￥200,000～

～50,000通　⇒＠20
～100,000通⇒＠17
100,001通～⇒＠15

低配信数は10,000
通となります。

1枠 1日 月・火・木・金

メールマガジン メール内 全配信 通数保証 メール
随時お問い合わせ下

さい。

全配信：＠7円
キャリア、性別指定
時：＠8円

1枠 1日 毎週金曜日

ファーストメール メール内 10,000～ 通数保証 メール \300,000～
～25,000通⇒＠30円
～50,000通⇒＠27円
50,001通～⇒＠25円

1枠 通数終了まで
随時配信（開始日の
指定はできません。）

トップページ
バナー

トップページ 400,000PV 期間保証 バナー \300,000 \0.75 2枠 1週間 毎週火曜日

※PV数は想定です。　保証はいたしませんのでご了承ください。

保証通数に関しまして
は随時御問合せ下さ

い。

約1,700,000PV
株式会社ツタヤオンライン運営の3キャリア対応無料デコメ(R)サイト。
10代～30代女性を中心としたアクティブユーザーの多いサイトです！
積極的に会員獲得プロモーションをおこなっており、会員は34万人を超えました！
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■デコメッチ http://decomech.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間
■ユーザープロフィール

【男女比】男性23％　女性77％
【年齢比率】19歳以下23％　20代38％　30代25％　40歳以上11％　
【キャリア】i-mode Ezweb Yahoo!
■広告料金一覧（モバイルメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン
フッダー広告

メルマガフッダー 18,000通 配信保証 メール \100,000 － 1枠 1日 火・金 -

ターゲティングメール メールフッダー 2,500通～ 通数保証 メール － \20.00 1枠 1日 月・水・木 -

ターゲティングメール
デラックス

メール全面 2,000通～ 通数保証 メール － \25.00 1枠 1日 月・水・木 -

ショッピングメルマガ メール全面 18,000通 通数保証 メール \200,000 － 1枠 1日 月・水・木 URL3本まで

メルマガフッダー 18,000通 配信保証 メール － 1日 火・金 -

web 70,000 期間保証 web － 1ヶ月 月 -

TOPページ 70,000 期間保証 web － 1ヶ月 月 -

メルマガフッダー 18,000通 配信保証 メール － 1日 火・金 -

■広告料金一覧（DMメニュー）
形式 低配信料金 入稿締切 備考

TEXT \50,000 5営業日前 -

TEXT \50,000 5営業日前 -ターゲティングメールデラックス 対応なし
件名：全角8文字　　本文：全角300文字以内

リンク：全角8文字×2行 ＋URL1本（テキストリンク）
画像：1点（5KB以内）

メニュー名 配信比例料金 原稿仕様

ターゲティングメール 対応なし

70,000ＰＶ
－

380,000PV

－

無料デコメサイト。口コミ、ＰＣからの誘導で順調に会員が増加中。また、2007年5
月から3キャリア対応となりました。対応端末の普及に応じて、よりアクティブなユー
ザーへの訴求が期待できます。

件名：全角8文字以内　本文：全角8文字×2行
i-modeのみ絵文字可（UNICODEで入稿）

EZweb・Yahoo!ケータイは絵文字不可

\300,000 1枠タイアップ広告

\150,000ダブルdeデコメ 1枠

■ピンク・ベア shop http://pink-bear.com/shop/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：1％　女性：99％
【年齢】10代：13％　20代：56％　30代：28％　40代以上：5％
【地域比】 無し
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

定期メルマガ フッダー 30,000 通数保証 メール \150,000 \5.00 1 1日 火、金、日 -

テキストバナー トップロゴ直下 120,000 期間保証 webテキスト \100,000 \0.83 1 4週間 随時 -

ピクチャーバナー トップロゴ直下 120,000 期間保証 webピクチャー \100,000 \0.83 1 4週間 随時 -

カテゴリアライアンス カテアラ枠 120,000 期間保証 webテキスト \40,000 \0.33 6 4週間 随時 -

ピンク・ベア shopは、商品の提供だけでなく、ユーザーの真のニーズに沿った
コンテンツを多数用意し、20代～30代の女性ユーザーが、ほしい情報を手
に入れることができるショッピングサイトです。 

500,000
200,000

120,000
60,000

■プリアドメール

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 通/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

プリアドメール ターゲティングメール 1,700,000 通数保証
メール※テキスト／HTML（imode・ez

のみ）
-

テキスト：@\2.00
デコメ：@\3.00

50,000通～ 1日 随時 -

女子中高生を中心とした、10代20代のプリクラユーザに集中的にアプローチできま
す。プリクラ機から直接集客しているので、広告慣れしていないユーザに訴求すること
ができます。

19～20歳11％、21～22歳5％、23～25歳4％、26～30歳3％、31歳以上1％）

【地域比】（北海道・東北：12％、東京：11％、関東（東京以外）：25％、北陸・信越：3％、東海：11％、大阪：9％、近畿（大阪以外）：12％、中国・四国：8％、九州・沖縄：
10％）

【職業別】（小学生：2％、中学生：29％、高校生・高専生：39％、短大・大学・専門学校生：9％、会社員・公務員：7％、自営業：1％、
パート・アルバイト：8％、専業主婦：2％）

【キャリア比】（imode80万通-51%,ezweb60万通-38%,softbank17万通-11%）

【男女比】（男性：7%、女性93%）、【年齢比】0～19歳：約82％、20～30歳約16％：（12歳以下3％、13～15歳35%、16～18歳38％

■ ひいらぎ先生の診療所 　http://www.hiiragi-t.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：40％　女性60％
【年齢】10代：２％　20代：50％　30代：45％　その他：3％　
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

タイアップ枠 メール全面 40,000通 通数保証 メール \300,000（ネット価格） \300,000.00 １枠 １日 随時

期間保証枠（１ヶ月） 会員様専用恋愛技ページ 850,000ＰＶ 期間保証 テキストバナー \900,000（ネット価格） \900,000.00 １枠 1ヶ月 毎月１日から
テキストとピクチャーを併
せた掲載方法も可能で

す。

期間保証枠（半月） 会員様専用恋愛技ページ 425,000ＰＶ 期間保証 テキストバナー \450,000（ネット価格） \450,000.00 １枠 半月 １日から又は１６日から
テキストとピクチャーを併
せた掲載方法も可能で

す。

『ひいらぎ先生』から毎日届く、恋愛技メール（処方箋）がユーザーに大好評です。
そのメールの内容を、クライアント様サイトをプッシュする内容に代えて、ユーザーに告知する為、より
ユーザーがサイトに対して親近感や信頼感を持つようになり、コンバージョンが非常に良くなります。
マーケティング・心理学を熟知した弊社のプロライターが原稿作成する為、興味を持たせ、登録や
消費行動を促す事が可能です。
２０代以上の良質なユーザーに絞り込んでプロモーションをかけておりますので、携帯のフィルタリン
グによる効果の低下などの影響はございません。

１日あたり40,000通配信

1ヶ月あたり850,000PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■mamastudium★彡　－ママスタジアム－ http://mamastar.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：5％　女性：95％ 【年齢】10代：4％　20代：74％　30代以上：22％
【子供の有無】子供あり：99％　子供なし：1％ 【キャリア比】i-mode：60％　Ezweb：37％　Y！ケイタイ!：3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPバナー トップページ 上部 1,000,000 想定 WEBテキスト \500,000 - 2 1ヶ月 毎月1日12時頃 -

ピックアップ トップページ上部 2,000,000 想定 WEBテキスト \500,000 - 4 4週間 毎月1日12時頃 月初開始は1ヶ月掲載

BBSトピ一覧 BBSトピ一覧ページ 7,000,000 想定 WEBテキスト \400,000 - 2 2週間 毎週金曜日12時頃 -

日本 大級ケータイ主婦向けサイト。クチコミ病院情報、カテゴリ別掲示板、オークションな
どプレママから主婦まで充実したコンテンツが満載。クチコミや雑誌掲載により会員数も増加
中。現会員数約70,000人。

2,400,000PV

-
72,000,000PV

200,000UU

■Amebaモバイル http://m.ameba.jp/m/top.do

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性：23％　　女性：77％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 PV/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日

Amebaモバイルバナー 3,000,000 PV想定 期間保証 \300,000 \0.10 23枠 １週間 火曜日

Amebaモバイルタイアップ - - 期間保証 \1400000～ - - - 火曜日

Amebaモバイル記事投稿完了バナー 300,000 PV想定 期間保証 \500,000 \1.67 1枠 １週間 火曜日

Amebaモバイル拡大画像画面 1,500,000 PV想定 期間保証 \300,000 \0.20 6枠 １週間 火曜日拡大画像画面

-

記事投稿完了画面

-

-

約6,020,000UU／月（2008年2月）

約1,100,000,000ＰＶ／月（2008年2月）

Amebaモバイルは約270万人のAmebaブロガーと月間想定604万UUを誇るブログメディアです。（2008
年1月）また、約1600人の著名人ブロガーを抱えており現在も毎月新しい著名人がブログを開設中で
す。Amebaモバイルはクチコミを促進する機能を追加し、さらに媒体成長を続けています。

スペース名

各ブログTOP、ブログ記事ページ、マイページ、
アメーバニュース
※一部ブログは除く

【年齢比】 20歳未満：29.7％　20代：39.8％　30代：23.2％　40代：6.4％　50代以上：0.9％

ＳＮＳ・無料ＨＰ・ＣＧＭサイト

■AVI http://avi.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】男性:20%　女性:80%
【職業】学生:83.3%　パート・アルバイト:4.7%　主婦:2.2%　会社員:6.3%　会社役員:0.2%　経営者・自営業:0.9%　教員:0.6%　公務員:0.8%　無職:1.5%　その他:1.9%
【学年(学生中)】小学生:15.0%　中学生:65%　高校生:16.4%　大学生:2.8%　大学院生:0%　浪人生:0.3%　短大生:0.1%　専門学生:0.4%
【地域比】北海道:7%　北陸:4%　甲信越:3%　東北:9%　北関東:13%　首都圏:15%　近畿:17%　東海:11%　中国:5%　四国:5%　九州:11%　沖縄:2%　海外:1%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

レンタルツールロー
テーションバナー

WEB 5,000,000 imp想定
WEBピクチャー、

テキスト
\200,000 \0.04 10枠 1ヶ月間 毎月1日 -

カテゴリアライアンス WEB 5,000 クリック保証 テキスト \125,000 \25.00 1枠～ 1ヶ月間想定 随時 -

ヘッダーバナー WEB 400,000 imp想定
WEBピクチャー、

テキスト
\320,000 \0.80 1枠 1ヶ月間 毎月1日 -

120,00,000PV

400,000PV

総PV1億2千万/月。ティーンの女の子にリーチ可能なブロードメディア。女子中高生の圧
倒的支持を得ている恋愛ポータルサイト「AVI」と、各種レンタルツールが主体。
レンタルツールでの大量露出型のバナー広告や、カテゴリアライアンス等のテキスト広告な
ど、様々なプロモーションが可能です。

■Any http://www.myany.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】 男性：52%　女性：48％
【年齢】 10代：48%　20代：38%　30代：14%
【キャリア比率】  Docomo：42%　au：42%　softbank：16%
【地域別比率】 関東：36%  近畿：21%  東海：10%  東北：19%  中四国：5%  九州・沖縄：9%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーションバナー ヘッダー 1,000,000 期間保証 バナー \200,000 \0.20 1枠 1週間 月曜日 インセンティブ無し

完了ページバナー ヘッダー 600,000 期間保証 バナー \280,000 \0.46 1枠 2週間 月曜日 インセンティブ有り

『Any』は3Dアバターやプロフ、デコメ、Flashゲームなどを通じてユーザー同士
がコミュニケーションを行うことのできる、PC、モバイル共通の総合型SNSサイト
です。

約25,000,000PV
約100,000人

約1,200,000PV
約80,000人

NEW
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■BitPets http://bitpets.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性　別】男性（41％）、女性（59％）
【年　齢】10代（33％）、20代（50％）、30代（12％）、40代（3.5％）、50代以上（1.5％）
【キャリア】i-mode 46％　Ezweb 47％ Yahoo! 7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPローテーション
バナー

ログイン前後TOP 1000000imp imp保証 ローテーション \200,000 #VALUE! 2枠/週 imp消化まで 月曜日 キャリア、性別指定可

ビットブログ
ローテーションバナー

Bitブログ内画面 1720000imp 期間保証 ローテーション \250,000 #VALUE! 4枠/週 1週間 月曜日 キャリア、性別指定可

トミーファームTOP
ローテーションバナー

トミーファーム内画面 5000クリック クリック保証 ローテーション \125,000 #VALUE! 2枠/月 クリック消化まで 月曜日 キャリア、性別指定可

ビットペッツメルマガ広告 メール内 80000通 通数保証 \560,000 #VALUE! 2回/月 1日 隔週火曜日

-
-BitPetsは位置情報を利用した携帯専用「ペットゲーム型コミュニケーションサービ

ス」です。リアル媒体からの集客も積極的に行っておりますので、ピュアなユーザーが
集まっています。

170,000,000PV
-

■blogri www.blogri.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：10％　女性：90％
【年齢比】10代：66％　20代：29％　30代：3％　40代：1％　50代以上：1％
【キャリア比】imode：33％　ezweb：58％　softbank：9％
【職業構成】学生：62％　アルバイト：14％　会社員：11％　主婦：3％　他：10％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ユーザーブログページバナー blogri　PV保証 5,000,000 PV保証 ピクチャー/テキスト \600,000 \0.06 14枠 1ヵ月 随時

