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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。

価格.com 全体

※月間利用者数の計測方法
について：
サイトを訪れた人をブラウザベースで数え
た人数であり、1ヶ月の間に複数回訪問
した人も1人と数えた場合の正味の人数
です。なお、モバイル端末のウェブページ
高速表示に伴う利用者数の重複や、第
三者による自動収集プログラムなどの機
械的なアクセスについては可能な限り排
除して計測しています。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

月間利用者数

約5,717万人

月間総ページビュー数 約6億624万PV

PCサイト

月間利用者数

約1,927万人

スマートフォンサイト

月間利用者数

約3,789万人

出典：Adobe Marketing Cloud 2019年9月現在

専門性に特化したグループサイト

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.comサイト特性：価格.com閲覧ユーザーの商品購入場所
価格.comで商品の情報収集や比較検討をしたユーザーは購入段階において、
ネット購入に偏ることなく店舗購入も高い割合を示します。
オンライン・オフラインともに利用する特徴が伺えます。
価格.com閲覧ユーザーの商品購入場所
（％）

※ ビデオリサーチインタラクティブWebPAC2調べ（2017/1～2017/6）価格.com閲覧ユーザーが過去1年間にインターネット経由または店舗で購入した割合
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適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

ゲーム機
Mail : ad@kakaku.com

インテリア

化粧品

子供用品
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保険
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ユーザー属性

出典：Nielsen NetRatings 2019年9月調査（Home& Workデータ）

スマートフォン版

PC版
■男女比：男性が約7割

■男女比：男女比はほぼ半数づつ
男性：76.9%

女性：23.1%

■年齢：40代～50代が半数以上
10代
20代

10代

39.8%

■職業：専門・技術職、事務営業職が多い
8.0%
9.4%

18.4%
17.8%
5.5%
11.2%
6.2%
2.3%
18.0%
2.2%

■世帯年収：500万円以上が半数以上

8.6%

農林漁業
自営業
管理職
専門・技術職
事務・営業・保安職
産業労働者
サービス関連従事者
専業主婦
学生
その他
無回答

0.3%
6.8%
4.9%

15.8%
16.1%
2.7%
13.7%
11.6%
8.0%
10.4%
9.7%

■世帯年収：500万円以上が５０％半数以上
300万円未満

16.5%

500万円未満

28.8%

700万円未満

無回答

25.2%

■職業：PCに比べ専業主婦層比率が高い

1.0%

21.5%

1000万円未満

26.5%

50～64歳
65歳以上

19.5%

300万円未満

20.4%

40代

23.4%

65歳以上

15.7%

30代

12.2%

50～64歳

1200万円以上

3.6%

20代

3.8%

40代

1200万円未満

女性：48.9%

■年齢：30代～40代が約50％

1.3%

30代

農林漁業
商工自営業
管理職
専門・技術職
事務・営業・保安職
産業労働者
サービス関連従事者
専業主婦
学生
その他
無回答

男性：51.1%

17.3%

25.2%

500万円未満

28.0%

700万円未満

19.4%

1000万円未満

19.5%

1200万円未満

5.3%

4.3%

1200万円以上

4.1%
6.5%

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

無回答

Mail : ad@kakaku.com

3.6%
0.0%
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主な商品一覧
タイアップ広告

ディスプレイ広告

リッチアド

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

価格.comならではの多種多様な商材ページ
へのディスプレイ広告

ブランドカバーや動画可能なビルボードなどイン
パクトの高いリッチ広告

ビルボード

ターゲティング広告
閲覧ユーザーデータを活用し、サイト内・外・グ
ループサイト・SNSにターゲティング配信

メーカーセレクト

運用型広告

製品カテゴリのトップ面に商品特徴をコンパクト
にまとめ商品詳細ページへ誘導

カカクコムグループのオーディエンスデータを活用
した運用型広告

グループサイト配信

Ad Network
Social Media
多様な行動データ

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

DSP

© Kakaku.com, Inc.
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サイト導線とディスプレイ広告掲載位置【PC】
PC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。

