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2016年7月-9月 新メニュー一覧 
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① カカクコムグループネットワーク （P3） 

  ・グループ10サイトを横断配信。ターゲティングによる配信も可能。 

②カテゴリトップ フィード枠  （P21）   
  ・タイアップ誘導に最適。注目度の高いカテゴリーTOPに誘導枠新設。 

③PC版/スマートフォン版横断配信/時間帯配信  （P39） 

  ・幅広く全ジャンル配信に加え、セールスの効率化に役立つ時間帯配信を実装。 

④製品リスト配信  （P37） 

 ・検討モチベーションの高いユーザーに対して幅広く横断配信。 

AD 

AD 

グループサイト掲載メディア 

その他 

①グループサイト保有データ 配信 

ランキング スペック検索 価格表 

スーパーバナー 
スーパーバナー 

スーパーバ
ナー 

横断配信 

価格.com トップページ 

カテゴリ トップページ 

製品カテゴリ トップページ 

さらに詳しく調べたい  【製品リスト】 

②カテゴリートップフィード枠 ④製品リスト横断配信 

③時間帯配信 
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1.カカクコムグループ ネットワーク 
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Run of Group 活用方法 
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セグメント情報は、メニューによってはご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。詳しくは、営業担当までお問い合わせください。 

カカクコムグループの多様なジャンルをすべて使い、グループサイトにランダム配信。 

さらに各サイトのオーディエンスデータを活用したターゲット配信も可能。 

■活用例 ① カカクコムグループサイトへ全配信 

 生活に密着したカテゴリから趣味性の高いカテゴリーまで網羅したカカ
クコムグループサイトへ全配信し、潜在層ユーザーへアプローチを広げ、
顕在層を発掘。 

■活用例 ② オーディエンスデータを活用したターゲット配信 

ターゲットイメージから近いキーワードを選定して、効率的に各サイトへ
横断配信。  

女性 高額所得者 新生活 

シニア 映画ファン 旅行好き 

■ターゲットイメージ 

レシぽん 
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NEW  Run of Group 
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PC スマートフォン 

配信は各グループサイトのPC/スマホへマルチデバイス対応。 

カカクコムグループ力を最大限に活用できます。 

広告配信は2サイズのバナーをランダム配信いたします。サイト指定はできま
せんので、ご了承ください。 
広告配信は、期間販売メニューの広告が優先されますので、期間内に配信
が完了しない場合がございます。ご発注imp数に満たない場合は、期間を延
長し配信させていただきます。コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更す
る場合がございます。掲載期間は、毎月1日10時～翌月1日10時となります。 

メニュー Run Of Group 

配信形式 
①PC版/SP版全配信 
②PC版/SP版オーディエンスターゲティング 

料金 ①@0.3円 ②＠0.5円  

掲載期間 1週間～1ヶ月間 

保証形態 インプレッション保証（ローテーション表示） 

掲載面 カカクコムグループサイト（ランダム） 

入稿規定 

PC版 
ヨコ728xタテ90(GIF,JPEG) 
ヨコ300xタテ250(GIF,JPEG) 

 
SP版 
ヨコ320xタテ50(GIF,JPEG) 
ヨコ300xタテ250(GIF,JPEG) 

入稿期限 5営業日前 17:00 

備考 

AD 

AD 

オーディエンスデータをもとに 

各サイトへ2サイズのクリエイティブ

を配信。 

※配信されるサイト及びクリエイティブは

ランダムになります。 

掲載メディア 

行動履歴 

オーディエンスデータ蓄積 

アドサーバーと連携 

全配信/ 
オーディエ
ンス配信 

閲覧 
履歴 
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Run of Group  配信サイト 
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購買支援サイト 

「価格.com」 
http://kakaku.com/ 

ランキングとクチコミのグルメサイト
「食べログ」 
http://tabelog.com/ 

http://kakaku.com/
http://tabelog.com/
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2.価格.com概要 
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比較検討のインフラとして定着 
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購買意欲の高いユーザーが集まる日本最大の購買支援サイト。 

出典：Adobe Marketing Cloud 2016年3月現在 

月間利用者数   約2,500万人 
 
ページビュー数  約4億8,700万PV 

月間利用者数   約2,400万人 
 
ページビュー数  約3億9,000万PV 

■PC ■スマートフォン 

パソコンや家電、通信費や保険、フード・ドリンク、コスメなど多様なジャンルの商品やサービスの価格やスペック、クチコミなどの情報を集約して提供。
国内にとどまらず、別ブランド「Priceprice.com」を、フィリピン、タイ、インドネシア、インドの生活者に向けて展開しています。また、近年のスマート
フォンの普及に伴うアクセス増にも対応し、アプリ版の提供も開始しています。 

リーチ レビュー 
クチコミ 

アク
ション 
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ジャンル 
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パソコン・家電・カメラなどのデジタル製品を検索するＳＯＨＯユーザーやファッション 
ベビーキッズカテゴリを閲覧する女性ユーザー、話題の電気料金を比較・検索するトレンドに敏感なユーザーなど 
さまざまな属性のユーザー層にリーチすることができます。 

パソコン 

ノートパソコン 
タブレットPC 
ハードディスク 
PCパーツ 

テレビ 
オーディオ 
生活・調理家電 
美容家電 

デジカメ 
一眼レフ 
ミラーレス 
レンズ 

料金比較 
光回線 
光コラボ 
インターネット接続 

 
格安SIM 
海外wifiレンタル 
MVNO 

 
iphone 
Android 
Simフリー 

 
新車 
中古車 
カー用品 

カードローン 
住宅ローン 
自動車ローン 

生命・医療・ガン 
年金保険 
海外旅行 
ペット保険 

 
ポイント還元率 
年会費無料 
ETC 

 
ブランド品 
財布 
バッグ 

 
スニーカー 
ブーツ 
サンダル 

料金比較 
電気代節約 
節電 
シミュレーション 

 
医薬品 
コスメ 
化粧品 

 
チャイルドシート 
ベビーカー 
ベビーベッド 

スマートフォ
ン・携帯電話 

自動車・ 
バイク 

ローン 保険 クレジット
カード 

ファッション 靴・シューズ ビューティー・
ヘルス 

ベビー･ 
キッズ 

電気料金 

家電 カメラ プロバイダ モバイル
データ通信 
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各カテゴリの利用者属性 
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PC PC版 

スマートフォン版 

出典：Nielsen NetRatings 2016年3月調査（Home& Workデータ）     
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各カテゴリの利用者属性(1) 

11 11 
出典：利用者属性とPC/スマホ割合：Nielsen NetRatings 2016年3月調査（Home& Workデータ）     
         合計ユーザー数：Adobe Marketing Cloud 2016年3月現在 