コンテンツページヘッダーバナー blogri　PV保証 6,000,000 PV保証 ピクチャー/テキスト \600,000 \0.06 1枠 1ヶ月 随時

タイアップ blogri タイアップ 期間保証 タイアップ 2枠 2週間 1日・16日

投稿完了画面ビッグバナー blogri PV保証 1,800,000 PV保証 ピクチャー \360,000 \0.30 1枠 1ヶ月 随時

投稿完了メール blogri 通数保証 200,000 通数保証 テキスト \60,000 \0.30 1枠 1ヶ月 随時

2,100,000PV

不明ブログリは携帯電話向け本格的ブログサービスです。特に公式CP様広告掲載に強
く、女性ユーザーに圧倒的なリーチが可能です。また、こまめなサイト監視によりクリー
ンなサイトを実現しています。

100,000,000PV
1,300,000UU

■forestpage http://id.fm-p.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：6％　女性：94％
【年齢（女性）】10代：88.5％　20代：9％　30代：2.5％
【職業】小学生：3％ 中学・高校生80.5％ 大学・短大・専門学生4％ フリーアルバイト9％ 会社員2％ 主婦0.5％ 無職1％
【キャリア比】ドコモ：40％／ＡＵ：53％／ソフトバンク：7％
【地域比】北海道・東北：12％／関東・甲信越：32％／東海・北陸：13％ ／近畿：26％／中・四国：5％／九州：12％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

3キャリア-1週間 フッダー広告 8,000,000 期間保証 ローテーションバナー \300,000 \0.038 5枠 1週間 月曜日～日曜日
バナーの差し替えは随時可能ですので、費

用対効果の追求が 後まで追えます。

i-mode or ezweb　1週間 フッダー広告 8,000,000 期間保証 ローテーションバナー \300,000 \0.038 5枠 15日 月曜日～日曜日
バナーの差し替えは随時可能ですので、費

用対効果の追求が 後まで追えます。

土・日・祝 限定配信 フッダー広告 6,000,000 期間保証 ローテーションバナー \280,000 \0.047 3枠
配信希望月の土曜
日・日曜日・祝日に

配信

毎月第一土曜日or
日曜日or祝日

バナーの差し替えは随時可能ですので、費
用対効果の追求が 後まで追えます。

3キャリア-30day フッダー広告 26,000,000 期間保証 ローテーションバナー \1,000,000 \0.038 10枠 1ヶ月 毎月1日
バナーの差し替えは随時可能ですので、費

用対効果の追求が 後まで追えます。

-

フォレストページのユーザーは90％以上が10代女子中高生になっており、自分が楽しん
でいるサービスをどんどん友達に紹介するという形で爆発的な口コミが発生しております。
2006年3月には月間10億PVを突破し、ホームページ作成サービスとして、日本 大級
に成長しました。現在も日々成長し続けており、女子中高生から圧倒的な人気を誇る
NO.1無料ホームージ作成サービスです。

非公開とさせていただきます。

非公開とさせていただきます。
19億PV
201万人

■MP7 http://mp7.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：52％  女性：48％
【年齢】～10代：46％　20代：34％ 30代：15％ 40代以上：50％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

グランド
ローテーション

ユーザーページ
フッター

30,000,000 期間保証 WEBテキストorバナー \200,000 \0.01 4 1ヵ月 月初

掲示板
ローテーション

掲示板ページ
ヘッダー

20,000,000 期間保証 WEBテキストorバナー \200,000 \0.01 1 1ヵ月 月初

4,500,000
ユーザー層は10代の女性が中心となっており、モブログや小説など日々更新
されるコンテンツをユーザーが作成しています。他にはない画像機能やテンプ
レート数が充実しています。

75,000,000



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

129

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■くちこみネット http://kutikomi.net/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間 約20万ＰＶ

トップページUU/月間 -
全体PV/月間 約200,000,000ＰＶ
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

　　　　　専業主婦：4％、その他：13％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信数 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

monthパック ユーザ作成ページ 3,000,000 ＰＶ＆期間保証 webバナー \300,000 \0.10 300万ＰＶ/枠～ 30日間 毎月1日 -

weekパック ユーザ作成ページ 150,000 ＰＶ＆期間保証 webバナー \30,000 \0.20 15万ＰＶ/枠～ 7日 毎週木曜日 -

WIN(FOMA)限定 ユーザ作成ページ 3,000,000 ＰＶ＆期間保証 webバナー \360,000 \0.12 300万ＰＶ/枠～（3枠） 30日間 毎月1日 -

くちこみページ
人気カテゴリーパック

くちこみページ
ユーザ作成ページ

1,000,000 ＰＶ＆期間保証 webバナー \150,000 \0.15 100万ＰＶ/枠～(3枠) 30日間 毎月1日 -

カテゴリー
アライアンス

くちこみページ
ユーザトップページ

- 期間保証 webバナー ￥40,000～￥300,000 -
特別ピクチャー枠

第1･2位枠各1本/月
30日間 毎月1日 -

【キャリア】i-mode 34.0％、ez 38.4％、Yahooケータイ 7.6％

【性別】　男性約31％、女性約69％
【年齢】　10歳未満：1％、10～14歳：6％、15～19歳：35％、20～24歳：23％、25～29歳：16％、30歳代：13％、40歳代：4％、50歳代以上：2％　
【職業】　小学生：3％、中学生：9％、高校生：21％、大学生10％、専門学校生：3％、会社員・公務員：18％、自営業：3％、アルバイト：16％、

名称通り、くちこみだけで急成長したPC,3キャリア対応のツール系ポータルサイト。自分のHP
が作れる「くちこみページ」、やアルバムが作成できる「くちこみアルバム」がF0層を中心に人気
沸騰中。また、コンテンツ数も増大中で、今後もますます充実。

■恋デコ日記 http://sns.koideco.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：0％　女性：100％                                   【年齢】15歳未満：5％　15歳～17歳：18％　18歳～19歳：17％　20歳～24歳：30％　25歳以上：30％
・公式（i-modeのみ)・18歳以上女性80％
【キャリア】i-mode:80%　ez-web:15%　Yahoo!ケータイ：5%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

恋デコ日記 デコ日記ローテーションバナー 2,200,000                  期間保証 バナー \150,000 \0.07 1 １０日間 随時 -

恋デコ日記 メールマガジン 22,000                      通数保証 メール \100,000 \4.55 1 1日 水・日 -

恋デコ日記 サンキューメール 5,000                       通数保証 メール \150,000 \30.00 1 1ヵ月 随時 -

-

★キャリア初の女性限定SNSサイト★
ぜんぶ無料!!女性オンリーHappyになるヒマつぶしサイト
公式サイトなのでケータイにアクティブな優良ユーザーが多数!!

1,100,000PV
-
-
-

■大集合NEO http://dsneo.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：64％　女性：36％
【年齢】10代：59％　20代：31％　30代：7％　40代以上：3％

【地域比】北海道：10％　東北：10％　関東：29％　中部：13％　近畿：15％　中国・四国：8％　九州・沖縄：15％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

WEBバナー広告（PV保証） 複数ページ 1,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\100,000 \0.10 33枠 1週間想定 任意の営業日

1社600万PVまで同時お申し
込み頂けます。

WEBバナー広告（クリック保証） 複数ページ 40,000 CL保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\200,000 \5.00 3枠 保証PV数消化まで 任意の営業日

キャリア：i-mode
マンスリユニーク

WEBバナー広告（クリック保証） 複数ページ 50,000 CL保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\150,000 \3.00 3枠 保証PV数消化まで 任意の営業日

キャリア：Ezweb
デイリーユニーク

WEBバナー広告（セグメント配信） 複数ページ 1,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\160,000 \0.16 5日間想定 任意の営業日

キャリア：3キャリア
セグメント：性別,年齢

WEBバナー広告（セグメント配信） 複数ページ 2,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\280,000 \0.14 10日間想定 任意の営業日

キャリア：3キャリア
セグメント：性別,年齢

WEBバナー広告（セグメント配信） 複数ページ 3,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\360,000 \0.12 15日間想定 任意の営業日

キャリア：3キャリア
セグメント：性別,年齢

WEBバナー広告（セグメント配信） 複数ページ 1,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\200,000 \0.20 5日間想定 任意の営業日

キャリア：選択可
※SoftBankのみ不可
セグメント：性別,年齢

WEBバナー広告（セグメント配信） 複数ページ 2,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\320,000 \0.16 10日間想定 任意の営業日

キャリア：選択可
※SoftBankのみ不可
セグメント：性別,年齢

WEBバナー広告（セグメント配信） 複数ページ 3,000,000 PV保証
TOPページ、メッセージ送信

完了ページ等13箇所
\420,000 \0.14 15日間想定 任意の営業日

キャリア：選択可
※SoftBankのみ不可
セグメント：性別,年齢

15,000,000PV

ゲーム総合SNS「大集合NEO」は、ユーザ同士がコミュニケーションを取れるSNS機能と携帯だか
らこそ楽しめるゲームの融合を実現したゲーム総合SNSです。
全てのサービスを無料で楽しむ事ができ、2006年8月にオープンして以来堅調に会員数を伸ばし
ております。

300,000,000PV

※在庫については随
時お問い合わせくださ

い。

■PPP／TENCLICK

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：18.7％　女性：81.3％
【年齢（男性）】10代：15.1％　20代：2.1％　30代：0.8％　40代：0.7％
【年齢（女性）】10代：74.3％　20代：4.9％　30代：1％　40代：1.1％
【地域比】北海道・東北：15.9％　関東：25.8％　北陸・甲信越：3.7％　東海：10％　近畿：14.3％　中国：6.8％　四国：3.4％　九州・沖縄：20.1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

PPP（imode） WEB クリック保証 テキスト・ピクチャーバナー CL数×単価 15円 1ヶ月(想定) 基本1日-

PPP（ezweb） WEB クリック保証 テキスト・ピクチャーバナー CL数×単価 10円 1ヶ月(想定) 基本1日-

PPP（softbank） WEB クリック保証 テキスト・ピクチャーバナー CL数×単価 12円 1ヶ月(想定) 基本1日-

TENクリック WEB クリック保証 テキスト・ピクチャーバナー CL数×単価 10円 1ヶ月(想定) 基本1日-

2,650,000

2,780,000,000

国内を代表する無料ホームページに広告を同時掲載。
月間累計ＰＶが56億※を超える人気サイトの特別パッケージ。全てのサイトにお
いて女性比率は8割を超え、１０代率は約9割に達しています。(※ADPV)
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ナショナルアドレス http://new.cx/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：34％　女性：66％
【年齢】10代：46％　20代：46％　30代：8％
【キャリア比】DoCoMo：64％　au：32％　SoftBank：4％
【地域別読者比】北海道・東北：14％　関東：18％　北陸・甲信越：8％　東海：12％　近畿：16％　中国：5％　四国：12％　九州・沖縄：14％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリック保証 ローテーション CL保証 WEBピクチャー \30 約1,000,000CL 随時 3営業日前入稿

PV保証 ローテーション 10,000,000 PV保証 WEBピクチャー \0.02 10枠 随時 3営業日前入稿

携帯で撮った画像や動画をページに出力。
キャリアを選ばず画像閲覧が可能に！
幅広いユーザー層へのプロモーションが可能なメディアです。

210,000,000PV
3,000,000PV

600,000PV
200,000PV

■何する？.ｊｐ http://mnspo.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：52% 女性：48%
【年齢】10代:54％、20代:27％、30代:12％、※左記、現時段階での割合です。
【職業】-

【対応キャリア】3キャリア
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 インセンティブ 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

登録完了メール メールヘッダ部 10,000通 通数保証 メール 有 － 30円 － 想定消化1ヶ月 随時 －

メールマガジン メールヘッダ部 200,000通 通数保証 メール 有 － 10円 － 1日 随時 －

ターゲティングメール メールヘッダ部 ― 通数保証 メール 有 － 25円 － 1日 随時 －

何する？.会員TOPペーｼﾞ ＴＯＰページヘッダ部 800,000imp 期間保証 ピクチャーバナー 有 250,000円 － 1枠 2週間 随時 －

何する？.ローテーション

マイページ内日記本文ページ
日記ランキングページ

　新着会員ページ
＄履歴ページ

ミニメールボックスページ

1,200,000imp 期間保証 ピクチャーバナー 有 250,000円 － 8枠 2週間

3月1日～16日
3月17日～3月31日

4月1日～15日
4月16日～30日
5月1日～16日
5月17日～31日
6月1日～15日
6月16日～30日

－

何する？.デカピクチャー
ミニメ完了後ページ

伝言板書き込み後ページ
ゲーム完了後ページ

600,000imp 期間保証 ピクチャーバナー 有 250,000円 － 4枠 2週間

3月1日～16日
3月17日～3月31日

4月1日～15日
4月16日～30日
5月1日～16日
5月17日～31日
6月1日～15日
6月16日～30日

－

「何する？.jp」は、リアルプロモーションに注力をしており、昨年10月29日「ヤングマガジン」に掲載させて頂いた結果、フレッシュ
な20歳以上の男性会員が続々入会してきております。本年度も3、4、5月で3ヶ月連続週刊ヤングマガジン(約100万部)出
稿が決定しました！！女性をターゲットにしました雑誌へのプロモーションもかけていきますので、非常にフレッシュでアクティブな
ユーザーが多く見込めます。 370,000人

1,600,000

-
150,000,000

-

■人気ブログランキング http://blog.with2.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 1,800,000PV

トップページUU/月間

全体PV/月間 26,000,000PV
全体UU/月間 2,300,000UU

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPブランドバナー トップページ 900,000 想定 貼り付け \200,000 \0.22 １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

TOPレクタングル トップページ 900,000 想定 貼り付け \200,000 \0.22 １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