サイト導線

カテゴリトップページ

トップページ

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

製品カテゴリページ

製品リストページ

製品詳細
ページ

価格表/ランキング/スペック検索

製品リストページ

製品詳細ページ

価格表

①

④

②

⑥

⑦
⑤
⑨

⑩

⑧

⑪
⑬
⑫

ランキング

⑩

③
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トップメーカーセレクト

④カテゴリトップスーパーバナー/orビルボー
ドバナー（動画/静止画）

⑤カテゴリトッププレミアムレクタングル
⑥カテゴリ トップネイティブ
*販売していないカテゴリもありますので、詳

⑦製品カテゴリスーパーバナー

⑪アイテムビューミニバナー

⑧製品カテゴリプレミアムレクタングル

⑫アイテムビュー/PRテキスト

⑨製品カテゴリ ネイティブ

スペック検索

⑬プロモ動画

⑩

細はPC版広告料金一覧表をご確認くださ
い。

⑩製品リストスーパーバナー

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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サイト導線とディスプレイ広告掲載位置【スマートフォン】
スマートフォン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。
トップページ

サイト導線

トップページ

カテゴリトップページ

カテゴリトップページ

製品詳細ページ

製品カテゴリページ

製品詳細ページ

⑥

③

①

製品カテゴリページ

④

⑦

⑩

⑧

②

⑤

⑧
⑦
⑨

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ブランドカバー
④カテゴリトップスマートバナー
⑤カテゴリトップスマートレクタングル

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

⑥製品カテゴリトップブランドカバー
⑦製品カテゴリ スマートバナー
⑧製品カテゴリ スマートレクタングル

⑨アイテムビュー/オーバーレイ（スクロール追随）
⑩プロモ動画

© Kakaku.com, Inc.
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New Product

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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New スマートフォン版カテゴリトップ/製品カテゴリ ブランドカバー広告
スマートビルボード広告をリッチ広告にアップグレードしました。配信面はカテゴリトップ面及び製品カテゴリトップ面のファースト
ビューに画像サイズ320x250のビッグサイズのインパクトのある配信が可能になりました。動画広告も可能です。

120pix

メニュー

スマートフォン版カテゴリトップブランドカバー
スマートフォン版製品カテゴリブランドカバー

配信数/料金

掲載カテゴリにより異なりますので、別紙価格表をご参照ください。
カテゴリトップ静止画 ：@2.0円
製品カテゴリトップ静止画：@2.5
カテゴリトップ動画 ：@3.0円
製品カテゴリ動画：@3.5円

掲載期間

1ヶ月(期間保証)

枠数

貼り付け、ローテーション

250pix

■静止画配信入稿
サイズ：ヨコ640xタテ500
ファイル形式：JPG,PNG 容量：500KB以内

原稿規定

■動画配信入稿（下記3点入稿になります。）
動画素材：16:9 ファイル形式：mp4,mpeg/20MB以内 30秒以内
静止画素材：
①サイズ：ヨコ640xタテ500 ファイル形式：JPG,PNG 容量：500KB以内
②サイズ：ヨコ640xタテ140 ファイル形式：JPG,PNG 容量：150KB以内
※ 静止画配信、動画配信ともに当社で入稿用タグを作成いたします。

入稿期限

※年始休暇のため、商品リリースは1/7（火）より切り替えとなります。
1/1～1/7の切り替えまでは、スマートビルボードバナーが表示されます。

静止画：配信開始5営業日前の17:00まで
動画：配信開始8営業日前の17:00まで

※配信できないカテゴリもございますので、各営業担当者ご確認お願いします。
※動画配信のデザインや挙動に関しましては、お問い合わせください。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.