価格.com全体 http://kakaku.com/ 

合計ユーザー数：1,481万人/月（PC：49％、SP：51％） 

家電 http://kakaku.com/kaden/ 

合計ユーザー数：約1,675万人/月（PC：51％、SP：49％) 

合計ユーザー数：約1,316万人/月（PC：66％、SP：34％) 

パソコン http://kakaku.com/pc/ 

カメラ http://kakaku.com/camera/ 

合計ユーザー数：約674万人/月（PC：60％、SP：40％） 
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各カテゴリの利用者属性(2) 
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合計ユーザー数：約588万人/月（PC：42％、SP：58％) 

自動車・バイク http://kakaku.com/kuruma/ 

合計ユーザー数：約229万人/月（PC：25％、SP：75％） 

ファッション http://kakaku.com/fashion/ 

合計ユーザー数：約414万人/月（PC：50％、SP：50％) 

スマートフォン・携帯電話 http://kakaku.com/keitai/ 

プロバイダ http://kakaku.com/bb/ 

合計ユーザー数：約154万人/月（PC：63％、SP：37％） 

出典：利用者属性とPC/スマホ割合：Nielsen NetRatings 2016年3月調査（Home& Workデータ）     
         合計ユーザー数：Adobe Marketing Cloud 2016年3月現在 
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各カテゴリの利用者属性(3) 
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腕時計・アクセサリー http://kakaku.com/watch_accessory/ ゲーム http://kakaku.com/game/ 

合計ユーザー数：約216万人/月（PC：38％、SP：62％） 合計ユーザー数：約124万人/月（PC：40％、SP：60％） 

ビューティー・ヘルス http://kakaku.com/beauty_health/ 

合計ユーザー数：約129万人/月（PC：46％、SP：54％） 合計ユーザー数：約195万人/月（PC：47％、SP：53％） 

スポーツ http://kakaku.com/sports/ 

出典：利用者属性とPC/スマホ割合：Nielsen NetRatings 2016年3月調査（Home& Workデータ）     
         合計ユーザー数：Adobe Marketing Cloud 2016年3月現在 
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各カテゴリの利用者属性(4) 
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モバイルデータ通信  http://kakaku.com/mobile_data/ 

  キャリアごとの製品と料金プランや、レンタルサービスを掲載 
  合計ユーザー数：約54万人/月（PC：55％、SP：45％） 

ホビー  http://kakaku.com/hobby/ 

  フィギュアや模型、キッズ用おもちゃなどや、各種楽器を掲載 
  合計ユーザー数：約72万人/月（PC：42％、SP：58％） 

本・CD・DVD http://kakaku.com/book_cd_dvd/ 

  アニメや映画のDVD、CD全般、小説・雑誌・参考書などを掲載 
  合計ユーザー数：約36万人/月（PC：49％、SP：51％） 

靴・シューズ http://kakaku.com/shoes/ 

  メンズ・レディース・キッズ靴や、各種スポーツシューズを掲載 
  合計ユーザー数：約40万人/月（PC：94％、SP：6％） 

生活雑貨 http://kakaku.com/houseware/ 

  旅行用品や日用品、掃除用具や文具、防災グッズなどを掲載 
  合計ユーザー数：約65万人/月（PC：45％、SP：55％） 

ベビー・キッズ http://kakaku.com/baby/ 

  マタニティグッズ、ベビー用品、キッズ用品などを掲載 

  合計ユーザー数：約39万人/月（PC：27％、SP：73％） 

ペット http://kakaku.com/pet/ 

  ペット用品やアクアリウム用品はもちろん、ペット自慢などを掲載 
  合計ユーザー数：約18万人/月（PC：40％、SP：60％） 

キッチン用品 http://kakaku.com/kitchen/ 

  調理器具やキッチン雑貨、食器や調理小物などを掲載 
  合計ユーザー数：約40万人/月（PC：42％、SP：58％） 

ドリンク http://kakaku.com/drink/ 

  お酒や水・ソフトドリンク、茶葉・インスタントドリンクなどを掲載 
  合計ユーザー数：約50万人/月（PC：41％、SP：59％） 

食品 http://kakaku.com/food/ 

  お菓子、お肉、フルーツ、お米などの食材、調味料などを掲載 
  合計ユーザー数：約9万人/月（PC：50％、SP：50％） 

引越し http://kakaku.com/hikkoshi/ 

  単身・家族ごとの引越し料金相場や引越し業者の評価を掲載 
  合計ユーザー数：約24万人/月（PC：45％、SP：55％） 

電気料金比較 http://kakaku.com/energy/ 

  電気料金プラン比較コンテンツや電気･電力に関するコンテンツ 
  合計ユーザー数：約99万人/月（PC：55％、SP：45％） 

DIY・工具 http://kakaku.com/diy/ 

  電動・一般工具ガーデニング用品などを掲載 

  合計ユーザー数：約52万人/月（PC：55％、SP：45％） 

中古 http://kakaku.com/used/ 

  中古パソコンや中古カメラや中古車などを掲載 
  合計ユーザー数：約47万人/月（PC：58％、SP：42％） 

ギフト・プレゼント http://kakaku.com/okurimono/ 

  結婚祝いや季節のイベントなど目的別で掲載 
  合計ユーザー数：約26万/月（PC：33％、SP：67％） 

価格.comマガジン http://magazine.kakaku.com/mag/ 

  人気商品の選び方がわかるお買物ガイド 
  合計ユーザー数：約170万人/月（PC：67％、SP：33％） 

出典：利用者属性とPC/スマホ割合：Nielsen NetRatings 2016年3月調査（Home& Workデータ）     
         合計ユーザー数：Adobe Marketing Cloud 2016年3月現在 
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3.タイアップ広告 
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タイアップ広告の影響力 
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ユーザーはランキング上位の商品に興味を示す傾向があります。タイアップページをきっかけに 

商品認知が形成され、自社ページ、価格.com内の製品詳細ページへの流入が強化されます。 

タイアップ掲載開始 

新製品発表日 

タイアップ実施製品 

PC版 

ｽﾏﾎ版 

タイアップ実施製品 

タイアップ掲載開始 

新製品発表日 

タイアップ広告
の実施 

製品詳細ページへ
の流入増加、商
品認知の形成 
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タイアップ広告 
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メニュー 価格.com  マルチデバイスタイアップ広告