ラン・オブ・ランキングバナー 全カテゴリ 4,000,000 想定 貼り付け \200,000 \0.05 １枠 1週間 毎週水曜掲載開始 -

バナーパック※ 各カテゴリ
パックにより

180,000～2,340,000
想定 貼り付け \100,000～\550,000 - １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

テキストパック※ 各カテゴリ
パックにより

180,000～2,340,000
想定 貼り付け \100,000～\600,000 - １枠 2週間 毎週水曜掲載開始 -

-人気ブログランキングは、約48万人以上が参加するブログランキングのリーディングサイトです。
◆情報感度の高いブロガーへ訴求◆
情報感度の高いブロガーに対してブログを活用したトラックバックキャンペーンやバズ広告、カテゴリ
をジャックするタイアップキャンペーン、ブログパーツのシーディングなど、各種ブログを活用したインタ
ラクティブプロモーションにもご利用いただけます。

※バナーパック/テキストパック詳細・・・①ITパック、②スポーツ・アウトドアパック、③金融・投資パック、④ギャンブルパック、⑤ビジネスパック、⑥アフィリエイターパック、⑦住まい・暮らしパック、⑧エンタメパック、⑨海外旅行パック、⑩グルメパック、⑪ヘルシーパック、⑫教育
パック、⑬恋愛・結婚パック、⑭ファッション・ビューティーパック、⑮ペットパックの全１５パックになります。

【性別】 男性：55％　女性：45％
【年代】 10代：12％　20代：28％　30代：34％　 40代：18％　50代以上：6％　60代以上：2％

【職業】 学生：16％　会社員：33％　専門職：7％  社長：11％　主婦：13％　無職：4％　その他：16％

■はてな（ポケットはてな） http://mobile.hatena.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　69％　女性　31％

【年齢比】10代　16％、 20代　37％、  30代　30％、  40代　11％、 50代　4％、  60代  1％
【地域比】北海道：5％　東北：4％　関東：44％　中部・北陸：2％　東海：16％　近畿：24％　中国・四国：2％　九州・沖縄：3％

【職種】エンジニア 45%、  管理 8%、  事務職 17%、  営業・販売 8%、  サービス 12%、  その他 10%
※男女比、年齢比はモバイル版のみ、地域比、職種ははてなユーザー統計による
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

モバイル
テキストリンク

ポケットはてな 2,500,000 想定 ローテーション \200,000 \0.08 2 2週間 月曜日開始 キャンペーン価格

モバイル
テキストリンク

ポケットはてな 1,200,000 想定 ローテーション \150,000 \0.13 2 2週間 月曜日開始
キャンペーン価格

i-mode指定

モバイル
テキストリンク

ポケットはてな 1,200,000 想定 ローテーション \150,000 \0.13 2 2週間 月曜日開始
キャンペーン価格

EZweb指定

約1,000,000PV

967万UUを誇る「はてな」の各サービスがPC版と同じように利用できるケータ
イ向けサービスです。2007年7月にi-mode公式サイト入りしたことでPVが飛
躍的に増加しております。 約550,000UU

約50,000,000PV
約200,000UU
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ピクチャーランド http://pic.cx/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：28％　女性：72％
【年齢】10代：52％　20代：38％　30代：7％　40代以上：3％
【キャリア比】DoCoMo：59％　au：36％　SoftBank：5％
【地域別ユーザー比】北海道・東北：13％　関東：36％　北陸・甲信越：6％　東海：11％　近畿：19％　中国：5％　四国：1％　九州・沖縄：9％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリック保証 ローテーション CL保証 WEBピクチャー \30 約200,000CL 随時 3営業日前入稿

600,000PV
誰でも気軽に指先一つでモバイルホームページの作成が出来ます。
ブログや掲示板などへの窓口としての利用者が多く
若い利用者へのアプローチには 適なメディアです。

200,000PV
60,000,000PV

500,000PV

■魔法のiらんど http://maho.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：16.5％　女性：83.5％ 【キャリア】Docomo：45.5％　au：45.1％　Vodafone：9.4％ 
【年齢（男性）】10代：6.9％　20代：4.8％　30代以上：4.8％　
【年齢（女性）】10代：54.4％　20代：20.2％　30代以上：8.9％

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ﾏｼﾞｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝ ﾓﾊﾞｲﾙ 5,000,000 imp想定 \350,000 \0.07 25枠/週 1週間
毎週水曜日

　13時
-

ﾏｼﾞｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝﾄｸ!盛り
　i-mode、Ezweb指定

ﾓﾊﾞｲﾙ 5,000,000～ imp保証 \350,000～ \0.07 - 1週間～ -

ﾏｼﾞｯｸﾛｰﾃｰｼｮﾝ
ｸﾘｯｸ保証

ﾓﾊﾞｲﾙ 10,000～ ｸﾘｯｸ保証 \400,000～ \40.00 - - 公式CPはｸﾘｯｸ　単価\30

ビルボード ﾓﾊﾞｲﾙ 350,000 imp想定
ピクチャー
（192×106)

\500,000 \1.42 2枠/月 4週間 毎月第一水曜日　13時 祝祭日の場合は翌営業日

4,000,000PV

-
3,300,000,000PV

-

誰でも簡単に自分のホームページを作成することができる、モバイル 大級のコミュニティサイトで
す。サービスを開始してから口コミで広がり、月間33億PV(PC含む)、累計570万IDを誇る巨大
サービスに発展しています。

【地域比】北海道：5.0％　東北：7.3％　関東：33.8％　北陸・甲信越：6.4％　東海：10.3％　近畿：17.0％　中国：5.6％　四国：3.1％　九州・沖縄：11.4％ その他：0.1％

-

任意
(土日、祝日を除く)13時

ピクチャー
（192×53）

■夕刊フジBLOGモバイル http://yfuji.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ピクチャーバナージャック 全ページ 300,000 期間保証 貼付け \150,000 \0.50 1 約4週間 月～金
サイズ：192×53ｐｘ
形　式：ＧＩＦ形式
容　量：４KB以内

ピクチャーバナー下テキストバナー 全ページ 300,000 期間保証 貼付け \135,000 \0.45 1 約4週間 月～金
全角換算8文字以内 x 2行
※機種依存文字・絵文字不可/
半角カナ可

テキストバナージャック 全ページ 300,000 期間保証 貼付け \120,000 \0.40 1 約4週間 月～金
全角換算8文字以内 x 2行
※機種依存文字・絵文字不可/
半角カナ可

夕刊フジBLOGのモバイル版
男・女比率　（男性88％）・（女性12％）
年齢比率　（30代前半～60代後半　79％）その他　21％

約50,000UU

約150,000UU

約100,000PV

約300,000PV

■モバレボ

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【男女比】男性：47.2％　女性：52.8％
【キャリア比】docomo：48.2％　au：36.8％　softbank：15.0％
【年齢比】10代：52.0％　20代：25.4％　30代：14.4％　40代：5.5％　その他：2.6％
※以下の料金は2008年5月6日掲載までのメニューとなります。それ以降はメニュー変更する可能性がございます。
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

トップローテーション
バナー

ページトップ 1,000,000imp 期間保証 WEBバナー \100,000 \0.10 2 1週間 毎週火曜日 原稿差し替え可能

モンスターバナー 完了画面など 500,000imp 期間保証 WEBバナー \150,000 \0.30 1 1週間 毎週火曜日 原稿差し替え可能

ターゲティングメール メール 10,000通～ 通数保証 メール ￥100,000～ \10/通 - 1日
月・火・水・金
(祝祭日を除く

営業日)

2007年7月にサイトオープンした「モバレボ」は、Flashゲームやアバター、デコレーションメール
が無料で楽しめるコミュニティーサイトです。グループ会社であるコナミデジタルエンタテインメン
トのコンテンツ制作力を活かしたゲームやアバターを提供し、沢山のかわいいデコメ素材も利
用できます。そのため、ゲームやデコメ好きのユーザーが多く集まっています。

約50,000,000PV
約100,000人

http://mr.i-revo.jp

約1,600,000PV

-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ワンタッチＢＢＳ http://www.bannch.com/bbs/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

【性別】男性：50％　女性：50％
【年齢】10代：60％　20代：30％　30代：10％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

検索結果ページ
・トップバナー枠

- 15,000,000 ＰＶ保証 ＷＥＢ \470,000 \0.03 33枠 １ヶ月 毎月１日 -

検索結果ページ
・ミドルバナー枠

- 30,000,000 ＰＶ保証 ＷＥＢ \390,000 \0.01 18枠 １ヶ月 毎月１日 -

検索結果ページ
・フットバナー枠

- 30,000,000 ＰＶ保証 ＷＥＢ \310,000 \0.01 18枠 １ヶ月 毎月１日 -

検索結果ページ
・ローテーション

バナークリック保証枠
- 10,000 クリック保証 ＷＥＢ \200,000 \20.00 50,000 概ね１週間 随時 -

検索結果ページ
テキストバナーローテーショ

ン（ＰＶ保証）
- 30,000,000 ＰＶ保証 ＷＥＢ \150,000 \6.25 6枠 １ヶ月 毎月１日 -

検索結果ページ
テキストバナーローテーショ

ン（クリック保証）
- 10,000 クリック保証 ＷＥＢ \70,000 \7.00 100,000 概ね１週間 随時 -

未計測
未計測

月間17億ＰＶの掲示板サイトです。特に高校生・大学生などの若年層の
ユーザーが多く、モバイルの利用に積極的です。 1,700,000,000PV

未計測

■価格.com　モバイル http://kakaku.com/mobile/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性　76.0％　女性　24.0％　【職業】会社員　60％　大学・大学院生　7％　高校生・予備校生　7％　パート・アルバイト　6％　自営業　5％　　他
【年齢比】～19歳　11％　20～24歳　12％　25～29歳　13％　30～34歳　18％　35～39歳　21％　40～49歳　22％　50～59歳　3％

【未既婚比】既婚　58.6％　未婚　41.4％ 【キャリア】KDDI 44％　DoCoMo 42％　 SoftBank 10％　PHS他　4％
■広告料金一覧（モバイルメニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ヘッダバナー

トップページ
カテゴリートップ
メーカー一覧

製品一覧

750,000 想定 ローテーション \150,000 \0.20 3社/1枠 1週間 水曜日 3枠同時掲載

テキスト 注目サービス 980,000 想定 貼り付け \200,000 \0.20 2社/2枠 2週間 水曜日 -

『価格.comモバイル』は、様々なジャンルの商品・サービスの比較検索サービ
スをご提供しています。手軽にPC版価格コム1,200万人のユーザーのクチコ
ミが楽しめる購買支援サイトです。

約200万PV
-

約5,500万PV
-

■携帯コミュニティ[amie]アミィ http://amim.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【男女比】男性：52.3％　女性：47.7％ 【未既婚比】未婚：74.0％　既婚：26.0％ 【キャリア比】i-mode：43.0％　Ezweb：46.5％　softbank：10.5％
【年齢比】18歳未満：9.8％　18～20歳未満：12.5％　20代：38.3％　30代：17.9％　40代：6.0％　50代以上：2.2％
【地域】北海道・東北：23.1％　北陸・中部：11.7％　関東：34.5％　関西：14.2％　中国・四国：6.8％　九州・沖縄：9.6％

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

バナーパック
ﾋﾟｸﾁｬｰﾊﾞﾅｰ
/ﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ

2,000CL クリック保証 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ \60,000 \30.00 7 約1ヶ月 随時 1枠/2,000CL

特別ﾀｲｱｯﾌﾟ
ﾒｯｾ送受信

WEBﾃｷｽﾄﾊﾞﾅｰ 想定150万PV クリック保証 テキスト \60,000 \30.00 1 約1ヶ月 随時
ﾒｯｾ送受信上部

/1枠限定

登録完了ﾒｰﾙ バージンメール 想定2,000通 配信保証 メール \30,000 \30.00 1,000通～ 約1ヶ月 随時
ユーザーが目にする 初の広告なの

で、高い効果が見込めます

ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞ･ﾒｰﾙ メール本文 17,000 配信保証 メール \30 - 3,000通～ 1日 木曜・土日祝日以外 -

約150万PV（会員専用ページ：メッセ送受信）

20代～30代の男女がアクティブユーザーの70%を占めている携帯専用SNS
です。全会員の95％がFOMA&WINユーザーです。

【職業】会社員：40.1％　管理職：1.1％　公務員：1.6％　会社役員：1.6％　主婦4.3％　学生：30.9％　フリーター：7.3％　その他：10.7％

約450万PV

94,000人



株式会社まぐクリック 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番7号 五島育英会ビル TEL：03-5457-0909 FAX：03-5457-0910 E-mail：otoiawase@ml.magclick.com

133

※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ｅｔmail http://etmail.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【男女比】男性37％　女性63％
【結婚】未婚・既婚
【年齢】10代27％　20代36％　30代26％　40代9％　50代2％
【職業】会社員、学生、自営業、フリーター、主婦
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

会員間メール 本文上部 80,000 配信保証 メール \5.00 4000通～ 随時

デイリー
ユニーククリック

会員専用ページ上部 40,000 クリック保証 テキスト \8.00 2000ck～ 随時

カテゴリタイアップ サイト内 8,000 期間保証
ピクチャー
＆テキスト

\200,000 - 1枠～ 1ヶ月 毎月1日～

マンスリー
ユニーククリック

メール全面 62,000 クリック保証 テキスト \13.00 5,000ck～ 2日前後 毎週月・木

900,000PV
-累計会員数100万人。メール交換すると広告掲載され、広告毎に設定され

たポイントが貯まるサブアドレスサービス。ノンインセンティブメールや公式CP
向けメニューなどセグメントを切っての配信も可能

1,300,000PV
-

ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ・生活情報サイト

■EZweb公式待受サイト★パック

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPテキストバナー TOPヘッダー １，２００，０００ＰＶ 期間保証 テキスト \720,000 \0.60 ４枠/１ヶ月 １ヶ月 毎月１日 -

