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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 
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■価格.comサイト概要 

価格.comの最大の特徴は、生活に密着した多彩なジャンルに購買意欲の高いユーザーが 
集まる日本最大の購入支援サイトであること。比較検討のインフラとして定着しています。 

出典：Adobe Marketing Cloud 2016年9月現在 

月間利用者数   約2,384万人 

月間利用者数   約2,100万人 

■価格.com  PCサイト 

専門性に特化したグループサイト 

その他 

36 
カテゴリ 

+記事 

多様な 
グループ
サイト 

■価格.com スマートフォンサイト 

月間総ページビュー数  約7億5,325万PV 

■価格.com 全体  
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ユーザー属性 

出典：Nielsen NetRatings 2016年9月調査（Home& Workデータ）     
          

PC PC版 

スマートフォン版 

男性が約7割 

500万円以上が半数以上 

専門・技術職、事務 
営業職が多い 

40代〜50代が半数以上 

男女が約半数 

500万円以上が半数以上 

PCに比べ専業主婦が多い 

30代〜40代が半数以上 

性別 

年齢 

世帯収入 

職業 

その他 

8.4％ 
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サイト導線と広告掲載位置【PC】 

トップページ 製品カテゴリページ カテゴリトップページ 製品リストページ 

ランキング 

スペック検索 

価格表 

製品詳細ページ 

トップページ 

カテゴリトップページ 

製品カテゴリページ 

製品リストページ 
価格表/ランキング/スペック検索 

製品 
詳細 
ページ 

■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 
⑪トップインナーバナー 

 
■カテゴリ トップ ページ 
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* 
*販売していないカテゴリもありますので、 
詳細はPC版広告料金一覧表をご確認ください。 

 
 

■製品カテゴリ 
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 

 
■製品リスト 
⑨製品リスト      スーパーバナー 

 
■製品詳細ページ 
⑩アイテムビューミニバナー 
 
 
 

■サイト導線 

① ② 
④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

⑨ 

⑨ 

サイトはトップページ、カテゴリごとのカテゴリトップページ、製品ごとの製品カテゴリページ、価格表・
ランキング・スペック検索を合わせた製品リストページ、各製品ごとの製品詳細ページで構成されています。 

③ 

⑨ 

⑪ 
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サイト導線と広告掲載位置【スマートフォン】 

トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップページ 製品詳細ページ 

② トップページ 

カテゴリトップページ 

製品カテゴリページ 
■トップページ 
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 

 
 

■カテゴリトップページ 
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 

 
 

■サイト導線 

サイトはトップページ、カテゴリごとのカテゴリトップページ、製品ごとの製品カテゴリページ及び各製品
ごとの製品詳細ページで構成されています。 

製品詳細ページ 

① 

③ 
⑤ 

■製品カテゴリ/製品詳細ページ  
⑤製品カテゴリ スマートバナー 
⑥製品カテゴリ スマートレクタングル 

④ ⑥ 

⑥ 
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主な商品一覧 

リッチアド タイアップ・その他 

トップ/インパクト タイアップ 

トップ/ブランドカバー グループネットワーク 

ＰＣトップページジャックの 
インパクト広告 

商品を深く伝えるタイアップ広告。
あらゆる編集スタイルが可能 

引
っ
張
る 

タップ 

価格.comグループへの広告配信。 
オーディエンスデータ利用も可能 

スマホトップページの 
インパクト広告 

ディスプレイ広告 

バナー広告 

ターゲティング・時間帯配信 

月間4600万ユーザーデータを活用 
さらに時間設定による配信も可能 

価格.com 
サイト外 

価格.com 
サイト内 

各カテゴリページやサイトの内、
外に配信 

Run of Group 
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新メニューのご案内 

【PC版】トップインナーバナー 

【PC版・スマホ版】自動車メーカーセレクトアイテム 

【PC版】 横断配信フッタープレミアムレクタングル  

【スマホ版】 横断配信フッタースマートレクタングル 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

【NEW】トップインナーバナー 

トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップ 製品リスト 

インナーバナー 

価格.com の顔であるトップページのワイドなディスプレイ広告です。コンテンツ面のカテゴリー案内下部に設置さ
れるため、ユーザーへの高い注目を集める効果が期待できます。 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