料金 \2,500,000～　 ※ネット料金

掲載期間

１ヶ月間（期間保証）

掲載開始・終了のタイミングは当社営業日の午前10時より順次開始となります。

時間の指定はできかねますのであらかじめご了承ください。

基本、掲載開始後1ヶ月は保証いたします。

長期的な誘導をご希望の場合はタイアップ用広告枠やバナーやテキスト広告枠を

ご利用ください。

制作期間

25～30営業日程度（目安）

スケジュール例

オリエン

▼1週間程度　　　　：企画書作成

▼10～12営業日程度：テキスト原稿作成・提出

 　　　　　　　　　　　※ワード形式

▼5～8営業日程度    ：デザイン原稿作成・提出

 　　　　　　　　　　　※HTML形式・画面キャプチャ

▼2～3営業日程度    ：念稿提出

掲載開始

注意事項

①サイトの特性上、記事中で「オススメする」といったような、

  当社が主体となりユーザーの選択を限定するような表現は出来ません。

②広告主様が指定されるライターを起用した場合の人件費・貸しスタジオ等の

使用、 ロケーション取材が発生した場合の実費他、追加料金が発生する場合は、

  別途ご相談させていただきます。

③同時掲載の競合排除はいたしかねます。

タイアップ標準誘導枠 
 
■ＰＣ版誘導枠 
①トップ 新着・お知らせ一覧 
  掲載日数：7日間 
  掲載方法： 日々下段へ移動 
②トップ下段フィード枠 
  掲載日数：7日間 
  掲載方法：ローテーション表示 
③カテゴリトップ 特集上段フィード枠 
  掲載日数：28日間 
  掲載方法：ローテーション表示 

※標準誘導枠の掲載期間の指定はできません。 
※カテゴリトップページは、訴求商材により異なりますので、営業担当までお問い合わせください。 

コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 

注目度の高いタイアップ広告はマルチデバイス対応。誘導枠も各デバイスのトップ面に 

標準で画像とテキスト構成で配信されます。さらに追加誘導枠で注目度を高めることも可能です。 

 
 
■スマホ版誘導枠 
①トップ 新着・お知らせ一覧 
  掲載日数：7日間 
  掲載方法：日々下段へ移動 
②カテゴリトップ 関連特集・記事枠 
  掲載日数：28日間 
  掲載方法：ローテーション表示 
 
 
 

■タイアップ標準誘導枠 掲載イメージ 

スマホ ＰＣ 

①トップ 新着・お知らせ一覧 

②カテゴリトップ 関連特集・記事枠 

①トップ 新着・お知らせ一覧 

②③カテゴリトップ 特集上段フィード枠 
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企画例 
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価格.comが
実際に商品を 
使用する消費
者の観点（第
三者の立場）
で検証します。 

編集部型 ユーザー型 まとめ型 

徹底検証 モニタータイアップ キュレーションタイアップ 

スタッフ体験型 イベントタイアップ ミラーサイト 

訴求商材をリ
アルに体験
（体感）し、 
疑問や不満点、 
便利な点など
を交え製品の
告知を行いま
す。 

価格.comの
ユーザーに 
製品をモニ
ターとして 
使用してもら
い、そのレ
ポートを紹介
します。 

ユーザーを招
待し、直接商
品の魅力、特
長、こだわり
を商品発売前、 
発売後のタイ
ミングで訴求 
します。 

メーカー様の製
品をカテゴリを
横断して、記事
ページのアーカ
イブ、新製品
ニュース・クチ
コミ・レビュー
を 
集約して掲載 
します。 

価格.comのフ
レームワークの
仕様を活用して
クチコミやレ
ビュー、ランキ
ングを日次で 
更新し、最新情
報を掲載します。 

※当社はユーザーの集客・管理のみ行います。 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

追加枠①トップタイアップ広告枠 

19 

※タイアップ広告を出稿する場合に限り利用できる広告枠で、クリエイティブは当社にて製作いたします。 

タイアップ専用の広告枠です。画像とテキストで構成する広告枠で、 

価格.comのトップ面でコンテンツにマッチした表現で商品認知を促します。 

タイアップ 
広告枠 

配信数は媒体資料発行前月の実績を基に推移を考慮し算出したものであり、配信
数を保証するものではございません。コンテンツデザイン・レイアウトや広告レイアウト
は予告なく変更する場合がございます。本広告枠メニューは、毎週月曜日10時より
順次開始～翌週月曜日10時、 1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時
となります。 

PC 

メニュー 価格.com トップ タイアップ広告枠

7月 : 2,017,000 imp想定/ 1,452,240 円 (@ 0.72 円)

8月 : 1,960,000 imp想定/ 1,411,200 円 (@ 0.72 円)

9月 : 1,967,000 imp想定/ 1,416,240 円 (@ 0.72 円)

掲載期間 2週間(期間保証)

枠数 1枠/3社(ローテーション)

配信数/料金
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

追加枠②トップタイアップフィード広告枠 
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コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、 
1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 

画像とテキストで構成する広告枠で、価格.comのトップ面で 
記事（フィード）にマッチした表現で商品認知を促します。 

※詳しくは担当営業にお問い合わせください。  
※タイアップ広告を出稿する場合に限り利用できる広告枠で、 
 クリエイティブは当社にて製作いたします。 

■画像サイズ 
ヨコ230ピクセル 
タテ130ピクセル 
 
■文字数 
全角30文字 

クリエイティブ イメージ 

[PR] 

PC 

メニュー 価格.com トップ タイアップフィード広告枠

7月 : 1,513,000 imp想定/ 756,500 円 (@ 0.5 円)

8月 : 1,470,000 imp想定/ 735,000 円 (@ 0.5 円)

9月 : 1,475,000 imp想定/ 737,500 円 (@ 0.5 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/2社(ローテーション)

配信数/料金



v 

NEW 追加枠③カテゴリ トップタイアップフィード広告枠 

画像とテキストで構成する広告枠で、価格.comのカテゴリトップ面で 
コンテンツにマッチした表現で商品認知を促します。 

■画像サイズ： 
ヨコ230ピクセル× 
タテ130ピクセル 

カテゴリトップタイアップフィード広告枠 イメージ 

■文字数 
全角30文字 

[PR] 

AD 

配信数は媒体資料発行前月の実績を基に推移を考慮し算出したものであり、 
配信数を保証するものではございません。コンテンツデザイン・レイアウトや 
広告レイアウトは予告なく変更する場合がございます。本広告枠メニューは、 
毎週月曜日10時より順次開始～翌週月曜日10時までの掲載となります。 

※タイアップ広告を出稿する場合に限り利用できる広告枠で、クリエイティブは当社にて製作いたします。 
 

PC 
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メニュー 価格.com パソコン トップ タイアップフィード広告枠

配信数/料金 7月 : 586,000 imp想定/ 586,000 円 (@ 1.0 円)

8月 : 566,000 imp想定/ 566,000 円 (@ 1.0 円)

9月 : 544,000 imp想定/ 544,000 円 (@ 1.0 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

メニュー 価格.com 家電 トップ タイアップフィード広告枠

配信数/料金 7月 : 652,000 imp想定/ 652,000 円 (@ 1.0 円)

8月 598,000 imp想定/ 598,000 円 (@ 1.0 円)