CL保証 各階層ヘッダー ５，０００，０００ＰＶ CL保証 テキスト \30 \30.00 50000CL 消化まで 随時 -

◆キャリア DoCoMo：0%　 vodafone：0% 　au　：100%
◆性別 男性：94%　 女性：6%
◆年齢 10代：23% 20代：26% 30代：25% 40代：18%  50代以上：8%

４，８００，０００ＰＶ

-
１０，０００，０００ＰＶ

-

EZweb公式メニュー『画像・キャラクター』内の複数の待受サイトをパッケージ！（２５サイト前
後）　公式サイトなのでメニューリストからの誘導数１００%！３万人以上が毎月入会するの
で、効果的にユニークユーザへ訴求できます！

■FILESEEK　(ファイルシーク)

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
※媒体で情報を取得していないため不明
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

PV保証
サイトTOP
検索結果

5,000,000PV PV保証 テキストバナー \500,000 \0.10 1枠 想定1ヶ月間 随時 ※ボリュームディカウントあり。

CL保証
サイトTOP
検索結果

10,000CL クリック保証 テキストバナー \400,000 \40.00 1枠 想定1ヶ月間 随時 ※ボリュームディカウントあり。

Web検索、待受画像や着メロ・着声などのデータ検索、各種辞書等の強力な検索機能が
統合された、業界 大級の携帯端末用サーチエンジンです。検索窓設置サイトも数万サイ
トを超えて様々なサイトからユーザーが誘導されてきます。特に待受画像検索エンジン(通
称:画像ファイルシーク)は、総数で約500万枚もの待受画像データをキーワード検索でき、
2001年のサイト開設当初から大人気のコンテンツです。 非会員制

http://fileseek.net/

10,000,000PV

2,000,000UU

50,000,000PV

5,000,000UU

■My Tube http://my-tube.mobi

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：53％　女性：47％
【キャリア比】i-mode：40％　Ezweb：50％　Yahoo！ケータイ：10％
【年齢比】10代：55％　20代：31％　30代：12％　40代：1％　その他：1％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

クリック保証 ピクチャバナー - 5,000click～ WEBピクチャ \100,000 \20.00 1枠 約1ヶ月
入稿後

約5営業日後

クリック保証 テキストバナー - 3,000click～ WEBテキスト \60,000 \20.00 1枠 約1ヶ月
入稿後

約5営業日後

4,000,000PV

900,000UU（のべ訪問者数）
90,000,000PV

3,000,000UU（のべ訪問者数）

アメリカで誕生した動画共有サイト『You Tube』は、英語版のみのサービスでありながら月間
200万人以上の日本人ユーザーがアクセスしています。このサービスをそのままモバイルサイト
3キャリアで実現させたのが、『My Tube』です。動画以外にもブログ、着うた、着メロ、画像、
辞書などの検索機能も充実しております。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■Pakila（モバイル）

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：22％　女性：78％
【年齢】15歳以下：8％　16-18歳：18％　19-20歳：12％　21-22歳：12％　23-25：13％　26-29歳：14％　30-34歳：12％　35-39歳：6％　40歳以上：5％
【地域比】北海道：5％　東北：5％　関東：25％　東京：18％ 信越：2％　東海：10％　北陸：2％　近畿：17％ 中国：4％　四国：2％　九州：6％ 沖縄：2％
　　　　　　海外：2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPページテキストバナヘッダー 320000PV 想定 WEBテキスト \250,000 \0.78 １枠 1週間 随時

TOPページテキストバナヘッダー 640000PV 想定 WEBテキスト \400,000 \0.62 １枠 2週間 随時

docomo ヘッダー 168000PV 想定 WEBテキスト \150,000 \0.89 １枠 1週間 随時

docomo ヘッダー 336000PV 想定 WEBテキスト \250,000 \0.74 １枠 2週間 随時

au ヘッダー 126000PV 想定 WEBテキスト \110,000 \0.85 １枠 1週間 随時

au ヘッダー 252000PV 想定 WEBテキスト \180,000 \0.71 １枠 2週間 随時

vodafone ヘッダー 30000PV 想定 WEBテキスト \25,000 \0.83 １枠 1週間 随時

vodafone ヘッダー 60000PV 想定 WEBテキスト \45,000 \0.75 １枠 2週間 随時

メールマガジン ヘッダー 10,000 配信保証 メール \80,000 \8.00 1枠 1日 水曜日 号外あり

エンタテインメント好きの集まるコミュニティサイト。女性8割、10代20代前半
が50％以上とユーザー層がセグメントされています。ブログなどを書く積極的
なユーザーが多い

1200000PV

800000PV

NEW

■SEEKEN http://seeken.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 掲載面 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ピクチャーバナージャック 全ページ 1,000,000 期間保証 貼付け \200,000 \0.20 1 約4週間 月～金 サイズ：192×53ｐｘ　形式：ＧＩＦ形式　容量：４KB以内

テキストバナージャック 全ページ 1,000,000 期間保証 貼付け \150,000 \0.15 1 約4週間 月～金
全角8文字 (半角16文字以内)×3行以内
※機種依存文字・絵文字不可/半角カナ可

約200,000PV
約50,000UU

約1000,000PV
モバイル版比較サイトです。
男／女比率　35％　65％
年齢比率　10代後半～20代後半(65％)　他　(35％) 約250,000UU

■SPACESHOWERモバイル
※他の2キャリアもメニューサイトより

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：30％　女性：70％
【年齢】10代：16％　20代：56％　30代：21％　40代：5％　50代以上：2％
【キャリア別】NTTドコモ：48％　KDDI：37％　ソフトバンク：15％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

通常メニュー
TOP及び

第二階層以下
420,000 配信想定 ピクチャーバナー \420,000 \1.00 1枠 1週間 月曜日 -

83,000PV

-

i-menu→メニュー検索→音楽/動画/
アーティスト→音楽情報

2,800,000PV
900,000UU

日本 大級の音楽番組スペースシャワーTVと連動した音楽情報サイト
「SPACESHOWER mobile」をはじめ「着メロ」、「着うた」、「着うたフル」の公式サイトで音楽
好きのアクティブユーザーへのリーチが可能です。

■oricon ME

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考
ロゴ下

ピクャーバナー
オリコン音楽

情報TOP
107,333                    想定

ピクチャー
バナー

\250,000/週 \2.36 1枠 1週間 月曜13時頃 -

http://imelo.oricondd.co.jp/servletsEnt/oricon.EntTopPage

オリコンＣＤセールスをはじめ、ゲーム、ＤＶＤ、ビデオランキングのほか、アー
ティスト＆チケット情報などが満載のエンタメ総合情報サイト。

【性別】 男性：53.7%　女性：46.3%　不明：3.5％
【年齢】 （男性）10代：20.8％　20代：42.7％　30代：26.5％　40代：9.9％
　　　　　（女性）10代：21.3％　20代：49.1％　30代：23.0％　40代：6.6％
【職業】 会社員：40%　大学生他：25%　中高生：19％　フリーター：4%   主婦：9% その他：3%
【キャリア】i-mode

475,336PV

2,703,351PV
580,296UU
245,205人
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■teacup http://www.tcup.com/i/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 -
全体UU/月間 -

ユーザー数 -
■ユーザープロフィール
【性別】男性：57％　女性：43％
【年齢】男女合算　２０代：16.37％　３０代：31.20％　４０代：23.21％　５０代～：14.27％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

teacup BBS for Mobile ヘッダー保証 クリック保証 Ｗｅｂテキスト \88.00/クリック １ヶ月想定 随時

月間ユニークーユーザー６００万人を誇る掲示板サイトです。
全国・全世代に利用者が多く、幅広い層へのリーチが可能です。

■takumi www.wtakumi.com/top.html

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：30％　女性：70％
【年齢比】10代：60％　20代：30％　30代：5％　40代：4％　50代以上：1％
【キャリア比】imode：40％　ezweb：55％　softbank：5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

WEBバナー takBBS 5,000,000 露出保証 ピクチャー/テキスト \200,000 \0.04 12枠 1ヵ月 随時

WEBバナー Enikki 5,000,000 露出保証 ピクチャー/テキスト \200,000 \0.04 10枠 1ヵ月 随時

WEBバナー AccessAnalyzer 5,000,000 露出保証 ピクチャー/テキスト \200,000 \0.04 7枠 1ヵ月 随時

WEBバナー
アダルト・

コミュニティ向け
5,000,000 露出保証 ピクチャー/テキスト \300,000 \0.06 7枠 1ヵ月 随時

投稿完了画面ビッグバナー takBBS・Enikki併用 1,200,000 露出保証 ピクチャー/テキスト \240,000 \0.30 1枠 1ヵ月 随時

takumiは、掲示板・訪問者数カウンタ等、各種HP作成ツールを提供しています。月
間1億8千万の閲覧数を誇り、書籍、デコメ等多くのクライアント様より継続掲載をい
ただいております。

不明
180,000,000PV

3,400,000UU

不明

■TSUTAYAonline（公式）

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

【有効会員】約870万人（2007年12月）
【性　別】男性（47.4％）、女性（52.6％）
【年　齢】19才以下（8.0％）、20代（39.0％）、30代（31.2％）、40才以上（21.8％）
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考
TOPバナー

3キャリアパッケージ 440,000                    想定 バナー \600,000 - 3 1週間 月曜日 4-6月特別パック料金です。

TOP i-modeバナー 265,000                    想定 バナー \400,000 3 1週間 月曜日 -

TOP ezwebバナー 140,000 想定 バナー \200,000 - 3 1週間 月曜日 -

TOP Yahooバナー 35,000 想定 バナー \50,000 - 3 1週間 月曜日 -

カテゴリーTOP
ピクチャーバナー

200,000
想定

バナー \150,000 - 1 1週間 月曜日 -

TOPテキスト 2,500,000 想定 テキストバナー \500,000 - 1 1週間 月曜日 -

特別セグメントメール - 保証 メール - \10.00
低配信数
1万通～

1日 随時
性別/年齢（1歳ごと）/地域
（地方または都道府県単位）
/TSUTAYA店舗

-

-

MOVICセグメント

セグメントメール

木曜日

保証大2,000,000通

音楽通信 セグメントメール

映画通信

8,700,000UU

-

iモード：ショッピング/チケット＞本/CD/ゲーム音楽/映画/アーティスト＞音楽情報
EZ：エンターテイメント＞映画　エンターテイメント＞音楽　Yahoo：芸能・映画＞総合

11,100,000PV

292,000,000PV

低配信数
1万通～

1日 随時

-日本 大級の総合エンターテイメントサイト。音楽・映画等のエンタメジャンルでは
圧倒的な支持を得ている。大量のエンタメユーザーに的確にリーチでき、効果的な
アプローチが可能となります。

メール

保証 メールセグメントメール

大1,900,000通

スマイルメール デコメール 670,000通 想定 バナー/テキスト - 1

低配信数
1万通～

低配信数
1万通～

1日

1日

水曜日

TSUTAYA　online

\1,000,000

※性別/年齢（1歳ごと）/地
域（地方または都道府県単
位）
※3キャリア対応

-1日 金曜日

10,000通～　  99,999通まで ＠5円
100,000通～ 199,999通まで ＠4円
200,000通～ 499,999通まで ＠3円
500,000通～1,999,999通まで＠2円

 2,000,000通以上　＠1円大2,000,000通

メール

保証
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■TSUTAYAモバイルゲームズZERO http://tg0.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性　別】男性（46.8％）、女性（53.2％）
【年　齢】～10代（36.5％）、20代（31.0％）、30代（21.3％）、40代（9.3％）、50歳以上（2.0％）
【キャリア】i-mode(39.4％)、Ezweb（53.1％）、Yahoo!ケータイ（7.5％）

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メール内 10,000通～ 通数保証 メール ￥200,000～

～50,000通⇒＠20
～100,000通⇒＠17
100,001通～⇒＠15

低配信数は10,000
通です。

1枠 1日 月・火・水・金

メールマガジン メール内
全配信

（キャリア指定、
性別指定可）

通数保証 メール
随時お問い合わせ

下さい。

全配信：＠7円
キャリア、性別指定時：
＠8円

1枠 1日 毎週木曜日

ファーストメール メール内 10,000通～ 通数保証 メール \300,000～
～25,000通⇒＠30円
～50,000通⇒＠27円
50,001通～⇒＠25円

1枠 通数終了まで 随時

トップページバナー トップページ 380,000PV 期間保証 テキストバナー \300,000 \0.78 2枠 1週間 毎週火曜日

約1,600,000PV
-

保証通数に関しまして
は随時御問合せ下さ

い。

TSUTAYAグループが本気で取り組む、モバイル無料ゲームサイトです。現
在の会員数は35万人を超えました！
今後も積極的に会員獲得を行っていく予定です。

-
-

■Ｗａｚａｐ！モバイル http//mobile.wazap.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：89％　女性：11％
【年齢】10代以下：9.3％　10～17：36.1％　18～19：6.0％　20代：28.1％　30代：14.1％　40代：5.2％　50代以上：1.2％
【キャリア】i-mode：47％　ezweb：48％　yahoo：5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ロゴコラボレーション広
告