【NEW】自動車メーカーセレクトアイテム 

メニュー 自動車メーカーセレクトアイテム

配信数/料
金

営業担当までお問い合わせください (@ 6.0円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 6枠/1社 ローテーション

原稿規定

PC版 ：全角140字以内
スマホ版 ：全角140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。

自動車関連広告主様限定 

メーカーセレクトアイテム 

メーカーセレクトアイテム 

製品の特長をコンパクトにまとめ、ＰＣは自動車カテゴリのトップ面、スマホは自動車カタログ面から誘導することで
製品認知を高めるきっかけをつくります。クリエイティブは、価格.comが作成します 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

【NEW】横断配信フッタープレミアムレクタングル  

ＰＣ版にプレミアムレクタングル新枠の登場です。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
ニューです。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。 

左 右 

※掲載期間中「右」または「左」に競合商品や企業様の広告が掲載される場合がございます。 
あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。 

メニュー 横断配信フッタープレミアムレクタングル（左）

横断配信フッタープレミアムレクタングル（右）

配信数/料金 : (@ 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 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

【NEW】横断配信フッタースマートレクタングル  

スマホ版にスマートレクタングル新枠の登場です。トップ、カテゴリートップ、プライスメニューに掲載するリーチ型メ
ニュー。全ジャンル横断配信の広告枠で、短期間に大量のリーチを獲得することができます。 

スマートレクタングル 

メニュー

配信数/料金 (@ 0.4 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 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内

スマホ版　横断配信フッタースマートレクタングル
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1.リッチアド 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

トップ/インパクト広告 

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 

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。 

PCトップ面すべてのディスプレイ広告でジャックするメニュー。 
ブランディングに最適です。ユーザーへ高い認知向上効果が期待できます。 

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〜/ 2,500,000 円〜 (@ 5.0 円)

掲載期間 1週間〜1ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 フルバナーサイズ：ヨコ468×タテ60　容量：20KB以内


プレミアムレクタングルサイズ：ヨコ300×タテ250　容量：50KB以内


サイドパネルサイズ：ヨコ140×タテ830×2本　　容量：150KB以内


ファイル形式：GIF,JPEG

注意事項 トップ面すべてのバナー枠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、

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。 

配信開始時間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。 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。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。 

メニュー スマートフォン版価格.com　トップ/ブランドカバー

配信数/料金 共通 350,000 imp〜/ 1,050,000 円〜 (@ 3.0 円)

掲載期間 1週間〜1ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：ヨコ640xタテ500

ファイル形式：GIF,JPEG,PNG　容量：500KB以内

サンプル

※画面の上下スクロールに合わせて広告を表示し、 
 赤枠部分をタップするとリンク先へ遷移します。 

トップ/ブランドカバー 

  

タップ 

引
っ
張
る 

スマートフォン版価格.comにて、リッチ広告フォーマット「ブランドカバー」をトップページの 
視認性が高い最上部に広告を掲載。最大320x250pixの大画面を活用した訴求が可能です。 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。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。 

自動車・バイク/ブランドムービー 

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 

アテンションバナー表示 
【音声なし】 

タップ 

動画再生 
【音声あり】 LP表示 

LP 

横にすると 
フルスクリーン再生 

動画終了後 
LPを表示      

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。 

メニュー スマートフォン版価格.com　カテゴリトップ　ブランドムービー

配信数/料金 営業担当までお問い合わせください。 

掲載期間 1ヶ月間（期間保証）

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：16:9ハイビジョンサイズ動画　再生時間：15秒以内 

（動画素材） 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） サイズ：全体ヨコ640xタテ100

デザイン可能エリア、ヨコ464xタテ96 を含む 

動画エリア：黒背景 枠線幅：2px

ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内

サンプル

動画

エリア
デザイン可能エリア

96

464 172

自動車関連広告主様限定 
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2.ディスプレイ広告 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