9

1. タイアップ広告

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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タイアップ広告概要
価格.com編集部が独自記事を作成するタイアップ広告。PCサイト、スマートフォンサイトに最適化されたレスポンシブデザイン
対応で同時にマルチデバイス掲載が可能です。編集部視点で作成された記事はユーザーにより深い理解と共感を促します。
また記事ページへの誘導方法も多岐にわたるメニューにより目的に沿ったリーチが可能となっています。

顕在層ターゲット（オプションメニュー）
●タイアップ記事作成と誘導枠を自由に組み合わせるメ
ニュー。
●タイアップ内容に合わせて価格.comの多彩な広告メ
ニューからカスタマイズ。タイアップ専用枠も用意。
●オーディエンスデータを利用したリターゲティングや外部
サイト、SNSサイトからの誘導も選べます。
●顕在化されたホットユーザーにリーチするメニューです。

潜在層ターゲット（パッケージメニュー）

●価格.com編集部のオリジナル記事作成
●PC/スマホに最適化されたデザイン
●ブランディングや商品理解促進に最適
標準誘導枠

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

タイアップ専用誘導枠を標準装備

Mail : ad@kakaku.com

●タイアップ記事と標準誘導枠以外の誘導枠をパッケー
ジにしたメニュー。

●誘導は価格.comサイト外の各メディアに表示される広
告を配信。
●関連性の高いコンテンツに配信し広く潜在層ユーザー
にリーチするメニューです。

© Kakaku.com, Inc.
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マルチデバイスタイアップ広告
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。さらに追加して誘導枠に掲載（オプション）すること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 掲載イメージ
■スマートフォン
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

メニュー

価格.com マルチデバイスタイアップ広告

配信数/料金

2,500,000円〜

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広告枠やバナー、テキスト広告を
ご利用ください。

注意事項・
備考

※標準誘導枠の掲載期間の指定はできません。
※タイアップページ上部に広告主様名またはブランド名が明記されます。
※ 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。

※ネット料金

タイアップ標準誘導枠
■PC
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

■スマホ版誘導枠

■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
③ピックアップ記事枠
掲載日数：21日間
掲載方法：ローテーション表示

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

③ピックアップ記事枠

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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マルチデバイスタイアップ広告 追加誘導パッケージ
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。誘導枠は潜在層からも広く獲得を図れるよう標準誘導
枠に加え、追加誘導広告をパッケージ化。また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。
メニュー

価格.com マルチデバイスタイアップ広告 追加誘導パッケージ

配信数/料金

5,000,000円

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広告枠やバナー、テキスト広告を
ご利用ください。

注意事項・
備考

※標準誘導枠の掲載期間の指定はできません。
※タイアップページ上部に広告主様名またはブランド名が明記されます。
※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。
※ご入稿・ご出稿にあたり、外部配信先広告掲載基準に準拠する必要がございます。

価格.comサイト内 タイアップ標準誘導枠

追加誘導
広告配信
想定
20,000PV
※当社グループサイト及び外部サイ
トからの誘導となります。配信先は指
定できません。また誘導数を保証す
るものではありません。

■スマホ版誘導枠

■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
③ピックアップ記事枠

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

掲載日数：21日間
掲載方法：ローテーション表示

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

※追加誘導費用の2,500,000円はグロス料金

タイアップ標準誘導枠 掲載イメージ
■スマートフォン

■PC

①トップ 新着・お知らせ一覧

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

②③カテゴリトップ 特集上段フィード枠

③ピックアップ記事枠

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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追加枠①トップタイアップ広告枠
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

メニュー

価格.com トップ 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 (@ 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)

注意事項・
備考

※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。

トップタイアップ広告枠 掲載イメージ
■画像サイズ
横 288ピクセル × 縦 162ピクセル

■文字数
全角34文字

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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追加枠②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。

タイアップ
フィード枠

メニュー

価格.com トップ タイアップフィード広告枠

配信数/料金

PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください (@ 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)

注意事項・
備考

※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。

トップタイアップフィード広告枠 掲載イメージ
■画像サイズ
横 250ピクセル × 縦 130ピクセル

■文字数
全角30文字

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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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

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

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

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

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

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

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

1枠/1社(貼り付け)

メニュー

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

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

1枠/1社(貼り付け)

注意事項・
備考

※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。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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追加枠④製品カテゴリ 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/0.8円)

掲載期間

1ヶ月間(期間保証)