ＷＥＢ
想定3,000,000

ＰＶ/月
期間保証 ピクチャーバナー ￥550,000～ - 1枠/月 1週間～ 随時 -

デカピクチャー
広告（上段）

ＷＥＢ
想定3,000,000

ＰＶ/月
期間保証 ピクチャーバナー ￥500,000～ - 1枠/月 2週間～ 随時 -

ヘッダ広告 ＷＥＢ
想定100,000,000ＰＶ/

月
期間保証

ピクチャー
or テキスト

￥700,000～ - 1枠/月 1週間～ 随時 -

フッタ広告 ＷＥＢ
想定100,000,000ＰＶ/

月
期間保証

ピクチャー
or テキスト

￥250,000～ - 1枠/月 1週間～ 随時 -

想定100,000,000ＰＶ
-

ゲームに関するすべての情報を網羅している他、攻略情報なども提供しております。 新情
報だけではなく、過去に発売された情報も網羅しており、全てのゲーム情報が集まる、今イ
チオシの携帯サイトです。

想定3,000,000ＰＶ

-

■AUKEN http://auken.jp/

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 掲載面 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ピクチャーバナージャック 全ページ 2,000,000 期間保証 貼付け \200,000 \0.10 1 約4週間 月～金 サイズ：192×53ｐｘ　形式：ＧＩＦ形式　容量：４KB以内

テキストバナージャック 全ページ 2,000,000 期間保証 貼付け \160,000 \0.08 1 約4週間 月～金
全角8文字 (半角16文字以内)×3行以内
※機種依存文字・絵文字不可/半角カナ可

約600,000PV
約100,000UU

約2000,000PV
モバイル版検索サイトです。
男／女比率　60％　40％
年齢比率　10代後半～20代後半(75％)　他　(25％) 約450,000UU

■癒しナビ http://i-navi.tv

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
・男女比率：男性13％　女性87％
・年齢比率：10代：3%　20代：43%　30代：33%　40代：15%　50代以上：6%
・キャリア比率： DoCoMo：62%　　au：23%　　Softbank：15%
・地域：都内95%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メールマガジン ヘッダー 20,000 配信保証 メール \180,000 \9.00 1枠 1日 土曜日

60,000PV

-

200,000PV

-

会員様は実際のサロン（リフレ/岩盤浴/マッサージ/エステetc）にご来店された「リアル」のお
客様です。 綺麗になる事に常に興味を持ち行動する、20代～30代のアクティブな女性ユー
ザーが多く、 特に「美容」「健康」「ダイエット」「ファッション」「通信販売」「モバイル情報収
集」などの分野での高い効果が期待出来ます。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ギガアプリ http://g-appli.net

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

テキスト枠 テキスト枠 200,000 想定 テキストバナー \250,000 \1.25 1 １ヶ月 随時 -

テキスト枠 テキスト枠 200,000 想定 ピクチャーバナー \300,000 \1.50 1 １ヶ月 随時 -

テキスト枠 テキスト枠 200,000 想定 ピクチャーバナー \250,000 \1.25 1 １ヶ月 随時 -

約400,000PV

-

性別：男性64％　女性36％
職種：学生50％　会社員28％　フリーター10％　自営業3％  無職4％　公務員2％　主婦3％
年齢：10代43％　20代33％　 30代16％　40代5％　50代3％
地域：関東38％　 関西16％　 九州9％　 東北9％　東海6％　北海道9％　中国3％　甲信越5％
　      四国2％　 北陸2％　 沖縄1％

約1,000,000PV
-

ギガアプリ（http://g-appli.net）は 大級のiアプリ専門ポータルサイトです。キャリア公式・
非公式問わず各ジャンルのiアプリを網羅し、登録アプリ数：約1万、月間DL数：50万～60
万となっており、ゲームサイト様のバナーにつきましては、抜群の効果を発揮しております。

■学生コミュニティ キャスフィ http://www.casphy.com/pn/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：35％　女性：65％
【年代比】10代：70％　20代：26％　30代：4％
【集客方法】口コミ
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPヘッダーバナー TOP 2,500,000 期間保証 ピクチャ \600,000 \0.24 １枠 1ヵ月 任意

TOPヘッダーテキスト TOP 2,500,000 期間保証 テキスト \550,000 \0.22 １枠 1ヵ月 任意

各板・各スレ ヘッダーバナー 2階層目以下 - 期間保証 ピクチャ - - １枠 - 任意

各板・各スレ ヘッダーテキスト 2階層目以下 - 期間保証 テキスト - - １枠 - 任意

学生コミュニティサイト。学生の発信の場の拡張を理念に学生と学生、
学生と社会の相互接続点の仕組みとして存在しています。
学生にとっての安心できる発信･表現の場として多くのユーザーに利用されています。

33,000,000PV
800,000UU

2,500,000PV
500,000UU

■キャッシングナビ http://cash.xid.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール

金融に特化したサイトにつき、初めから『金融に興味あり・借入れを検討している』ユーザー率高いです。
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ランキングクリック サイト内 - -
テキスト

＋ピクチャー
月内消化金額（出来

高）請求
\200～/クリック 30枠

1ヶ月単位　または　投
入予算終了まで

随時
想定クリック数はランキング順位によって
大幅に変動します。

-

入札価格でランキングの順位が入れ替わる、新世代クリック保証広告です。金融のランキン
グサイトにつき、関心の高いユーザーのみを誘引！入札単価はリアルタイムに変更が可。そ
のまま順位に反映されます。費用対効果をみながら単価を調整できるので、効果は抜群で
す。

【想定】350万ＰＶ/月間

-
-
-

■究極★待受ポータル http://mpara.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：53%　女性：47%
【年代別】10代：27.5％　20代：30.9％　30代：28.1％　40代：9.2％　50代以上：4.3％
【未・既婚】未婚：67.7%　既婚：2.3%
【会員数195,000人
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考
ターゲティングメール メールヘッダ - 通数保証 メール - \30.00 1枠 1日 平日のみ -

全配信メール メールヘッダ 50,000 通数保証 メール \1,000,000 \20.00 1枠 1日 平日のみ -

全配信メール メールヘッダ 100,000 通数保証 メール \1,800,000 \18.00 1枠 1日 平日のみ -

ＴＯＰバナー ＴＯＰページ 200,000 想定 バナー \200,000 - 1枠 1ヶ月 月曜開始 -

完全無料でありながら、プロの写真家やイラストレーターの待受画像が満
載。新規端末購入者をはじめとしたＥＺ公式メニューからのフレッシュなユー
ザーが日々入ってきています。

200,000ＰＶ
-
-
-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ケータイ版TVガイド http://www.tvguide.or.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
性別：男性（58.44％）女性（41.56％）

　　30代後半（12.37％）、40代前半（9.16％）、40代後半（8.24％）、50代（13.76％）、60代以上（3.71％）

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

 トップページヘッダーバナー トップページ 570,000 想定 貼り付け \700,000 \0.56 1 1週間 月～日 -

トップページフッターテキスト トップページ 570,000 想定 貼り付け \500,000 \0.38 1 1週間 月～日 -

今日明日の番組表ページヘッダーバナー 今日明日の番組表 540,000 想定 貼り付け \650,000 \1.67 1 1週間 月～日 -

今日明日の番組表ページフッターテキスト 今日明日の番組表 540,000 想定 貼り付け \450,000 \0.70 1 1週間 月～日 -

 トップページヘッダーバナー 今日明日の番組表 630,000 想定 貼り付け \1,000,000 \0.70 1 1ヶ月 月～日 -

6,955,000PV

27,821,000PV

※TOPページヘッターバナーに関しては「テレビーバ」とのパックメニューを用意しております。詳細は別途お問合せください

※初回クライアント様、継続クライアント様に特別割引がございます。別途お問合せ下さいませ。

公式テレビ番組情報サイトとして、
アクセス数Ｎｏ.1の地位をサービスインから7年間堅持。
一般メディアであるテレビユーザー層に広くアプローチが可能な媒体です。

年齢：10代（2.71％）、20代前半（12.81％）、20代後半（19.51％）、 30代前半（17.74％）、

地域：北海道（3.85％）、東北（8.79％）、関東甲信越（39.48％）、東海（11.30％）、北陸（1.77％）、　関西（12.28％）、中国（6.00％）、
四国（3.80％）、九州沖縄（12.74％）

■gendai.net/i-mode http://i.gendai.net/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPﾍﾟｰｼﾞバナー トップ 350,000 期間保証 ピクチャー \525,000 \1.50 1枠 2週間 月曜日 -

株式会社日刊現代が発行している夕刊紙「日刊ゲンダイ」のMBサイト。芸
能・政治等。公式キャリア、紙面、口コミ、記事提供先ポータルサイトより集
客。10代が少なく20歳以上のユーザー多数おります。

約700,000imp

-

【性別】　男性：41%　　女性：59%
【年代】　10代：1%、20代：24%、30代：48%、40代：18%、50代以上：9%

■スター・ビーチ http://star-beach.com/

■媒体プロフィール　2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：68％　女性：32％ 【年齢（男性）】10代：18％　20代：58％　30代：21％　40代以上：3％　
【地域比】北海道：3％　東北：7％　関東：32％　北陸・甲信越：11％　東海：10％　近畿：27％　中国・四国：9％　九州・沖縄：11％
【キャリア】docomo：55.2％  Ezweb：36.1％  Yahoo!ケータイ：8.4％　ウィルコム：0.3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ブランディング広告 i-
mode

TOPページロゴ右側+ロゴ下 750,000 想定 バナー \500,000 \500,000 2枠 １週間 毎週月曜 キャリア　i-modeのみ

ブランディング広告 ez TOPページロゴ右側+ロゴ下 750,000 想定 バナー \500,000 \500,000 １枠 １週間 毎週月曜 キャリア　ezのみ

Fire Click2007 for EZ 『ezFrinds!』掲示板内 13,500,000 想定 バナー \750,000 \750,000 3枠 2週間 毎週月曜 キャリア　ezのみ

Fire Click！-2002- 『iFrinds!』掲示板内 16,000,000 想定 バナー \1,200,000 \1,200,000 3枠 １週間 毎週月曜 キャリア　i-modeのみ

いわずと知れた老舗サイト、モバイル 大級掲示板『スター・ビーチ』。TOPページ
平均アクティブユーザー数40万人/日。平均投稿件数22万件/日。→モバイル広
告媒体として、圧倒的なリーチが見込めます。

2,000万ＰＶ
－

約4.5億PV
－
－

■ピクマガ http://www.pic.to/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
＊男女比、キャリア比、職業、年齢比、年収、未既婚、子供etc
【性別】男性：38％　女性：62％
【年齢比】10代：53%　20代：25%　30代以上：22%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ピクマガ メール全面 150,000 通数保証 メール \450,000 \3.00 10万通～ １～３日 平日

ピクト会員への全面広告を配信できます。HTML(デコメ)配信も対応可能と
なり、インパクトある訴求を実現します。 約6億PV
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■トライゲート（TRY GATE） http:trygate.com

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：58.5％　女性：41.5％
【年齢（男性）】大学1年生：21.1％　大学2年生：23.3％　大学3年生：26.7％　大学4年生：26.6％　大学院以上：3％
【地域比】北海道・東北：9％　関東：30％　北陸・甲信越：4％　東海：10％　近畿：27％　中国・四国：11％　九州・沖縄：9％
【理文区分】理系：50.7％　文系：49.3％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPヘッダ ＷＥＢ 150,000 期間保証 WEBバナーｏｒテキスト \150,000 \1.00 1枠 1週間 随時

ＴＯＰフッタ ＷＥＢ 130,000 期間保証 WEBバナーandテキスト \110,000 \0.61 1枠 1週間 随時

ｺﾐｭﾆﾃｨGateﾍｯﾀﾞ ＷＥＢ 150,000 期間保証 WEBバナーｏｒテキスト \150,000 \1.00 1枠 1週間 随時

ターゲティングメール メール 50,000 配信保証 テキストｏｒデコメ \120,000 \12～ 2,000通～ 1日 水曜日

600,000PV
60,000UU

全国の有名私立大学、国公立大学の学生が集まる数少ないメディア！「家庭
教師のトライ」の教師（大学生）も必ずアクセスするので、トラフィックも安定！！ 2,000,000PV

65,000UU

■ニコニコ動画モバイル http//m.nicovideo.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：65％　女性：35％
【年齢】10代：40％　20代：43％　30代：７％
【地域比】北海道：7％　東北：8％　関東：42％　北陸・甲信越：6％　東海：9％　近畿：14％　中国・四国：6％　九州・沖縄：８％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーションバナー 4,000,000 想定 ピクチャーバナー \300,000 \0.08 週/1枠 1週間 水曜日

ローテーションバナー
ジュニア

2,000,000 想定 ピクチャーバナー \170,000 \0.09 週/2枠 1週間 水曜日

完了ページスクエアバナー 200,000 想定 ピクチャーバナー \150,000 \0.75 週/1枠 2週間 水曜日

ニコニコ動画(RC2)のモバイル版です。ニコニコ動画のPCとクチコミのみの誘導で月間約１０万人
ユーザーが増加しております。また、動画閲覧サイトのためほとんどのユーザーが高機能端末＆パ
ケット放題です。また、2008/2にi-mode公式化いたしました。

■とくプリ http://tokup.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
写真注文をモバイルで行うユーザーでリアルサービスと相性は抜群。メインユーザーは20～30代の女性です。
【会員数】37万人
【性別】男性：26％　女性：74％
【年齢比】10代以下：22％　20代：48％　30代：25％　40代以上：5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

フォト広告
×アクティブメール

写真（紙媒体）・メール
全面

- 通数保証
写真プリント

・メール
-

セグメントなし＠50円
セグメントあり＠60円

5千通～
お申し込み通数

到達まで
随時

クロスメディア型
広告です。

フォト広告 写真 - 通数保証 写真プリント -
セグメントなし＠30円
セグメントあり＠40円

5千通～
お申し込み通数

到達まで
随時

ユーザー接触率は100%
です

ターゲティングメール メール全面 - 通数保証 メール - \20.00 5千通～ 1日 平日営業日

リアル系の宅配サービス
のため、正確なプロファイ
ル情報に基づくターゲティ

ングが可能。

オススメ情報
メルマガ

メールヘッダー 100,000 通数保証 メール \400,000 - 上旬、下旬各1枠 2週間 1日、16日
サイト利用の為の重要
情報が掲載されている
編集記事つきメール