トップ 

プレミアム 
レクタングル 

フルバナー 

スマートバナー 

トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップ 製品リスト 

価格.comの総合トップページに掲載されるディスプレイ広告。幅広いジャンルの購入潜在層が訪れます。 

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ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：ヨコ468×タテ60　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：20KB以内

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ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内

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 200,000 imp〜/ 200,000 円〜 (@ 1.0 円)

掲載期間 1日〜1ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：ヨコ320×タテ50　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：20KB以内

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 200,000 imp〜/ 300,000 円〜 (@ 1.5 円)

掲載期間 1日〜1ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

カテゴリトップ 

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 

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。 

トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップ 製品リスト 

各商品カテゴリのトップページに掲載されるディスプレイ広告。ジャンルを絞った購入潜在層が訪れます。 

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 200,000 imp〜/ 300,000 円〜 (@ 1.5 円)

掲載期間 1日〜1ヶ月間(インプレッション保証)

表示形式 ローテーション

原稿規定 サイズ：ヨコ300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPEG 容量：50KB以内

メニュー 価格.com パソコン トップ スーパーバナー

配信数/料金

1月 : 420,000 imp想定/ 336,000 円 (@ 0.8 円)

2月 : 356,000 imp想定/ 284,800 円 (@ 0.8 円)

3月 : 393,000 imp想定/ 314,400 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 サイズ：ヨコ728×タテ90 ファイル形式：GIF,JPEG 容量：40KB以内

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

配信数/料金

1月 : 420,000 imp想定/ 504,000 円 (@ 1.2 円)

2月 : 356,000 imp想定/ 427,200 円 (@ 1.2 円)

3月 : 393,000 imp想定/ 471,600 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)

原稿規定 サイズ：ヨコ300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPEG 容量：50KB以内

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

配信数/料金

1月 : 686,000 imp想定/ 548,800 円 (@ 0.8 円)

2月 : 549,000 imp想定/ 439,200 円 (@ 0.8 円)

3月 : 619,000 imp想定/ 495,200 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 サイズ：ヨコ320×タテ50 ファイル形式：GIF,JPEG 容量：20KB以内

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

配信数/料金

1月 : 274,000 imp想定/ 411,000 円 (@ 1.5 円)

2月 : 219,000 imp想定/ 328,500 円 (@ 1.5 円)

3月 : 247,000 imp想定/ 370,500 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 サイズ：ヨコ300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPEG 容量：50KB以内
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

製品カテゴリ 

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。 

トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップ 製品リスト 

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 (@ 0.8 円)

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 サイズ：ヨコ320×タテ50　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：20KB以内

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 (@ 1.5 円)

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 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

製品カテゴリ 

スーパーバナー 

プレミアム 
レクタングル 

テキスト2 

トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップ 製品リスト 

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 (@ 1.2 円)

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 サイズ：ヨコ728×タテ90　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：40KB以内

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 (@ 1.0 円)

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 (@ 1.5 円)

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 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内

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 (@ 1.2 円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数 2枠/2社(貼り付け)

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。 

テキスト1 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

製品リスト 

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。 

 

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、商品カテゴリによって配信面が異なる
場合はあります。 トップページ 製品カテゴリ カテゴリトップ 製品リスト 

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 (@ 1.2 円)

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 サイズ：ヨコ728×タテ90　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：40KB以内
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

製品詳細ページ 【第5階層】 

ミニバナー 

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。 
プリンタや掃除機などのカテゴリかつ特定メーカーの製品詳細ページに配信を行うことが可能です。 

 

メニュー 価格.com アイテムビューミニバナー

配信数/料金 営業担当までお問い合わせください (@ 1.2 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 ヨコ180×タテ60(GIF,JPEG)　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：20KB以内

カテゴリ×メーカー（自社）の製品ページのみ対応可能です。 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

PC版/スマートフォン版横断配信 

トップ 
（第1階層） 

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 

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 

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。 

 

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。 

メニュー PC版横断　スーパーバナー

配信数/料金 : 2,000,000 imp〜/ 1,000,000 円〜 (@ 0.5 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 サイズ：ヨコ728×タテ90　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：40KB以内