9月 : 562,000 imp想定/ 562,000 円 (@ 1.0 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

メニュー 価格.com カメラ トップ タイアップフィード広告枠

配信数/料金 7月 : 456,000 imp想定/ 456,000 円 (@ 1.0 円)

8月 : 432,000 imp想定/ 432,000 円 (@ 1.0 円)

9月 : 424,000 imp想定/ 424,000 円 (@ 1.0 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

メニュー

配信数/料金 7月 : 166,000 imp想定/ 166,000 円 (@ 1.0 円)

8月 150,000 imp想定/ 150,000 円 (@ 1.0 円)

9月 : 222,000 imp想定/ 222,000 円 (@ 1.0 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

価格.com スマートフォン・携帯電話 トップ  タイアップフィード広告枠
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

追加枠④製品カテゴリ タイアップ広告枠 
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タイアップ専用の広告枠です。画像とテキストで構成する広告枠で、 

価格.comのコンテンツにマッチした表現で商品認知を促します。 

配信数は媒体資料発行前月の実績を基に推移を考慮し算出したものであり、配信
数を保証するものではございません。コンテンツデザイン・レイアウトや広告レイアウト
は予告なく変更する場合がございます。本広告枠メニューは、毎月1日10時より順
次開始～翌月1日10時となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 

タイアップ広告枠 

タイアップ広告枠 

スマート 
タイアップ広告枠 

※タイアップ広告を出稿する場合に限り利用できる広告枠で、クリエイティブは当社にて製作いたします。 

PC スマートフォン 

メニュー 価格.com 製品カテゴリ　タイアップ広告枠

配信数/料金 PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 2枠/2社(貼り付け)

¥1.2

メニュー スマートフォン版価格.com スマートタイアップ広告枠

配信数/料金 スマートフォン版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月(期間保証)

枠数

¥0.6

2枠/2社(貼り付け)
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

メニュー

配信数/料金 営業担当までお問い合わせください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

原稿規定 ヨコ320×タテ50(GIF,JPEG)

備考

プロバイダ/モバイルデータ通信/自動車保険/ローン/保険

クレジットカード/投資・資産運用/ファッション

本・CD・DVD/電気料金/ギフト・プレゼント/引越し/中古

葬儀・葬式カテゴリ等は対象外であります。

対象カテゴリの詳細は営業担当までお問い合わせください。

スマートフォン版

価格.com　アイテムビュー/オーバーレイ

追加枠⑤アイテムビュー/オーバーレイ 
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ス
ク
ロ
｜
ル 

製品単位での詳細情報を網羅し、製品に強い関心を持つユーザーが訪れるページです。 

タイアップページへの誘導専用なので、ユーザーへの最後のひと押しに適しています。 

(注) 下部までスクロール
した場合は非表示となる 

タップで 
タイアップページに遷移 

スクロール中でも 
常に表示される 

￥2.0円   

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証
するものではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載開始、終了時間は通常のバナー広告と異なりますので、 
営業担当までお問い合わせください。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
 

カテゴリ×メーカー（自社）の製品ページトップ 
のみに掲載されます。 

オーバレイ 

オーバレイ 

非表示 

ス
ク
ロ
｜
ル 

スマートフォン 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

タイアップ広告の留意点 

当社営業日の午前10時より順次開始となります。時間の指定はできかねますのであらかじめご了承ください。 
基本、掲載開始後1ヶ月は保証いたしますが、その後はバックナンバーとして各カテゴリトップより 
導線が3ヶ月程度掲載いたします。 
長期的な誘導をご希望の場合はタイアップ用広告枠やバナーやテキスト広告枠をご利用ください。 

実施までのスケジュール 

掲載開始・終了タイミング 

注意事項 

 実施までのスケジュールはあくまで目安となり、タイアップの内容により異なりますので、 
 案件ごとに営業担当にご確認ください。 

①サイトの特性上、記事中で「オススメする」といったような、当社が主体となりユーザーの選択を限定するような表現は
出来ません。 
②広告主様が指定されるライターを起用した場合の人件費・貸しスタジオ等の使用、ロケーション取材が発生した場合の実
費他、追加料金が発生する場合は別途ご相談させていただきます。 
③マルチデバイス版タイアップ広告に関して、PC版を元にインデックスページと記事ページのシンプルで読みやすい構成
に再編します。別途、取材や編集は行いません。 
④スマートフォン版タイアップ広告では、動画を掲載することができません。 
⑤タイアップ広告は全製品に関してネット料金となります。 

1週間程度 10～12営業日程度 5～8営業日程度 

決 
定 

掲 
載 
開 
始 

2～3営業日程度 

※ワード形式 ※画面キャプチャ 

念稿提出 
デザイン原稿 
作成・提出 

テキスト原稿 
作成・提出 

企画書作成 オリエン 

24 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

4.インフィード広告 



v 

適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

メーカーセレクトアイテム 

26 

コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 

メーカーセレクトアイテム 

 
※3ヶ月分まとめてエントリーが1社だけあったカテゴリの抽選は行わず、 
 3ヶ月分エントリーされたクライアント様を優先いたします。 
 （複数社あった場合は、3ヶ月エントリーされた広告主様の中で各月ごとに抽選を行います ） 
 
  

PC 

製品の特長をコンパクトにまとめ、製品カテゴリのトップ面からに製品詳細ページへ誘導することで
製品の認知をさせるきっかけをつくります。クリエイティブは、価格.comのデザイナーが作成。 

メニュー メーカーセレクトアイテム

配信数/料金 配信imp数x配信単価　(＠6.0円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

原稿規定

PC版 スマートフォン・携帯電話カテゴリ：全角140字以内

PC版 製品カテゴリ：全角120字以内

※画像は製品詳細ページを使用。原稿は当社作成後提出させていただきますので

ご確認をお願いします。

注意事項

【お申し込み】

　1カテゴリにつき1社のため、エントリー制とさせて頂きます。

【対象カテゴリ】

　営業担当までお問い合わせください。

【掲載商品】

　　価格.com製品詳細ページ（同時1製品）のみとさせていただき、

　　製品詳細ページへのリンクのみとさせていただきます。

【掲載開始】

　当社営業日の午前10時より順次開始いたします。

　時間の指定はできかねますのであらかじめご了承ください。

【その他】

　クリエイティブは、掲載期間中の差替は不可となります。
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

スマートメーカーセレクト 
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コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 

掲載イメージ 

※3ヶ月分まとめてエントリーが1社だけあったカテゴリの抽選は行わず、 
 3ヶ月分エントリーされたクライアント様を優先いたします。 
 （複数社あった場合は、3ヶ月エントリーされた広告主様の中で各月ごとに抽選を行います ） 
 
  