お誕生日メール メール 9,000 通数保証 メール \270,000 \30.00 1枠 1ヶ月 1日
ユーザーのお誕生日当
日に配信される好印象

のメールです。

バージンメール メール 都度お問合せ下さい 通数保証 メール - \30.00 都度お問合せ下さい 1ヶ月 1日
会員IDなどが記載されて

いる為公開封率

トップバナー WEB 500,000PV想定 期間保証 ピクチャー/テキスト \400,000 - 1枠 1ヶ月 1日
トップページロゴとマイアル
バムの下に表示されるの
で注目率が高いです。

耳寄り情報
テキスト

WEB 500,000PV想定 期間保証 テキスト \200,000 - ３枠 １ヶ月 1日
とくプリからのお得情報と

して表示される

500,000PV

-

-

-

【3キャリア公式サイト】携帯で撮った写真をフジカラープリントで宅配するリアルサービス。氏
名住所情報も取得している、女性を中心とする質の高いユーザーが集まっています。また良
質なサービスのため、ユーザーからの信頼が厚く広告も前向きに受け取られます。ユーザーの
楽しい思い出の写真と共に届けられるフォト広告はイメージアップ間違いなしです。
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■パチンコ攻略のツボ http://p-tsubo.net

■媒体プロフィール 2008年02月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【キャリア比】imode   40％　Softbank   13％　Ezweb  47％

【年齢比】          20歳未満　8％　　20歳代 44％　30歳代 31％　40歳代  13％　  50歳以上　4％　　
■広告料金表（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール
男性枠

メール全面 40,000 配信保証 メール \1,000,000 \25.00 1万通～ 1日 随時 -

ターゲティングメール
女性枠

メール全面 13,000 配信保証 メール \195,000 \15.00 1万通～ 1日 随時 -

パチンコ、スロットユーザーが集まる、媒体自体がギャンブル属性のサイトで
す。純広告、ギャンブルワードのリスティング広告など、毎月1万人の新規
ユーザーを獲得しております。

【男女比】 　　　　男性　76％　女性　24％

23万PV
不明
不明
不明

■メルステ http://mg.ml.st/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：40.3％ 女性：59.7％
【年齢】10代前半：1.3％ 10代後半：％ 20代前半：26.5％ 20代後半：13.9％
　        30代前半：8.8％ 30代後半：7.0％ 40代：5.3％ 50代：0.6％ その他：3.9％
【キャリア】i-mode：56.3％ EZweb：34.3％ Y!ケータイ：9.4％
【地域比】北海道：8.1％　東北：12.1％　関東：34.9％　北陸：2.1％　中部：9.4％　近畿：14.2％　中国：4.6％　四国：2.7％　九州・沖縄：11.7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

メルステニュース メールヘッダー
40万通

～120万通
配信保証 メール 32万～96万円 \0.80 40万通～ 1日 火・金・日 -

メルステニュース メールセンター
40万通

～120万通
配信保証 メール 40万～120万円 \1.00 40万通～ 1日 火・金・日 -

メルステニュース メールフッター
100万通

～120万通
配信保証 メール 30万～36万円 \0.30 40万通～ 1日 火・金・日 -

メルステマガジン メールヘッダー 60万通 配信保証 メール 18万円 \0.30 1枠 1日 随時 -

メルステマガジン メールフッター 120万通 配信保証 メール 12万円 \0.10 1枠 1日 随時 -

メルステタイアップ メール全面＋web 120万通 配信保証 メール 240万円 \2.00 1枠 1日＋web 随時 -

-
-150万人が参加する、日本 大級の携帯向けメルマガスタンド。

純粋な口コミによっての集客であり、
常にアクティブなユーザーが集まっております。

600,000PV/WEB
-

■モバのじ  http://mnoji.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：60.3％　女性：39.7％
【年齢】10代：9％　20代：20％　30代：34％　40代：26％　50代以上：11％
【職業】学生：11.8％　社会人：55.3％　主婦：19.5％　パート・アルバイト：5.8％　無職：7.6％
【未既婚】未婚：43.8％　既婚：56.2％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ターゲティングメール メール全面 237,000 配信保証 メール \10.00 1万通～ 1日 土曜日以外

メンズクリック メール全面 15,000 クリック保証 メール \525,000 \35.00 1枠 10日程度 土曜日以外

ウィメンズクリック メール全面 10,000 クリック保証 メール \350,000 \35.00 1枠 10日程度 土曜日以外

550,000PV
モバのじは、家電量販店のノジマと、携帯端末販売店のテレマックスより集客している媒体
です。ユーザーは、サイト内で行われてる様々なキャンペーン等に参加することにより家電商
品をはじめ、豪華商品をGETできたり、貯めたモバコインをノジマの店舗で使えるポイントや
商品に変換できたりなど、お得な情報が満載です。

250,000PV

NEW

■旅行のクチコミサイト　フォートラベル http://4travel.jp/
■媒体プロフィール 2008年2月時点

トップページPV/月間
トップページUU/月間

全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
男女比：男性（45％）、女性（55％）

■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考
ヘッダー/テキスト20 ４Tモバイル 1,000,000 想定 貼り付け \560,000 \0.56 1枠/1社 1ヶ月 平日月～金 -

フッダー/テキスト20 ４Tモバイル 1,000,000 想定 貼り付け \240,000 \0.24 2枠/2社 1ヶ月 平日月～金 -

旅行に特化したＣＧＭ、日本 大級の旅行者参加型コミュニティサイトのモ
バイル版です。膨大な数の旅行ブログや旅行クチコミが掲載されており、旅
行に関心の高い幅広い層のユーザーにご利用いただいております。

年齢比：～12歳（1％）、13～19歳（1％）、20～24歳（10％）、25～29歳（17％）30～34歳（20％）、35～39歳（17％）、
　　　　　　　40～49歳（21％）、50歳～（13％）
キ リア

-
-

1,000,000PV/月間
-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■ヤマダ電機ケイタイdeポイント　ポイントメール http://mymd.jp

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】男性：61％　女性：39％
【年齢】10代：4％　20代：25％　30代：35％　40代：23％　50代以上：13％
【地域比率】北海道・東北：16％　関東：27％　信越・北陸：13％　東海：9％　近畿：12％　中国・四国：8％　九州・沖縄15％
【キャリア】i-mode：59％　EZweb：29％　Yahoo!ケータイ：12％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ポイントメール ヘッダー 900,000 配信保証 メール - \10.00～ 1回
毎週水・金曜日

(祝日を除く)
クリックインセンティブ付き

サイトテキストバナー サイト - クリック保証 バナー \250,000～ \50.00 10枠 1週間～
随時

(祝日を除く)
クリックインセンティブ付き

スロットメール ヘッダー 45,000 期間保証 メール \2,000,000 - 1枠 1週間
毎週水曜日
(祝日を除く)

クリックインセンティブ付き

-
-

-

-
ヤマダ電機からユーザーへお得な情報を配信するメール。全国380の店舗にてリアルで
集客した購買力のある優良なユーザーに対して、ダイレクトにアプローチできます！

■ らくらく連絡網 http://www.ra9.jp

■媒体プロフィール 2008年3月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【性別】男性：51.4％　女性：48.6％
【年齢】10代 20.1％　20代 52.5％　30代 12.9％　40代以上 13.8％　　　【キャリア比】　i-mdoe：47.9％　ezweb：29.8％　Yahooケータイ：12.8％　　　
【地域】関東 52.2％　近畿 17.7％　中部 12％　九州 6.2％　北海道・東北 7.1％　中国 3.4％　四国 1.4％　　　【未既婚】　未婚：80％　既婚：20％
【利用団体別】スポーツ団体 31.3％　 趣味 16.7％　仕事 7.6％　教育機関 8.2％　勉強会 6.5％　プライベート 17.5％　その他 5％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPメインバナー TOPページメインバナー 500,000 配信保証 ピクチャーorテキスト \200,000 \0.40 2週間 随時

TOP中段バナー TOPページ中段バナー 500,000 配信保証 ピクチャーorテキスト \150,000 \0.30 2週間 随時

確認ページバナー 完了ページバナー 600,000 配信保証 ピクチャーorテキスト \300,000 \0.50 2週間 随時

PRテキスト メール内本文 100,000 配信保証 テキスト \30,000 \0.30 2週間 随時

らくらくアドパック
TOPメインバナー・確認

ページバナー・PRテキスト
要相談 クリック保証

バナー：ピクチャー
orテキスト

メール：テキスト
\30.00 随時

掲示板。スケジュールパック
掲示板TOPバナー・

スケジュールTOPバナー
500,000 配信保証 ピクチャーorテキスト \150,000 \0.30 2週間 随時

4,000,000PV想定/月

既存の電話連絡網に変わるまったく新しいタイプの連絡網が「らくらく連絡網」です。ユーザーは友人
からの連絡がメールで送られてくるためメールの閲覧に必然性があり、そのため広告効果は抜群で
す！現在約75000団体の方々にご利用頂き、会員数は100万人以上になります。毎日2000名以
上のユーザーが新規登録しております。

40,000,000PV想定/月

■ATIS交通情報（EZweb）

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間

ユーザー数 -
■ユーザープロフィール
【性別】男性：78％　女性：22％
【年齢】10代：8.6％　20代：29.7％　30代：37.4％　40代：15.4％　50代以上：6.8％　不明：2.1％
【地域比】北海道：6.1％　東北：3.3％　関東甲信越：52.0％　東海：11.3％　北陸：1.2%　関西：16.4％　中国・四国：4.9％　九州・沖縄：4.7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーション
バナー

TOPページ、他各ペー
ジのヘッダー

400,000 想定/保証 ピクチャーバナー \300,000 \0.75 2枠 1ヶ月 随時
3キャリア掲載

メニュー

全国の高速道路や幹線などの主要一般道の渋滞や事故・規制・入口閉鎖・所要時間な
どといった道路交通情報を調べられEZweb公式サイト。利用者の8割近くが男性。20代30
代で全体の67％。さらに40代の利用も顕著。帰省をはじめとしたレジャー利用が約68%で遠
方への移動によく利用され、関東圏で約52%、中部・近畿圏で約28%と交通網が混雑しや
すい地域で利用されているサイトです。

27.2万PV

223.0万PV

18.1万UU

EZwebトップメニュー＞カテゴリ検索＞交通・地図・旅行＞道路・
交通＞ATIS交通情報・ATISフェリー情報・ATIS駐車場情報

■ATIS交通情報（Yahoo!ケータイ）

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：78％　女性：22％
【年齢】10代：8.6％　20代：29.7％　30代：37.4％　40代：15.4％　50代以上：6.8％　不明：2.1％
【地域比】北海道：6.1％　東北：3.3％　関東甲信越：52.0％　東海：11.3％　北陸：1.2%　関西：16.4％　中国・四国：4.9％　九州・沖縄：4.7％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ローテーションバナーページ、他各ページのヘッ 400,000 想定/保証 ピクチャーバナー \300,000 \0.75 2枠 1ヶ月 随時 3キャリア掲載メニュー

Yahoo!ケータイ＞メニューリスト＞交通・ｸﾞﾙﾒ・旅行＞道路
情報・ﾀｸｼｰ＞ATIS交通情報

全国の高速道路や幹線などの主要一般道の渋滞や事故・規制・入口閉鎖・所要時間な

どといった道路交通情報を調べられYahoo!ケータイ公式サイト。利用者の8割近くが男性。

20代30代で全体の67％。さらに40代の利用も顕著。帰省をはじめとしたレジャー利用が約

68%で遠方への移動によく利用され、関東圏で約52%、中部・近畿圏で約28%と交通網が

混雑しやすい地域で利用されているサイトです。

16.8万PV

48.7万PV

7.7万UU

-
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■乗換案内

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数

■ユーザープロフィール
【性別】男性：48.3％　女性：51.7％
【年齢】10代：7.8％　20代：36.2％　30代：36.7％　40代16.4％　50代：12.9％
【地域比】北海道：0.7％　東北：2.1％　関東：73.2％　北陸：1.1％　東海：5.8％　関西：13.4％　中国：1.4％　四国：0.5％　九州・沖縄：1.8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPピクチャー TOPページ 900,000 保証 ピクチャーバナー \200,000 \0.22 2 1ヶ月 随時 -

ミドルピクチャー
ローテーション

第二階層 700,000 保証 ピクチャーバナー \200,000 \0.29 3 2週間 随時 -

TOP&ミドルピクチャー
ローテーション

TOPページ、第二階層 1,500,000 保証 ピクチャーバナー \350,000 \0.23 4 1ヶ月 随時 -

リザルトピクチャー
ローテーション

検索結果面 2,500,000 保証 ピクチャーバナー \250,000 \0.10 2 1ヶ月 随時 -

アクセスルート　メニューリスト　→　交通・グルメ・旅行
→　鉄道　→　乗換案内

全国の鉄道・航空路線の経路検索・時刻表検索ができるYahoo!ケータイ公式コンテンツ。
[交通・ｸﾞﾙﾒ・旅行　鉄道]カテゴリでは 上位に位置し、Yahoo!ケータイ公式コンテンツ内でも
認知率・利用率ともにトップクラス！47万ユニークユーザー（2008年1月実績）が利用。男女・全
年齢に幅広くリーチできるサイトです。