枠数

2枠/2社(貼り付け)

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)

注意事項・
備考

※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

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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追加枠⑤タイアップ広告枠 製品詳細ページ アイテムビュー/PRテキスト広告
製品詳細ページにタイアップ誘導のテキスト広告を設置。タイアップ誘導枠との連動により、購入検討者により深い商品理解と
購買意欲を高めることができます。
メニュー

価格.com アイテムビュー/PRテキスト広告

配信数/料金

50,000円/月 ※3ヶ月以上掲載

掲載期間

1ヶ月間(期間保証)

枠数

1枠 (貼り付け)

原稿規定

文字数：30文字（全角）以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

メーカー（自社）のタイアップ対象製品詳細ページのみ掲載可能です。
ただし、メーカーとカテゴリが一致していれば、カラーバリエーションや旧モデルなどタイ
アップ対象製品以外の製品詳細ページにも露出は可能です。
※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。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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追加枠⑥タイアップ広告枠 アイテムビュー/オーバーレイ【期間保証/クリック課金】
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の対象カテゴリに表示。
タイアップページへの誘導専用として、ユーザーへの最後のひと押しに適しています。

ス
ク
ロ
ー
ル

オーバーレイ

ページ最下部へ固定配信

タイアップページへ遷移

スクロール中でも
常に表示される

スマートフォン版 価格.comアイテムビュー/オーバーレイ(期間保証)

配信数/料金

営業担当までお問い合わせください (@ 1.5円)

掲載期間

1ヶ月間(期間保証)

枠数

貼り付けまたはローテーション

原稿規定

サイズ：ヨコ320×タテ50 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

注意事項・
備考

掲載面は、プロモーション対象商品が該当する製品小カテゴリに限定されます。
「掃除機」は、「掃除機」カテゴリに限定して配信され、「掃除機」以外の製品小カテゴリへは配信
されません。
クリック課金メニューより優先的に配信されます。

メニュー

スマートフォン版 価格.comアイテムビュー/オーバーレイ(クリック課金)

ご予算

@ 300円/クリック ※上限予算設定あり

掲載期間

1ヶ月間（運用型）

対象カテゴリ

パソコン・家電・カメラ・スマートフォン/携帯電話・時計/アクセサリー

原稿規定

サイズ：ヨコ320×タテ50 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

注意事項・
備考

掲載面は、プロモーション対象商品が該当する製品大カテゴリに限定されます。
1例として「掃除機」は、「家電」カテゴリに横断的に配信されます。
発注タイミングに関わらず、期間保証メニューの配信がある製品小カテゴリには配信されません。

※月末時点の配信成果数にて料金確定になります。

クリック課金

期間保証

・製品カテゴリのみ掲出
・掲載は期間保証
・クリック課金より優先露
出されます。

メニュー

・上位カテゴリも露出
・掲載は予算消化固定
CPCで月末成果清算
・対象カテゴリあり

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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タイアップ広告の留意点
実施までのスケジュール
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週間程度

決定

オリエン

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

2～3営業日程度

デザイン原稿
作成・提出

念稿提出

掲載開始

※画面キャプチャ

掲載開始・終了タイミング
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。
タイアップ広告ページは4年間程度アーカイブいたしますが、期間を超えましたら終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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。

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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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2. 価格.comマガジン

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.comマガジンとは
価格.comマガジン とは、気になる製品をユーザー目線で徹底紹介する記事メディアです。

マガジン 全体

月間利用者数

月間総ページビュー数 約1,682万PV
月間利用者数

PCサイト

約995万人

約248万人

月間総ページビュー数 約486万PV

スマートフォンサイト

月間利用者数

約747万人

月間総ページビュー数 約1,195万PV

出典：Adobe Marketing Cloud 2019年9月現在

新製品や話題製品のレビュー記事が満載のWebマガジン。
パソコン、スマホから、AV家電、生活家電、美容家電、カメラ、自動車、ホ
ビー、おもちゃ、便利グッズまで、ユーザー目線で徹底的にレビューします！
また新たに動画コンテンツが加わり、製品選びに役立つ最新情報もいち早く、
より詳しくお届けする記事メディアです。
適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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価格.com マガジン ビルボード広告（動画バナー・静止画バナー）
価格.comマガジンのビルボード広告。ファーストビューのビューアビリティの高い位置に動画やワイドタイプのバナーを配信できま
す。PC版、スマホ版ともに対応し注目度の高い訴求が可能です。