スマート 
メーカーセレクト 

スマートフォン 

製品の特長をコンパクトにまとめ、製品カテゴリのトップ面からに製品詳細ページへ誘導することで
製品の認知をさせるきっかけをつくります。クリエイティブは、価格.comのデザイナーが作成。 

メニュー 製品カテゴリ　スマートメーカーセレクト

配信数/料金 配信imp数x配信単価　(＠6.0円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 1枠/1社(貼り付け)

原稿規定

全角40字以内

※画像は製品詳細ページを使用。原稿は当社作成後提出させていただきますので

ご確認をお願いします。

注意事項

【お申し込み】

　1カテゴリにつき1社のため、エントリー制とさせて頂きます。

【対象カテゴリ】

　営業担当までお問い合わせください。

【掲載商品】

　　価格.com製品詳細ページ（同時1製品）のみとさせていただき、

　　製品詳細ページへのリンクのみとさせていただきます。

【掲載開始】

　当社営業日の午前10時より順次開始いたします。

　時間の指定はできかねますのであらかじめご了承ください。

【その他】

　クリエイティブは、掲載期間中の差替は不可となります。
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

5.ディスプレイ広告 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

スマートフォンに限定したインターネット利用者 

29 

ほぼ毎日インターネットを利用する人のうち、 
スマートフォンからアクセスするユーザーは、PCの約2倍。 
 
30代、40代のユーザーの30％は、スマートフォンのみでインターネットを利用しており、 
PC・スマートフォン両へ広告を出稿することで、リーチを最大化することができます。 

出典：ニールセン インターネット基礎調査 ※16歳以上の男女 ※月1回以上各
デバイスからインターネットを利用した人 

8％ 

18％ 

30％ 

30％ 

31％ 

45％ 

(万人) 

2,165万人 

3,996万人 

1,031万人 

801万人 

1.8倍 

(万人) 

出典：ニールセン インターネット基礎調査 ※16歳以上の男女 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

価格.comのデバイス別アクセスシェア 

30 

スマートフォンの利用率が増加し、PC、スマートフォン両デバイスへ広告を 
掲載することで、リーチを最大化することができます。 

出典：Adobe Marketing Cloud カテゴリごとの総PV 2016年3月現在 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

広告掲載位置【スマートフォン】 

31 

トップページ カテゴリトップページ 製品ページ 製品ページ 

① 

② ④ 

③ 

⑥ 

⑤カテゴリ別配信スマートバ
ナー 

⑥カテゴリ別配信スマートレク
タングル 

①トップスマートバナー 

②トップスマートレクタングル 
③カテゴリトップスマートバ
ナー 

④カテゴリトップスマートレクタ
ングル 

⑤ 

⑤ 

⑥ 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

広告掲載位置【PC】 

32 

トップページ 製品カテゴリページ 製品リストページ カテゴリトップページ 

①トップフルバナー 

②トッププレミアムレクタングル 
③カテゴリトッププレミアムレク
タングル 

④カテゴリトップスーパーバ
ナー 

⑤カテゴリトップテキスト 

① ② 

製品ページ 

⑥製品カテゴリプレミアムレク
タングル 

⑦製品カテゴリスーパーバ
ナー 

⑧製品カテゴリテキスト 

⑩アイテムビューミニバナー 

④ 

③ ⑤ 

⑦ 

⑥ 
⑧ 

⑨ 
⑩ 

⑨ 

⑨ 

⑨製品リスト/スーパーバナー 
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適用期間：2016年7月1日～2016年10月2日  

メニュー 価格.com トップ フルバナー

配信数/料金 共通 400,000 imp～/ 200,000 円～ (@ 0.5 円)

掲載期間 1日～1ヶ月(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定 ヨコ468×タテ60(GIF,JPEG)

メニュー 価格.com トップ プレミアムレクタングル

配信数/料金 共通 200,000 imp～/ 200,000 円～ (@ 1.0 円)

掲載期間 1日～1ヶ月(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

トップ 
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ご発注imp数に満たない場合は、期間を延長し配信させていただきます。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、
1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 

プレミアム 
レクタングル 

フルバナー 

スマートバナー 

メニュー スマートフォン版価格.com トップ スマートバナー

配信数/料金 共通 300,000 imp～/ 300,000 円～ (@ 1.0 円)

掲載期間 1週間～1ヶ月(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定 ヨコ320×タテ50(GIF,JPEG)

メニュー スマートフォン版価格.com トップ スマートレクタングル

配信数/料金 共通 300,000 imp～/ 450,000 円～ (@ 1.5 円)

掲載期間 1週間～1ヶ月(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

PC スマートフォン 
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カテゴリトップ 
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プレミアム 
レクタングル 

スーパーバナー 

スマートバナー 

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証
するものではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、
1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 
 

上記は一例でパソコントップです。各カテゴリトップの詳細は 
PC版価格.com広告料金一覧をご参照ください。 

PC スマートフォン 

メニュー 価格.com パソコン トップ スーパーバナー

7月 : 293,000 imp想定/ 234,400 円 (@ 0.8 円)

8月 : 283,000 imp想定/ 226,400 円 (@ 0.8 円)

9月 : 272,000 imp想定/ 217,600 円 (@ 0.8 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/2社(ローテーション)

原稿規定 ヨコ728×タテ90(GIF,JPEG)

メニュー 価格.com パソコン トップ プレミアムレクタングル

7月 : 293,000 imp想定/ 351,600 円 (@ 1.2 円)

8月 : 283,000 imp想定/ 339,600 円 (@ 1.2 円)

9月 : 272,000 imp想定/ 326,400 円 (@ 1.2 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/2社(ローテーション)

配信数/料金

配信数/料金

メニュー スマートフォン版価格.com パソコン トップ スマートバナー

7月 : 670,000 imp想定/ 536,000 円 (@ 0.8 円)

8月 : 677,000 imp想定/ 541,600 円 (@ 0.8 円)

9月 : 678,000 imp想定/ 542,400 円 (@ 0.8 円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 1枠/2社(ローテーション)

原稿規定 ヨコ320×タテ50(GIF,JPEG)

メニュー スマートフォン版価格.com パソコン トップ スマートレクタングル

7月 : 248,000 imp想定/ 372,000 円 (@ 1.5 円)

8月 : 250,000 imp想定/ 375,000 円 (@ 1.5 円)

9月 : 250,000 imp想定/ 375,000 円 (@ 1.5 円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 1枠/5社(ローテーション)

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

配信数/料金

配信数/料金
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製品カテゴリ 
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スマートフォン版の第3階層以下のコンテンツを横断して広告を掲載するリーチメニュー。 

購買意向が明確なユーザーに大量の露出を行います。 

スマートレクタングル 

スマートバナー 

価格表・ランキング・スペック検索にも掲載します。 

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証
するものではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、
1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 
 