198万PV

1,452万PV
47万UU

-

■乗換案内 for Ezweb

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 ―

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数 ―
■ユーザープロフィール
【性別】男性：51.9％　女性：48.1％
【年齢】10代：8.6％　20代：36.7％　30代：27.6％　40代：17.1％　50代以：10.0％
【地域比】北海道：0.7％　東北：2.1％　関東：73.2％　北陸：1.1％　東海：5.8％　関西：13.4％　中国：1.4％　四国：0.5％　九州・沖縄：1.8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPピクチャー TOPページ 2,000,000 保証 ピクチャーバナー \400,000 \0.20 2枠 2週間 随時 -

ミドルピクチャーローテーション 第二階層 1,700,000 保証 ピクチャーバナー \400,000 \0.24 4枠 2週間 随時 -

ミドルピクチャーメガローテーション 第二階層 4,000,000 保証 ピクチャーバナー \800,000 \0.20 3枠 1ヶ月 随時 -

TOP&ミドルピクチャーローテーション TOPページ、第二階層 3,000,000 保証 ピクチャーバナー \600,000 \0.20 3枠 2週間 随時 -

リザルトピクチャー
ローテーション

検索結果 2,800,000 保証 ピクチャーバナー \300,000 \0.11 2枠 1週間 随時 -

全国の鉄道・航空路線の経路検索・時刻表検索ができるEZweb公式コンテンツ。
[地図・交通・旅行　鉄道]カテゴリでは 上位に位置し、EZweb公式コンテンツ内でも認知率・利用
率ともにトップクラス！135万ユニークユーザー（2008年1月実績）が利用。男女・全年齢に幅広くリー
チできるサイトです。

1,056万PV

5,384万PV
135万UU

アクセスルート　EZトップメニュー　→　カテゴリで探す　→
地図・交通・旅行　→　鉄道　→　乗換案内 for Ezweb

■AD乗換案内

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間
トップページUU/月間 -

全体PV/月間
全体UU/月間

ユーザー数
■ユーザープロフィール
【性別】男性：51.0％　女性：49.0％
【年齢】10代：5.0％　20代：39.7％　30代：30.0％　40代：15.1％　50代：10.2％
【地域比】北海道：0.7％　東北：2.1％　関東：73.2％　北陸：1.1％　東海：5.8％　関西：13.4％　中国：1.4％　四国：0.5％　九州・沖縄：1.8％
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

TOPピクチャー TOPページ 2,500,000 保証 ピクチャーバナー \500,000 \0.20 2枠 1週間 随時 -

ミドルピクチャーロー
テーション

第二階層 2,500,000 保証 ピクチャーバナー \500,000 \0.20 4枠 1週間 随時 -

ミドルピクチャーメガ
ローテーション

第二階層 6,000,000 保証 ピクチャーバナー \1,000,000 \0.17 3枠 2週間 随時 -

TOP&ミドルピクチャー
ローテーション

TOPページ、第二階層 4,000,000 保証 ピクチャーバナー \800,000 \0.20 3枠 1週間 随時 -

リザルトピクチャーロー
テーション

検索結果 5,000,000 保証 ピクチャーバナー \500,000 \0.10 2枠 1週間 随時 -

アクセスルート　メニューリスト　→　交通／地図／旅行
→　乗換案内　→　AD乗換案内

全国の鉄道・航空路線の経路検索・時刻表検索ができるi-mode公式コンテンツ。
[交通/地図/旅行　乗換案内]カテゴリでは 上位に位置し、i-mode公式コンテンツ内で
も認知率・利用率ともにトップクラス！453万ユニークユーザー（2008年1月実績）が利用。
男女・全年齢に幅広くリーチできるサイトです。

2,433万PV

13,683万PV
453万UU

マイメニュー登録114万件
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

■MobileClick Adnetwork http://new.mobileclick.ne.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月現在 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間 約2,800万PV
全体UU/月間 -

■ユーザープロフィール
【提携サイト数】約2,530サイト(2008年1月現在)
【サイト内容例】ウーマン/携帯ツール/メール/待ち受け画面/占い/音楽/芸能/健康/男性/車・バイク/アウトドア/ゲーム/スポーツ/金融
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 click/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

プレミア 2,000～8,000click/月 クリック保証 ローテーション \55.00～ - - 入稿から５営業日後

カテゴリー 2,000click～/月 クリック保証 ローテーション \50.00～ - - 入稿から５営業日後

ラン・オブ・ネットワーク 2,500～20,000click/月 クリック保証 ローテーション \45.00～ - - 入稿から５営業日後

ｵﾌﾟｼｮﾝに関しましては
別途お問い合わせ下さ

い。
ｵｰﾀﾞｰ×配信単価

登録サイト
ページ

MobileClickは、携帯端末向け広告配信ネットワークです。広告主様からいただいた広告
を、良質な携帯端末一般サイトに一斉配信、広告がクリックまたは表示された回数に応じ
て広告掲載料金をいただく、画期的なモバイル広告媒体です。

■ぷちＱメール http://apq.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間 -
トップページUU/月間 -

全体PV/月間

全体UU/月間 -
ユーザー数

■ユーザープロフィール
ネットワーク媒体（メールマガジン）のジャンル

アダルト：33.26%　待受け画像：22.72%　ニュース教養雑学一般：13.25%　その他：7.51%　女性美容ファッション4.10%　着メロ：3.58%　携帯情報：3.32%　
芸能アーティスト：3.12%　個人・日記・趣味：3.08%　出会い・メル友：2.43%　ギャンブル：1.64%　ゲーム・アニメ：0.95%　スポーツ0.47%　懸賞：0.44%　ビジネス：0.13%
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

ぷちQメール
50万部パック

ヘッダー部 500,000 部/配信保証 複数メールマガジン \180,000 \0.36 1パック～ 想定1ヶ月 随時 -

ぷちQメール
100万部ミドルパック

ヘッダー部 1,000,000 部/配信保証 複数メールマガジン \350,000 \0.35 1パック～ 想定1ヶ月 随時 -

ちゅうQ
50万部パック

ヘッダー部 500,000 部/配信保証 複数メールマガジン \250,000 \0.50 1パック～ 想定1ヶ月 随時 URL同時3本まで掲載可

ぷちQメール
バルクパック

記事中・フリー 2,000,000 部/配信保証 複数メールマガジン \300,000 \0.15 1パック～ 想定1ヶ月 随時 -

-
提携媒体数約2,004誌、全部足すと900万部配信、ネットワークの月間可
動配信部数はなんと5,000万部超え！【ミニまぐ】を始め、大手無料配信ス
タンド利用のメールマガジン各媒体に広告を供給！それが【ぷちQメール】

約9,161,974部

■アドプロモーション http://adpromotion.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間
全体PV/月間
全体UU/月間

■ユーザープロフィール

■広告料金一覧（主要メニュー）
メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

EZデイリー
ユニーククリック

web・メールマガジン － クリック保証 WEBテキスト・メール － \7.00（ネット） － 任意 任意
クリック数のロット
により単価調整可

i-modeマンスリー
ユニーククリック

web・メールマガジン － クリック保証 WEBテキスト・メール － \12.00（ネット） － 任意 任意
クリック数のロット
により単価調整可

-

－

－
－
－

アドプロモーションでは、法人運営サイトのみに絞った優良かつトラフィックの大きなメディアと
の提携を主軸としているため、広告主様の求める成果に応じて非常に質の高いユーザーを
数多く集めることが可能です。あらゆるジャンルの広告主様に 適なプロモーションを提供し
ます。

■携帯コンテンツ連動型広告アイモバイル（i-mobile） 　http://www.i-mobile.co.jp/

■媒体プロフィール 2008年2月時点 トップページPV/月間

トップページUU/月間

全体PV/月間

全体UU/月間

■ユーザープロフィール
【性別】　―
【年齢（男性）】　―
【年齢（女性）】　―
【地域比】　―
■広告料金一覧（主要メニュー）

メニュー名 スペース名 imp/配信 想定/保証 表示方法 料金 単価 枠数 掲載期間 掲載開始日 備考

アイモバイル 一般広告 ― ― webテキスト/ピクチャー 低30,000円～ @15円～ ― 任意 随時 代理店コミッション20%別途

アイモバイル 結婚情報系広告 ― ― webテキスト/ピクチャー 低30,000円～ @20円～ ― 任意 随時 代理店コミッション20%別途

アイモバイル コミュニティー系広告 ― ― webテキスト/ピクチャー 低30,000円～ @20円～ ― 任意 随時 代理店コミッション20%別途

アイモバイル その他18禁広告 ― ― webテキスト/ピクチャー 低30,000円～ @20円～ ― 任意 随時 代理店コミッション20%別途

「アイモバイル（i-mobile）」は携帯サイト上のコンテンツ連動型広告配信サービスです。広告
に関連づけられたキーワードと、アイモバイル広告ネットワークサイトのページ内容を照合し、
サイトと関連性の高い広告だけを配信します。ユーザーが閲覧しているページ内容（コンテン
ツ）とマッチした広告掲出を行い、ピュアクリックでの誘導となりますので、質の高いユーザーの
誘導を促します。
テキストだけではなくバナーでの掲載が可能です。

―

―

約160,000,000PV

―

クリック保証・ネットワーク媒体
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

▼PC ▼モバイル
ポータル・プロバイダーサイト 女性サイト（Web） 車・バイクサイト D2C媒体 女性向けサイト SNS・無料HP・CGMサイト

AｌｌAbout ＠Woman carview Gガイドモバイル 100シーンの恋 Any

AOL Babycome ＤｒｉｖｉｎｇＦｕｔｕｒｅ IP-AD GAL's POP AVI

au one blancafe GOObike.com R25式モバイル girlswalker BitPets

BIGLOBE COOKPAD GOO-net L25モバイル IMAGE NET forestpage

excite ボブとアンジー Gooparts.com とくする通販 iMUG！ GREEモバイル／EZGREE

hi-ho QuiCooking GOOworld.jp とくするメニュー Mr&Miss GREEPA（グリPA）

infoseek マママーケット オートバイテル メッセージフリー Nissenモバイルメール mixiモバイル

Livedoor eSampo レスポンス モバイルgoo検索連動型広告 PG エキモバ

MSN Fe-mail スポーツ・芸能サイト ポータルサイト PREMA　（プレマ） くちこみネット

nifty おはなし絵本クラブ ZAKZAK F★ROUTE Queen BEE 恋デコ日記

OCN girlsgate ゲンダイネット ケータイLivedoor QuiCooking 人気ブログランキング

ニュースサイト iMAGE サンスポ ケータイBIGLOBE SEDA-P はてな

japan times Muffin-Net スポーツ報知 ニュース・スポーツサイト Sweetマガジン はぴログ

NIKKEI.NET samplefan スポニチ ezweb公式サッカーサイトパック SKY-POST ピクシー

毎日.jp verita 日刊スポーツ NewsExpress smartMAMA ピクチャーランド

ａｓａｈｉ.com ウーマンジャパン POPSNOW net sports@niftyモバイル あそぼうよ★おかあさん ブログリ

MSN産経ニュース エスカーラカフェ tennis365.net SportsExpress 占いタウン 魔法のiランド

みんなの経済新聞ネットワーク カフェグローブ・ドット・コム Tee shot The News キラキラ★デコ同盟 みんなでスポーツ

フジサンケイビジネスアイ 幸運体質マガジンageUN ゴルフダイジェストオンライン vodafone公式サッカーサイトパック 恋聖ルネ・ヴァン・ダール モバゲータウン