スマートビルボード
320×180px

ビルボード

300×250px

メニュー

価格.comマガジン PC版ビルボードバナー/SP版スマートビルボードバナー

配信数

営業担当までお問い合わせください

料金

PC版 ①ビルボード動画バナー @3.0円
②ビルボード静止画バナー ＠2.5円
SP版 ①スマートビルボード動画バナー@2.5円
②スマートビルボード静止画バナー @2.0円

掲載期間

1ヶ月間（インプレッション保証）

デバイス

PC / スマートフォン ※カテゴリ貫き（一部タイアップ記事ページ除く）

原稿規定

■PC版ビルボード
①ビルボード動画バナー（動画+静止画）
●動画 : 16:9 ファイル形式：mp4,avi,mpeg/20MB以内
●静止画 : サイズ：ヨコ529xタテ250pix ファイル形式GIF,JPG,PNG/150KB
以内
入稿期限：配信開始8営業日前の17:00まで
②ビルボードバナー（静止画）
サイズ：ヨコ970xタテ250pix ファイル形式：GIF,JPG,PNG/150KB以内
入稿期限：配信開始5営業日前の17:00まで
■SP版スマートビルボード
①スマートビルボード動画バナー（動画）
●動画 : 16:9 ファイル形式：mp4,avi,mpeg/20MB以内
入稿期限：配信開始8営業日前の17:00まで
②スマートビルボードバナー（静止画）
サイズ：ヨコ320xタテ180pix ファイル形式：GIF,JPG,PNG/150KB以内
入稿期限：配信開始5営業日前の17:00まで

①ビルボード動画バナー
ビルボード
静止画
529×250px

②ビルボードバナー

動画
441×250px
(16:9)

ビルボードバナー
970×250px

注意事項・
備考

※動画素材は30秒までとさせていただきます。
※動画は配信システムで配信サイズにリサイズ致します
※動画の音声はデフォルトでOFFとさせていただきます。
※音声ON/OFF切替ボタンは動画の右下に配置させていただきます。
※動画は一時停止可能とし、再生/停止ボタンを動画の中心に配置させていただきます。
※配信は対象全ページとなり、カテゴリ切り分け指定はできません。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.com マガジン プレミアムレクタングル
PC版価格.comマガジンのディスプレイ広告。各ページのファーストビューのビューアビリティの高い位置にレクタングルバナーを配
しました。記事コンテンツ中心において注目度の高いバナー広告です。

300×250px

メニュー

価格.comマガジン プレミアムレクタングル

配信数/料金

営業担当までお問い合わせください (@ 1.0円)

掲載期間

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,JPG,PNG 容量：150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

※掲載面は対象ページ横断配信になります。カテゴリ指定はできませんのでご了
承ください。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.com マガジンタイアップ広告 ①
プレス資料・素材などを元に、価格.comマガジン編集部が記事を作成。タイムリーに自然な形で貴社商品、サービスを訴求し
ます。また誘導はサイト内の誘導枠がパッケージとなっております。またセットプランもございます。

専用誘導枠
2週間掲載保証

期間保証

掲載期間2週間
期間終了後、記事はアーカイブされます

料金

1,500,000円

掲載面

価格.comマガジン

デバイス

PC , スマートフォン

内容

1ページ
※ 記事は弊社制作、編集権は弊社に帰属

誘導枠

価格.comマガジン 内部インフィード広告

レポート項目

特集ページPV数 製品詳細ページ送客数/CTR

備考

タイアップ掲載及び内部誘導開始は当社営業日の午前10時より順次開始しま
す。
タイアップ記事はプレス資料・素材、ヒアリングシートを元に作成となり、お打ち合わ
せは行いません。