スマートフォン 

メニュー スマートフォン版価格.com 製品カテゴリ別 スマートバナー

配信数/料金 スマートフォン版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 貼り付け、ローテーション

原稿規定 ヨコ320×タテ50(GIF,JPEG)

メニュー スマートフォン版価格.com 製品カテゴリ別 スマートレクタングル

配信数/料金 スマートフォン版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 貼り付け、ローテーション

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

¥0.8

¥1.5
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製品カテゴリ 
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スーパーバナー 

プレミアム 
レクタングル 

テキスト1 

テキスト2 

プリンタ、掃除機など、製品カテゴリを選択した際に表示されるページ。製品カテゴリに 

関連するサービスを告知することで、ユーザーの購買目的にマッチした広告展開を行えます。 

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証
するものではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、
1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 
 

PC 

メニュー 価格.com 製品カテゴリ　スーパーバナー

配信数/料金 PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 貼り付け、ローテーション

原稿規定 ヨコ728×タテ90(GIF,JPEG)

メニュー 価格.com 製品カテゴリ　テキスト

配信数/料金 PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 2枠/2社(貼り付け)

原稿規定 テキスト(全角28文字x1行)

メニュー 価格.com 製品カテゴリ　プレミアムレクタングル

配信数/料金 PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 貼り付け、ローテーション

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

メニュー 価格.com 製品カテゴリ　タイアップ広告枠

配信数/料金 PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 2枠/2社(貼り付け)

¥1.2

¥1.5

¥1.2

¥1.0
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NEW 製品リスト 
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各製品をメーカー別、シリーズ別、予算別に比較したり、購入を検討している製品の予算に合わせて検索したい 

場合や製品の特定のためにランキングを調べたり、スペックを検索するなど商品やサービスについて詳細を調べ、
回遊しているユーザーに向けた訴求に適しています。 

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証するものではござ
いません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ月間メ
ニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 
 

PC 

ランキング スペック検索 価格表 

スーパーバナー 
スーパーバナー 

スーパーバナー 

横断配信 

「価格.com」で検索すると・・・ 

「パソコン」で検索すると・・・ 

「ノートパソコン」で検索すると・・・ 

第1階層 

「価格.com トップページ」へ 

第2階層 

「価格.com カテゴリトップ」へ 

第3階層 

「価格.com 製品カテゴリトップ」へ 

遷移 

（外部流入） 

遷移 

（外部流入） 

遷移 

（外部流入） 

さらに詳しく調べたい 

製品リスト 
「価格表」+「ランキング」+「スペック検索」の横断配信 

製品リスト掲載箇所は「価格表」+「ランキング」+「スペック検索」の横断配信
になりますが、商品カテゴリーによって配信面が異なる場合はあります。 

メニュー 価格.com 製品リスト　スーパーバナー

配信数/料金 PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください

配信単価

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 貼り付け、ローテーション

原稿規定 ヨコ728×タテ90(GIF,JPEG)

¥1.2
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ジャンル・カテゴリや階層横断して掲載するブロードリーチ型メニュー。 

費用対効果に優れた広告枠で、短期間に大量のリーチを獲得することができます。 

価格.comトップ 
（第1階層） 

価格.comカテゴリトップ 
（第２階層） 

製品カテゴリトップ 
（第3階層） 

スマートバナー 

スマート 

レクタングル 

スマート 

レクタングル 

スマートバナー 

横断配信 

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証するも
のではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ
月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 
 

スーパーバナー スーパーバナー スーパーバナー 

横断配信 

PC スマートフォン 

メニュー スマートフォン版横断　スマートバナー

テーブル1 : 2,000,000 imp～/ 1,000,000 円～ (@ 0.5 円)

テーブル2 : 5,000,000 imp～/ 2,000,000 円～ (@ 0.4 円)

テーブル3 : 10,000,000 imp～/ 3,000,000 円～ (@ 0.3 円)

掲載期間 1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定 ヨコ320×タテ50(GIF,JPEG)

メニュー スマートフォン版横断　スマートレクタングル

テーブル1 : 2,000,000 imp～/ 2,000,000 円～ (@ 1.0 円)

テーブル2 : 5,000,000 imp～/ 4,000,000 円～ (@ 0.8 円)

テーブル3 : 10,000,000 imp～/ 6,000,000 円～ (@ 0.6 円)

掲載期間 1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

配信数/料金

配信数/料金

配信レポートはカテゴリごとに提出が可能です。詳細はお問い合わせください。 

 

メニュー PC版横断　 スーパーバナー

配信数/料金 配信imp数x配信単価 (@ 0.5 円）

掲載期間 1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

原稿規定 ヨコ728×タテ90(GIF,JPEG)

メニュー PC版横断　プレミアムレクタングル

配信数/料金 配信imp数x配信単価 (@ 0.8 円）

掲載期間 1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)　

原稿規定 ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)
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NEW PC版/スマートフォン版横断配信 時間帯配信メニュー  
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横断配信を使ってさらに効率を高める「時間帯配信」を商品化。 

生活リズムに合わせて集中的に訴求し、購買モチベーションを高めることが可能です。 

また時間ごとのタイムセールを組み合わせ、購入アクションを高めることも。 

配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証するも
のではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ
月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時、入稿期限は配信開始5営業日前の17：
00となります。スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
 
 
 

PC スマートフォン 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

スマートフォン PC 

価格.com 時間帯閲覧数 

閲覧上昇 

時間 

昼ピーク 

朝ピーク 

朝タイム 昼タイム 夜タイム 

配信時間 7:00-13:00 13:00-19:00 19:00-25:00 

配信数は時間により異なりますので、事前に必ずご確認ください。 
配信タイミングは上記4回になりますが、その他の時間でご希望の場合はご相談ください。 
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6.ターゲティング広告 
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価格.comリターゲティング広告 セグメント 

41 

カテゴリを選択 

カテゴリを選択 

パソコン 家電 

プロバイダ 
モバイルデータ

通信 

自動車・バイク カメラ 

728x90、300x250、320x50 

SP 

IOS 
 

android 

価格.com ネットワーク 
(外部パートナーサイト) 

PC 
2000以上のカテゴリから選択 

セグメント情報は、メニューによってはご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。詳しくは、担当営業までお問い合わせください。 

カテゴリを選択 

カカクコムグループサイトより選択 

端末情報 エリア情報 

年齢 広告枠位置 

性別 その他 

セグメント情報を組み合わせてターゲットユーザーをカテゴライズ 

メディア 

広告サイズ 

カテゴリ 

配信面 その他 

デバイス・OS 
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メニュー仕様 
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広告配信は、期間販売メニューの広告が優先されますので、期間内に配信が完了しない場合がございます。ご発注imp数に満たない場合は、期間を延長し配信させていただきます。コンテンツデザイン・
レイアウトは予告なく変更する場合がございます。掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。入稿期
限は配信開始5営業日前の17：00となります。価格.coｍ外リターゲティング広告/スマートフォン版 価格.com外リターゲティング広告はネット料金となります。 
 