メニュー PC版横断　プレミアムレクタングル

配信数/料金 : 2,000,000 imp〜/ 1,600,000 円〜 (@ 0.8 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 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内

メニュー スマートフォン版横断　スマートバナー

: 2,000,000 imp〜/ 1,000,000 円〜 (@ 0.5 円)

: 5,000,000 imp〜/ 2,000,000 円〜 (@ 0.4 円)

: 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 サイズ：ヨコ320×タテ50　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：20KB以内

メニュー スマートフォン版横断　スマートレクタングル

: 2,000,000 imp〜/ 1,600,000 円〜 (@ 0.8 円)

: 5,000,000 imp〜/ 3,000,000 円〜 (@ 0.6 円)

: 10,000,000 imp〜/ 4,000,000 円〜 (@ 0.4 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 サイズ：ヨコ300×タテ250　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：50KB以内

配信数/料金

配信数/料金
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

PC版/スマートフォン版横断配信 時間帯配信メニュー  

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。 
掲載料金は横断配信に準じます。 

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。 
生活リズムや時間ごとのタイムセールに組み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。 
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3.タイアップ広告 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

タイアップ広告 

注目度の高いタイアップ広告をPCサイト、スマートフォンサイトに掲載。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。 

 

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。 

 
 
■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 

メニュー

配信数/料金 ¥2,500,000～　※ネット料金

掲載期間

価格.com 　マルチデバイスタイアップ広告

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広告枠やバナー、テキスト広告を

ご利用ください。
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

追加枠①トップタイアップ広告枠 

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。 

■画像サイズ： 
横 288ピクセル × 縦 162ピクセル 

トップタイアップ広告枠 イメージ 

■文字数 
全角34文字 

[PR] 

 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。 

メニュー 価格.com トップ タイアップ広告枠

1月 : 1,012,000 imp想定/ 728,640 円 (@ 0.72 円)

2月 : 904,000 imp想定/ 650,880 円 (@ 0.72 円)

3月 : 1,013,000 imp想定/ 729,360 円 (@ 0.72 円)

掲載期間 1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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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

追加枠②トップタイアップフィード広告枠 

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] 

タイアップ 
フィード枠 

■画像サイズ： 
横 250ピクセル × 縦 130ピクセル 

※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。 

メニュー 価格.com トップ タイアップフィード広告枠

1月 : 1,519,000 imp想定/ 759,500 円 (@ 0.5 円)

2月 : 1,357,000 imp想定/ 678,500 円 (@ 0.5 円)

3月 : 1,520,000 imp想定/ 760,000 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
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

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。 

 

タイアップ 
フィード枠 

※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。 

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 1月 : 840,000 imp想定/ 840,000 円 (@ 1.0 円)

2月 : 713,000 imp想定/ 713,000 円 (@ 1.0 円)

3月 : 786,000 imp想定/ 786,000 円 (@ 1.0 円)

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 1月 : 880,000 imp想定/ 880,000 円 (@ 1.0 円)

2月 709,000 imp想定/ 709,000 円 (@ 1.0 円)

3月 : 791,000 imp想定/ 791,000 円 (@ 1.0 円)

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 1月 : 452,000 imp想定/ 452,000 円 (@ 1.0 円)

2月 : 421,000 imp想定/ 421,000 円 (@ 1.0 円)

3月 : 471,000 imp想定/ 471,000 円 (@ 1.0 円)

メニュー

配信数/料金 1月 : 262,000 imp想定/ 262,000 円 (@ 1.0 円)

2月 252,000 imp想定/ 252,000 円 (@ 1.0 円)

3月 : 307,000 imp想定/ 307,000 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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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

追加枠④製品カテゴリ 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。 

タイアップ広告枠 

タイアップ広告枠 

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。 

タイアップ広告枠 

タイアップ広告枠 

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 (@ 1.2 円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数

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 (@ 0.6 円)

掲載期間 1ヶ月間(期間保証)

枠数

2枠/2社(貼り付け)

2枠/2社(貼り付け)
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追加枠⑤アイテムビュー/オーバーレイ 

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。 

 