フレッシュアイ シティウェブ アバウトオーディション 朝日・日刊スポーツ 恋セラピーカラー診断 ワンタッチBBS

YOMIURI　ONLINE 結婚準備室 オーディションドットコム 朝日新聞ニュース 恋デコえもじ工場 何する？.jp

THE SECOND TIMES キャリア・マム RUNNET サッカー日本代表ネットワーク デコ★ぱら 価格.comモバイル

日刊工業新聞社 教えて！ブライダル 映画・音楽・DVDサイト スポニチメールモバイル デコストリート 携帯コミュニティ[amie]アミィ

時事ドットコム 教えて！Beauty DVD生活 速報★ 新ニュース デコとも 大集合NEO

西日本新聞 Healthy&Beauty listen japn 速報★スポーツEZ デコとも クリック保証媒体・ネットワーク媒体

JMM Cecile(セシール) OnGen 超ワールドサッカー デコミックス アフィリード

AFP　BB　News ベルメゾンネット teacup 日テレNews24 デコメッチ DreamBeach

金融・ビジネスサイト ispot 映画生活 日本!ワールドサッカー デコメパーティ Mobileclick

Bloomberg.co.jp 女性サイト（書籍） シネマカフェ 車・バイクサイト デコリタガール R18めーる

DEX WEB anan ぽすれん クルマ情報Goo！ 年下占い upps click

DIGITAL DIME BITEKI.COM（美的） エンターテイメントサイト パーツ情報Goo！ ビーナス研究所 ぷちQメール

総務の森 BLENDA 4Gamer.net　 バイク情報Goo！ ピンクベアshop 偏差値くん

e-総務 Can Cam MKStyle e燃費 プリアドメール もばめーる

SOS総務 CUTIE BARKS モバイル動画サイト プレイヤーズ

FIDELI（フィデリ） Cyber Oggi WEBデビュー Qlick.TV ママスタジアム

Japan.internet.com Fanet ORICON STYLE ムービーフル 占い玉手箱

kensetsunews.com hanako RealNetworks エンターテイメント・コミュニティ・生活情報サイト

k-zone hanakowest-café shockwave.com 919クイックサーチ Reponet テレビ予報

MCFAN mini うたまっぷ AD乗換案内 SEEKENモバイル とくぷり

NCネットワーク OZ wedding カフェスタ BLAUクリック SPACESHOWERモバイル媒体 ナショナルアドレス

Ｑｕｉｃｋ money for life OZmall 探偵ファイル BlankMail STAR-BEACH 人気ブログランキング

VentureNow popteen フォト蔵 ECナビモバイル ポケP takumi 乗換案内

海 PS（プリティスタイル） ふみコミュ！ etmail teacup 乗換案内 for Ezweb

ストックウェザー spring ワザップ！ ezweb公式韓流サイトパック TSUTAYA online パチスロA

テンプレートBANK Sweet i-revo EZweb公式待受サイト★パック vodafone公式韓流サイトパック ピクチャーランド

ロイター VOGUE NIPPON iNSIDE EZサーチ WAPNAVI フォートラベル

兜町ネット おは奥NET eg（イージー） FILESEEK アウケン 炎のロト

TOKYO IPO おは赤NET @zino GAMOW 癒しナビ マイポケット

製造業応援サイトＣＣＮＥＴ はっぴーママ 懸賞サイト gendai.Net うたまっぷモバイル 街角ビューティーズ

宅ふぁいる便 マグネットカフェ 5050.jp INFINITY 運転免許★まなぶくん メルステ

日刊自動車新聞 レタスクラブ CMサイト KCS掲示板パック オハコ メルナビ

日本の人事部 生活情報サイト Gポイント mezamashi.TV オリコン音楽情報 モバイルGEO

Stock　Station（ストックステーション） 7hills Info-Cash mobile cafe カフェスタ モバオク

おくりん坊 NILEport lifemile Ｍｙ　Ｔｕｂｅ ギガアプリ モバのじ

IT healthクリック MYD MYcard キャッシングナビ ヤマダ電機モバイル

マイコミジャーナル 定年生活.com 当たる！？くじメール MYsite ケータイ版TVガイド らくらく連絡網

インプレス 歯科へ行こう！ ゲットだドットコム otaba mobile ケーワウ ランキングワールド

サイボウズ 審美・ホワイトニングへ行こう！ スタンプボックス Pakila ゲンダイネット 恋愛☆王

Vector 矯正歯科へ行こう！ チャンスイット PLAY MOBILE コレナビ ワイワイスタジアム

MACFAN インプラントへ行こう！ ちょびリッチ PREMA テモ ワザップ!モバイル

シンクイット Qlife(キューライフ) ネットマイル Ranking World テレぐら

IDG　JAPAN MEDWEB ポイン塔 懸賞・ポイント・着メロサイト

RBB TODAY MYLOHAS 予想.net 『BANBAN☆G』 ケータイ・デ・チャリン ドナドナちゃん

ＭarkeZine ここカラダ ｗａｒａｕ.jp 『Pコイン.net』 ケータイコイン 富くじ

CodeZine ステージ げん玉 100円均一BESTHIT　J-POP ケータイポイントゲッター ドリームプライズ携帯版

CGM ネットくん 懸賞のつぼ 100万をねらえ ケロっト ドリームメールモバイル

mixi はてな ドリームプライズ 5050ｊｐ ゲンガチャ ナンバー$ラッシュ

GREE ペット大好き クリック保障・ネットワーク Cccafeメール 現金つかみどり！ ねらっ得

Pakila PETPET ADJUST CMメールmobile 懸賞！怪盗るーぱん 脳トレ大学

BuyMa 出前館 actmatch（アクトマッチ） CoCoLips 懸賞☆FRIDAY フェリスメール

filmo 日本テレビ Brainer（ブレイナー） Gメロ 懸賞B☆J プレゼント天国

プレスブログ おとりよせネット MicroAd IMJモバイル 懸賞COM プレタウン

関心空間 マンションってどうよ？ teacup　 LOTO！LOTO！ 号外　Doon！ プレミアムユニーククリック

SeesaaBlog(シーサーブログ) e-sumai トラストクリック（バリュークリック） LOTOKING ゴールドシティ へそくりメール

テクノラティジャパン ハウスコ MOJO Ad Network Media music.jpポイントキャンペーン ゴルゴンゾーラ ポイントオン

Sexii テポーレ ECサイト NEO★チリ サラリーマン懸賞がんばれ！高橋くん ポイントキャッシュバック銀行

Otaba 地球の歩き方 ECナビ Newアド 写メ☆リッチ ポケットクリック

m3.com トラベルコちゃん 価格.com PalCity ジャンプレ宝くじ 待受国王

syncl ＠ぴあ 比較.com Pivot 週刊　Doon！ 街メロSOUND

A8Buzz 4travel.jp ビッダーズ TSUTAYAメロディー 常識王 マネータウン

Ameba Blog Let's Enjoy TOKYO ネットスーパー X-tend スウィートガールズ マネクリ

BlogPet イープラス 動画サイト ZEROゲー スクラッちぇ ミリオンヒット

JUGEM 一休 GyaO 愛メロ ズバリ懸賞王 みんなのオセロ

slownet ウォーカープラス ニコニコ動画 イタダキ♪宝箱 スロットメール めざまし懸賞

レビューブログ 駅前探検倶楽部 YOUTUBEちゃんねる うさポチ♪ 銭金クイズ メルポイント

てぃーだブログ るるぶ.com うたまっぷモバイル 双六 メロディ♪マスター

にほんブログ村 国内線ドットコム 宇宙懸賞 速攻懸賞王 メロメロ

webCG モノ・オンライン 運コロガシ ゾロメール メロリン

ヤプログ tenki.jp 絵文字deスロット ターゲティングクリック モッピー

レシピブログ マピオン えもじ貯金箱 タダ電コム モバイルDEメール

クラッセ お財布.com たっぷりチャンス！ モバイルネットマイル

匠庵 お宝メール 貯め～る.net モバトク通帳

人気blogランキング お笑い貯金 ためして☆プチキレイ モバポチャ

大学生SNS.com カラメロ 貯め貰 モンキータウン

キャッシュバックメール 着SONG VENUS 夢の1,000万円

ギャンブル天国 着歌Ｓ ライフマネー

キリバンゲッターズ 着ムリョ♪ ラッキー！ロト

国盗りがっせん 着メロ.com ラッキービンゴ

ぐるけん 着メロタウン ロト王

携帯貯金生活 ちょびリッチモバイル ロト姫

ケーくじ どこでもロト

■ピュアレップ媒体一覧

弊社まぐクリックでは、各種ピュアレップ媒体商品を取り扱っております。

上記をはじめ、媒体詳細資料を別途ご用意しております。

弊社担当営業マン、また弊社ピュアレップメディア担当まで

お気軽にお問い合わせください。

■TEL：０３－５４５７－０９０９

■E-mail： mc-sales@ml.magclick.com
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※読者数・配信部数は、断り書きがない限り2008年3月の数値、掲載料金は、断り書きがない限り2008年4～6月末掲載分まで有効です。
※配信数は保証するものではありません。※表示価格は税抜価格です。※「任意」とされていない項目は全て必須です。 ※仕様詳細は各媒体資料を個別にご確認ください。
※同業種クライアント様が同一媒体上に掲載される場合があります。 ※上記の他、媒体判断により修正等をお願いする場合があります。

掲載基準・お申し込みについて
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■新規クライアント様、前回出稿と内容に変更がある場合、掲載可否が必要です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
媒体単位での掲載可否が必須です。審査なくお申し込みをされた場合、掲載をお断りする場合があります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■専売商品の業種制限について（基準は詳細版メディアガイド内に掲載： http://www.magclick.com/agency.html ）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
● × ：掲載できません。
● 枠 ：ご出稿可能ですが、一定期間中でのご出稿数（枠）制限があります。
● △ ：案件ごとに、掲載可否が必要です。
※上記以外にも全媒体一律で掲載をお断りしている業種もあります。掲載不可の理由について、弊社及び媒体社は説明義務を負いません。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■出稿ガイドライン
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※まぐまぐのガイドラインは http://www.magclick.com/pdfs/other/mag2_MediaGuideline.pdf  も参照ください。
●金融系：消費者金融、キャッシングローン、キャッシングサービスを目的としたクレジットカード告知。

「TV-CM出稿実績アリ」「売り上げ上位３０前後まで」「貸金業協会に加盟」「親会社が銀行、信販会社、証券会社、保険会社、上場会社」「複数店舗を運営」
のいずれかを満たすもの。法人向け金融会社、先物取引業、投資商品販売は、弊社内規判断とさせていただきます。※媒体社ごとに基準が異なります。

●出会い系：専売媒体はＰＣ、モバイルいずれも出稿禁止。その他媒体は媒体基準により異なります。
●クレジットカード：カード入会募集が主とする告知であること。※キャッシングサービス機能などを主とする場合は、上記金融系カテゴリーの基準に準じます。
●結婚情報：結婚情報サービス協議会に属している事。対面方の紹介・相談システム、サイトに登録・利用料金のメニューが明記されていること。
●ギャンブル：日本国内の競馬・競輪・競艇など、公営ギャンブルに関する合法サービスであること。競馬業種の場合、サイト/原稿内にサービス利用時の
責任所在を示す文言を記載する必要があります。

●エステ・整形美容：弊社内規判断とさせていただきます。
●媒体同業種：弊社が販売する各媒体（サイト）との競合サービスを提供する同業者の広告は、出稿をお断りすることがあります。
●風俗：弊社内規判断とさせていただきます。
●健康食品：弊社内規判断とさせていただきます。
●在宅ワーク：テレワーカーとして特定企業の仕事を請け負う通信内職者、通信回線を利用して自宅で仕事を行う在宅ワーカーなどに仕事を紹介・斡旋する

業態を指す。この中で登録料、入会金、代理店権利料、保証金、教材料、チラシ代などの名目で、初期または継続的に費用がかかるものが対象です。
●コミュニティ：趣味の仲間募集など、グループ/個人間でのコミュニティ作りをサービスの中心とするものを指す。会社概要、料金体系、18歳以上の年齢制限
記載が必要。サイト内文言、写真、広告バナー及びリンク先などに卑猥・猥褻な表現、売買春をほのめかす表現、公序良俗に反する表現が無いこと。

※いずれも、サイト内に会社案内（会社名、所在地、電話番号）を、メールアドレス以外でユーザーが連絡を取れる手段として明記していること。

■販売金額表記について
法改正にあわせて、消費税の総額表示が義務付けられました。総額表示されていれば、税額や本体価格の併記をすることもできます。
税別価格を税込価格よりも先に表示する場合は、税別価格が目立つような色使いや大きさにならないようにしなければなりません。

■入稿形式
・規定入稿日前のE-mailによる入稿。（動画はご相談ください）
※原稿内容のチェック、変更のお願いをさせていただく場合があります。
※サイト内容は広告主様の所有物ですが、広告の訴求内容との相違、申込時と入稿時の内容相違など支障がある場合には、サイト内容のチェックや修正をお願い
したり、掲載をお断りする場合があります。入稿後のサイト内容の差し替えはお断りします。

※入稿遅延や、原稿修正の遅れその他により配信に影響を与える場合には、掲載をお断りする場合があります。
※必ず原稿内/リンク先サイト（媒体別に規定）に、広告主様の会社名・ご住所・連絡先（電話番号、E-Mailアドレス）を明記してください。

（お申し込み時に上記項目のご連絡をお願いします。）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■掲載枠の在庫確保について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●掲載枠数、配信数、同業種同一期間内配信などに制限があるため、他の広告出稿状況により掲載をお受け出来ない場合があります。

●会社概要（問い合せ先）、プライバシーポリシー（個人情報の保護と利用目的）・特定商取引法に基づく表記など必要事項の記述がないなど

情報不備があるサイトは、ユーザー保護の理由により掲載をお断りいたします。

●掲載期間中にお申込内容とサイト・広告内容に相違があった場合、掲載を途中で打ち切る場合があります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■免責事項

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●当社はWebサーバー、広告配信サーバー等について、保守運用に 大限の注意を払いますが、天災地変、回線業者・データセンターのメンテンス、

ソフトウェア・ハードウェアのアップデート、想定外の高負荷による処理能力の低下等のやむを得ない事情により、広告の掲載に支障をきたす

恐れがあります。この場合当社は一切の責任を負わず免責されるものとします。

●メール配信時(テキスト・カラーメール・ＨＴＭＬメール（フラッシュメール含む）・動画メール・及びリンク先などのwebページを含む) 、

一部のメールソフト・ブラウザにより文字化けがおこり正常に表示されない場合があります。このことにより損害が生じたとしても、

弊社及び媒体社は一切責任を負わず、免責されるものとします。

●弊社及び媒体社は、掲載可否理由の説明義務を負いません。

●キャンセルについて：広告枠ご予約後のキャンセル料金は下記のとおりです。

・７営業日～５営業日前までは３０％ ・４営業日～２営業日前までは５０％ ・１営業日前までは１００％

●専売エントリー対象商品は、通常のキャンセル規約とは異なるルールとさせていただきます。（変更申請は１ヶ月前までとさせていただきます）

【ご注意】 特別キャンセル料：１ヶ月前⇒ ３０％ ３週間前⇒ ５０％ ２週間前⇒１００％

※その他媒体社のキャンセルについては、媒体個別の規定に従うものとします。

■お取り扱いのできない広告種

・公序良俗に反する、もしくはその恐れのある広告 ・責任の所在が不明確な広告

・宗教信仰にかかわる勢力拡大、布教活動目的の広告 ・ねずみ講、マルチビジネスに相当する広告

・アダルト関連の広告 ・内容及び、その目的が不明確な広告

・医療、医療品、化粧品において、厚生省が承認する範囲を逸脱する広告 ・広告内容に嘘偽があるか、または誤認・錯誤されるおそれのある広告

・公正・客観的な根拠なく 大級・絶対的表現を使用している広告 ・その他、弊社および媒体社が不適切と判断した広告