セットプラン

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

※ ネット料金

※同時お申込みに限ります。

連動セット

価格.comマルチデバイスタイアップと価格.comマガジンタイアップのセット
商品

料金

3,500,000円

連載セット

価格.comマガジンタイアップ連載掲載商品 ※ネット料金

料金

①4,000,000円 3ヶ月間で3回掲載
②4,500,000円 4ヶ月間で4回掲載
③5,000,000円 5ヶ月間で5回掲載

※ ネット料金

© Kakaku.com, Inc.
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価格.comマガジンタイアップ広告 誘導枠 インフィード広告②
PC版 価格.comマガジン 各ページ

スマホ版 価格.comマガジン 各ページ

価格.comマガジンのトップ、対象カテゴリトップ、記事ページ等に誘導枠を
標準設置

価格.comマガジンのトップ、対象カテゴリトップ、記事ページ等に誘導枠を
標準設置

PC版マガジントップ

スマホ版マガジントップ

スマホ版カテゴリトップ
PC版カテゴリトップ

スマホ版記事ページ

PC版記事ページ

レギュレーション
（PC／スマホ共通）
適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

画像サイズ：90x60 pix 150KB以内
文字数：40文字(PR表記含まない)

© Kakaku.com, Inc.
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価格.comマガジンタイアップ広告 制作スケジュール③
工数

価格.com

クライアント様

1

月

2

火 構成案 作成

3

水 構成案 提出

4

木

5

金 原稿作成開始（5営業日）

6

土

7

日

8

月 ↓

9

火 ↓

10

水 ↓

11

木 原稿＆誘導バナー提出(wordファイル)

12

金

13

土

14

日

15

月

16

火 念校版 作成

17

水 念校版 提出（JPEG）

18

木 校了・入稿

19

金

20

土

21

日

22

月

23

火

24

水

25

木

オリエンシート到着

企画書 ご確認 ⇒お戻し（1営業日）

掲載開始・終了タイミング
■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。また掲載開始後2週間の誘導保証となり、その後はバックナン
バーとしてアーカイブされます。
■長期的な誘導をご希望の場合は別途オプションにて誘導枠をご購入いただけます。

注意事項
■原稿制作はプレス資料・素材、ヒアリングシートでのポイント整理となり、オリエン・取材は
おこないません。
■記事レイアウトは、価格.comマガジンの体裁に従います。
原稿＆誘導バナーご確認（2営業日）

■パラグラフは3つを標準とし、各パラグラフに1～2点の写真（＋キャプション）を入れられ
ます（最大10点）。
■YouTubeに掲載している動画は埋め込み可能です。

原稿＆誘導バナーお戻し

■原稿の文字数は5000～7000字程度となります。ページングはなく、1ページ完結としま
す。
■原稿確認は一度のみとし、念校（確認校）はお出しします。

念校版ご確認

■リンクはページ下部に、価格.comの製品詳細ページへのリンクを設置します。なお、文中
でのテキストリンクは張ることができます。
■タイアップからの遷移先は製品詳細ページ（ボタンリンク）、広告主ページ（テキストリン
ク）となります。
※製品詳細ページへのリンクは該当1製品のみ

■タイアップ記事は弊社規定に従い生活家電、AV家電などのカテゴリの中に格納されます。
該当カテゴリがない場合でも出稿は可能です。不自然な形にならないようカテゴライズい
たします。
掲載開始

※実施までのスケジュールはあくまで目安です。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.comマガジンタイアップ広告 テンプレート・ヒアリングシート ④
テンプレート

ヒアリングシート

タイトル部
SNSボタン

ポイント3（2000文字程度）

価格.comマガジン 広告タイアップ記事用 ヒアリングシート
Ver.0.2 (2017/3/10)