メニュー 配信面 デバイス サイズ 単価 配信期間 タイプ 

価格.com内/リターゲティング広告/ 

スーパーバナー 
価格.com PC 728x90 ＠0.7円～ 1週間～1ヶ月 

インプレッション
保証 

価格.com内/リターゲティング広告/ 

プレミアムレクタングル 
価格.com PC 300x250 ＠1.0円～ 1週間～1ヶ月 

インプレッション
保証 

スマートフォン版価格.com内/ 

リターゲティング広告/スマートバナー 
価格.com スマホ 320x50 ＠0.7円～ 1週間～1ヶ月 

インプレッション
保証 

スマートフォン版価格.com内/ 

リターゲティング広告/ 

スマートレクタングル 

価格.com スマホ 300x250 ＠1.0円～ 1週間～1ヶ月 
インプレッション
保証 

価格.com外/リターゲティング広告 ネットワーク PC 
728x90 

300x250 

＠0.6円～ 

(ネット料金) 
1週間～1ヶ月 

インプレッション
保証 

スマートフォン版価格.com外/ 

リターゲティング広告 
ネットワーク スマホ 

320x50 

300x250 

＠0.6円～ 

(ネット料金) 
1週間～1ヶ月 

インプレッション
保証 
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7.リッチアド 
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メニュー
スマートフォン版価格.com

トップ プライムウィンドウ

料金 2,000,000円～　(@2.0円)

配信数 1,000,000imp～

掲載期間 1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

入稿規定

サイズ：ヨコ640xタテ960(jpg,png,gif)

容量：500KB以内、アニメーション不可

期限：掲載開始10営業日前17:00まで

備考

エキスパンド後の画像の右上部を対象に、エキスパンドを

閉じる「×」ボタンを、媒体社側で設置

透過窓サイズ：ヨコ可変xタテ120

サンプル

トップ/プライムウィンドウ 

44 

ご発注imp数に満たない場合は、期間を延長し配信させていただきます。コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始10営業日前の17：00となります。 
「プライムウィンドウ」は、リッチラボ株式会社http://richlab.co.jp/のメンバーがYahoo! JAPANにおいて開発したスマートフォン向けリッチ広告で、 
日本デザイン振興会が主催する「2014年度グッドデザイン賞」を受賞しています。 
 
 

スマートフォン向けのブランド広告メニュー。 
ページ上に設置したバナーサイズの透過窓から背面の広告クリエイティブを 

覗くことで、「隠れているものを見たい」という心理をくすぐり興味を喚起します。 

ス
ク
ロ
ー
ル 

タ
ッ
プ
で
エ
キ
ス
パ
ン
ド 

スマートフォン 
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自動車・バイク/ブランドムービー β版 
 

45 

従来のスマートバナー広告に、動画配信機能を追加。 
リッチ広告により、ユーザーへ高い認知・理解向上効果が期待できます。 

バナー領域の50%以上
が画面上に表示された時
に動画が自動再生 

タップ後プレイヤー再
生、全画面表示で動画と
音声を再生 

動画終了後、LPを表示 

アテンションバナー表示 
【音声なし】 

全画面で動画再生 
【音声あり】 

 
LP表示 

自動車関連広告主様限定 

コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。掲載期間は、配信
期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ月間メニューは毎
月1日10時～翌月1日10時となります。スマートフォン版はブラウザのみ配信いたしま
す。 

メニュー 自動車・バイク ブランドムービー 
※料金の詳細は、営業担当までお問い合わせください。 

掲載期間 1ヶ月間～ 

保証形態 期間保証（ローテーション表示） 

掲載面 
自動車・バイクトップ 
自動車・バイク/自動車カタログ 

掲載位置 ページ上部スマートバナー 

動画素材 

サイズ： 16:9ハイビジョンサイズ動画 
再生時間：15秒以内 
容量：  制限なし(媒体側にてサイズ共に圧縮) 
形式：  MP4(コーデック:H264/音声あり) 

画像素材 

デザイン可能エリア、ヨコ464px タテ96pxを含む全体
ヨコ640pxタテ100pxでのご入稿をお願いします 

 
 
 
 
 
動画エリア：黒背景 
枠線幅：2px 
容量50KB以内 
形式：Gif,Jpeg 
リンク先：1箇所 

入稿期限 10営業日前 17:00 

備考 
一部のページでは、ページ上部に表示されない場
合があります。仕様は予告なく変更となる場合が
ございます。 

サポートデ
バイス 

iOS6.0～(MobileSafari) 
Android4.0～(標準ブラウザ・MobileChrome) 

動画 
エリア 

デザイン可能エリア 

464 172 

96 

タップ LP 

デモ確認用 

スマートフォン 
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トップインパクト 
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ご発注imp数に満たない場合は、期間を延長し配信させていただきます。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10時、1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 

フルバナー プレミアム 
レクタングル 

サ
イ 
ド 
パ
ネ
ル 

 
サ
イ 
ド 
パ
ネ
ル 

PCトップ面をジャック可能なメニュー。ブランディングに最適です。 
ユーザーへ高い認知・理解向上効果が期待できます。 

PC 

メニュー 価格.com トップインパクト広告

配信数/料金 共通 500,000 imp～/ 3,400,000 円～ (@ 6.8 円)

掲載期間 1週間～1ヶ月(インプレッション保証)

枠数 ローテーション

原稿規定

注意事項

フルバナー：ヨコ468×タテ60(GIF,JPEG)

プレミアムレクタングル：ヨコ300×タテ250(GIF,JPEG)

サイドパネル：ヨコ140×タテ830(GIF,JPEG)×2本

　トップ面すべてのバナー枠「フルバナー」、「プレミアムレクタングル」の

購入が実施条件になります。

サイドパネルにご出稿いただく際は、上記すべての広告との連動配信となります。

サイドパネル単体での実施はできません。

　配信開始は10時ですが在庫状況により変わる可能性がございます。

　クライアント様の可否及び入稿クリエイティブ可否は、

通常広告メニューのご出稿の場合と異なる場合がありますので

事前に営業担当にご確認下さい。

リンク先は1箇所となります。

端末によりすべての広告が正しく表示されない場合があります。 
お申込みの際は、予めご了承ください。 
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8.その他広告 
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全ジャンル配信テキスト 
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配信数は媒体資料発行以前の実績を基に算出した想定値であり、配信数を保証
するものではございません。 
コンテンツデザイン・レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 
掲載期間は、配信期間1週間のメニューは、毎週月曜日10時～翌週月曜日10
時、1ヶ月間メニューは毎月1日10時～翌月1日10時となります。 
入稿期限は配信開始5営業日前の17：00となります。 
 