ス
ク
ロ
｜
ル 

スクロール中でも 
常に表示される 

オーバーレイ 

(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 

オーバレイ 

非表示 

ス
ク
ロ
｜
ル 

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 (@ 2.0 円)

掲載期間

枠数

原稿規定

備考 一部対象外カテゴリがありますので、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

1ヶ月間(期間保証)

1枠/1社(貼り付け)

サイズ：ヨコ320×タテ50　ファイル形式：GIF,JPEG　容量：20KB以内

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。 
 
※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。 オーバーレイ 
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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 
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4.インフィード広告 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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 

メーカーセレクトアイテム 

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
認知を高め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します。 

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 (@ 6.0 円)

掲載期間

枠数 1枠/1社(貼り付け)

原稿規定

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。

メーカーセレクトアイテム

1ヶ月間(期間保証)

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。

※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 ） 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

スマートメーカーセレクト 

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 

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します。 

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 (@ 6.0 円)

掲載期間

枠数

原稿規定

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。

1ヶ月間(期間保証)

1枠/1社(貼り付け)

製品カテゴリ　スマートメーカーセレクト

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。



     

copyright©kakaku.com All Rights Reserved 適用期間:2017年1月1日〜2017年3月31日 
36 

5.ターゲティング広告 
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グループ 
サイト 

■ターゲティング広告 

関心を持ったユーザーをさらに顕在化するためにターゲティング広告は効果的な手法です。 
多彩なカテゴリを横断するユーザーに広告配信し、購入へのアクションへつなぎます。 

広告サイズ 

カテゴリ 

配信面 

エリア（PC） 

デバイス・OS 

キーワード 

保有期間 

価格.com 
サイト外 

月間4,600万ユーザーの閲覧履歴 
オーディエンスデータの 

配信方法 
3つの配信方法 

価格.com 
サイト内 

■カテゴリは30以上。ほかにもグループサイトオーディエンスも可能。 
■キーワードは各カテゴリの商品アイテムや特定ページ、またはメーカー名などからオーディエンスキーワード作成が可能。 
■デバイスはPC/スマホ、さらにOS単位での切り分けができます。 
■広告サイズは汎用性の高いレクタングル、スーパーバナーを対応。ディスプレイ広告との併用が可能です。 
■配信面は価格.com内と価格.com以外の外部サイト（グループサイト含む）への配信が可能。 
■ユーザーへのターゲット期間は基本30日から90日まで。商品検討サイクルに合わせて作成しています。 
■エリアセグメントはPCのみ都道府県単位で設定可能。無駄のない配信で効果を高めます。 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

メニュー仕様 

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ヶ月間 
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ヶ月間 
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ヶ月間 
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ヶ月間 
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ヶ月間 
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ヶ月間 
インプレッション 
保証 



     

copyright©kakaku.com All Rights Reserved 適用期間:2017年1月1日〜2017年3月31日 
39 

6.テキスト広告/メール広告 
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

全ジャンル配信テキスト 

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。 

一部配信されないページがございます。予めご了承ください。 

メニュー 価格.com 全ジャンル配信テキスト

1月 : 31,382,000 imp想定/ 313,820 円 (@ 0.01 円)

2月 : 27,231,000 imp想定/ 272,310 円 (@ 0.01 円)

3月 : 30,107,000 imp想定/ 301,070 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
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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

メールマガジン 

■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。 
 
※2017年1月6日 配信分は休刊となります。 

ヘッダPR枠 

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 : 700,000 imp想定/ 560,000 円 (@ 0.8 円)

掲載期間 毎週金曜日

枠数 1枠/1社(貼り付け)

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。 
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7.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 

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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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。 
インプレッション保証メニューに関して、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。 
期間保証メニューの掲載期間は、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。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。 

Run of Group 

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。 

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 

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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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。 
・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：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。 

・スマートフォン版はブラウザのみ配信いたします。 

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

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

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

ブランドカバー 640×500 500KB以内 1ヶ所 GIF・JPEG・PNG 無制限 可 不可

PC

スマート

フォン

原稿規定 
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掲載規定 その他注意 

■ 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 