価格.comユーザーのほぼ全ユーザーにリーチするメガテキストです。 
imp単価が低く、費用対効果抜群の広告枠です。 

PC 

メニュー 価格.com 全ジャンル配信テキスト

7月 : 36,799,000 imp想定/ 367,990 円 (@ 0.01 円)

8月 : 36,177,000 imp想定/ 361,770 円 (@ 0.01 円)

9月 : 43,556,000 imp想定/ 435,560 円 (@ 0.01 円)

掲載期間 1週間(期間保証)

枠数 1枠/2社(ローテーション)

原稿規定 テキスト(全角28文字x1行)

配信数/料金

一部配信されないページがございます。お申込みの際は、予めご了承ください。 
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メールマガジン 
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価格.comのメールマガジン。新着コンテンツ情報や、注目商品のお知らせなど、 

ユーザーが受け取って得をする情報を毎週1回配信。 

■原稿タイプ：①テキスト       
リンクテキスト…全角40文字×1行 
テキスト原稿…全角43文字×2行 
 
■原稿タイプ： ②テキスト + バナー 
リンクテキスト…全角32文字×1行 
テキスト原稿…全角35文字×2行 
画像(静止画)…80×60pixels(GIF/JPG)、10KB以内 
 
■原稿タイプ：③バナー 
画像(静止画)…468×60pixels(GIF/JPG)、20ＫＢ以内 
 
※クリック測定の為、リダイレクトを設定いたします。その為掲載されるURLは当社の仕様に準じ
たかたちとなりますので、お申込みの際には、予めご了承ください。） 
 
※2016年8月26日、9月23日配信分は休刊となります。 
   

ヘッダPR枠 

配信数は媒体資料発行前月の実績を基に推移を考慮し算出したものであり、配信数を保証するものではござい
ません。コンテンツデザイン・レイアウトや広告レイアウトは予告なく変更する場合がございます。 

PC 

メニュー 価格.com メールマガジン　ヘッダテキスト

配信数/料金 共通 : 680,000 imp想定/ 544,000 円 (@ 0.8 円)

掲載期間 毎週金曜日

枠数 1枠/1社(貼り付け)
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9.入稿規定 
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・掲載期間 ⇒ 月契約：1日～末日 週契約：月曜日～日曜日 （ご掲載はご契約開始日のAM10：00からご契約終了日の翌日AM10：00迄になります。） 
・入稿期限は配信開始日の5営業日前の17：00とさせていただきます。 
・ MAC OS及びネットスケープ4.7以前のバージョンでは広告が表示されない場合があります。 
・スマートフォン向けOSの場合、OSのバージョンや端末との組み合わせにより、広告が正しく表示されない場合があります。スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 
・掲載可否に関しましては広告担当までお問い合わせ下さい。 
・入稿及び問い合わせのメールは ad@kakaku.com 宛でお願い致します。 
・お申し込み後のキャンセルはキャンセル料（該当広告枠の100％の料金）を頂戴致します。 
・資料中に記載されている料金は全て消費税等を含まない料金です。ご請求時は消費税等を乗算した金額をご請求致します。 
   ・ 差し替えについて①週掲載メニュー：不可 ②月掲載メニュー：毎週月曜日AM10：00のみ可（入稿期日は5営業日前まで） 
・全メニューにおいて、同時配信可能な原稿本数は1本となります。 

原稿規定 

51 

デバイス 広告種類 サイズ
左右×天地(pixels) 容量 リンク先 ファイル形式 ループ アニメーション ALTテキスト

フルバナー 468×60 20KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

スーパーバナー 728×90 40KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

プレミアムレクタングル 300×250 50KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

ラージスクエア 240×240 30KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

レギュラースクエア 200×200 20KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

タイルバナー 240×70 20KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

テキスト 全角28文字×1行 - 1ヶ所 テキスト - - -

ライトスクエア 180×171 20KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

製品詳細ページバナー 180×60 20KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

プレミアムレクタングルダブルサイズ 300×600 150KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

サイドパネル 140ｘ830 150KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

スマート スマートバナー 320×50 20KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

フォン スマートレクタングル 300×250 50KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG 無制限 可 不可

PC
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掲載規定 その他注意 
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■ バナー広告の表現規制 
1.ラジオボタンや閉じるボタン（×ボタン）等のOSやブラウザに使用されている形式の画像を含んだバナー  
2.GIF画像にも関わらず、プルダウンメニューやテキストボックス等でユーザーを欺いてクリックを促すバナー  
3.価格.comのコンテンツへリンクするかのような表現や、その他、当社がサイトに影響を及ぼすと判断する表現が含まれるバナー  
4.枠線(最小1px、背景色と異なる線色を推奨)のないバナー 
5.テキスト広告の原稿において、機種依存文字を用いた広告 

■リンク先に関する規定（禁止事項）  
1.リンクした1ページ目に訴求対象となる商品及びサービスが存在しないページへのリンク  
2.リンクした1ページ目に責任所在の記載またはその記載があるページへのリンクが存在しないページへのリンク  
3.リンクしたページを開いた際、ユーザーの意志無しに新しいウィンドウが自動的に開かれるページへのリンク  

以下の内容に該当すると当社が認めた場合は掲載をお断りさせて頂く場合がございます。 

■広告主・訴求対象及び原稿に対する規定 
１.責任の所在が不明確なもの 
２.内容が不明確なもの 
３.内容に虚偽や不当・誇大表示があり、錯誤・誤認される恐れのあるもの。 
４.比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、及び確実な事実の裏付けがないもの 
５.事実に反して、当社が広告主を支持、またはその商品やサービス、意見などを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの 
６.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの 
７.社会秩序を乱す次のような表現のもの 
 〈1〉暴力、とばく、麻薬、売買春などの行為を肯定、美化したもの 
 〈2〉醜態、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの 
 〈3〉アダルト等の卑猥性の高いもの 
 〈4〉その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの 
８.セクシュアルハラスメントとなるおそれのあるもの 
９.他を中傷・誹謗(ひぼう)するおそれのあるもの 
10.当社の社会的評価、品位を低下させると思われるもの 
12.非科学的または迷信に類するもので、閲覧者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの 
13.差別、名誉棄損、プライバシーの侵害など人権を侵害するおそれがあるもの 
14.個人情報の利用、管理などに十分な配慮がなされていないもの 
15.信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの 
16.名前、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの 
17.詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの 
18.製品・サービスの訴求以外を目的とすると当社が看做したもの 
19.当社運営サイトとサービスの類似性が認められるもの 
20.閲覧者に不利益を与える可能性があると当社が看做したもの 
21.広告表現が当社コンテンツと誤認する可能性があると当社が判断したもの 
22.その他、当社が不適当と判断したもの 