■企業名

写真5

■訴求したい製品名

ポイント1（2000文字程度）
■希望公開日時

写真1
写真6

写真2

■訴求したいポイント（3点にまとめてください）
□ポイント1

□ポイント2

まとめ（1000文字程度）
□ポイント3

ポイント2（2000文字程度）
写真3

製品誘導部
（価格.comへのリンク）
製品誘導部
（価格.comへのリンク）

■制作における注意点など

■機材貸出期間

■備考

写真4

※ご注意事項

※テンプレートフォーマットのため実施のデザインとは
異なります。
構成案でご確認ください。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

・記事作成期間は、製品到着時点より約1週間です（確認期間含まず）。
・記事レイアウトは、価格.comマガジンの体裁に従います。
・パラグラフは3つを標準とし、各パラグラフに1～2点の写真（＋キャプション）を入れられます（最大10点）。
・YouTubeの掲載している動画は埋め込み可能です。
・現行の文字数は5000～7000字程度となります。ページングはなく、1ページ完結とします。
・リンクはページ下部に、価格.comの製品詳細ページへのリンクを設置します。なお、文中でのテキストリンクは張ることができます。
・原稿確認は一度のみとし、念校（確認校）はお出しします。

© Kakaku.com, Inc.
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3. リッチアド

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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トップ/インパクト広告
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。

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

メニュー

価格.com トップ/インパクト広告

配信数/料金

2,000,000imp〜/ 1,400,000円〜 （@0.7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：150KB以内
プレミアムレクタングルサイズ：ヨコ300×タテ250 容量：150KB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,JPG,PNG

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

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。
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。
配信数はバナー1枠につき1impでカウントいたします。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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トップ/ブランドカバー
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320×250pxの大画面を活用した訴求が可能です。
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

350,000imp〜 （@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500pix（入稿サイズ）
ファイル形式：JPG,PNG 容量：500KB以内
※ 当社で入稿用タグを作成いたします。

入稿期限

配信開始8営業日前の17:00まで

120pix

250pix

引
っ
張
る
タップで
リンク先へ
遷移

※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。
※初期掲載時のサイズは、320×120pxとなります。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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カテゴリトップビルボード（動画バナー・ビルボードバナー）
対象カテゴリのトップページに掲載されるビルボード広告。動画を活用した訴求パターンとサイト内に最も大きく掲載できるワイド
タイプバナーの2タイプより選べ、ユーザーへの理解や認知インパクトを与えられます。
■対象カテゴリ：
パソコン/家電/カメラ/スマートフォン・携帯電話/カー用品/ゲーム/ホビー
メニュー

価格.comカテゴリトップビルボードバナー

配信数

掲載カテゴリにより異なりますので、別紙価格表をご参照ください。

料金

①ビルボード動画バナー @6.0円
②ビルボードバナー @5.0円

掲載期間

パソコン：1週間(期間保証)
家電/カメラ/スマートフォン・携帯電話/カー用品/ゲーム/ホビー：1ヶ月
(期間保証)

枠数

掲載カテゴリにより異なりますので、別紙価格表をご参照ください。

原稿規定・
入稿期限

①ビルボード動画バナー（動画+静止画）
●動画 : 16:9 ファイル形式：mp4,avi,mpeg/20MB以内
●静止画 : サイズ：ヨコ529xタテ250pix ファイル形式/GIF,JPG,PNG/150KB
以内
入稿期限：配信開始8営業日前の17:00まで
②ビルボードバナー（静止画）
サイズ：ヨコ970xタテ250pix ファイル形式：GIF,JPG,PNG/150KB以内
入稿期限：配信開始5営業日前の17:00まで
※動画配信は当社で配信用タグを作成いたします。

注意事項・
備考

※動画素材は30秒までとさせていただきます。
※動画は配信システムで配信サイズにリサイズ致します
※動画の音声はデフォルトでOFFとさせていただきます。
※音声ON/OFF切替ボタンは動画の右下に配置させていただきます。
※動画は一時停止可能とし、再生/停止ボタンを動画の中心に配置させていただきます。

ビルボード

①ビルボード動画バナー
ビルボード
静止画
529×250px

動画
441×250px
(16:9)

②ビルボードバナー
ビルボードバナー
970×250px

PC版動画バナーサンプル

トップページ

カテゴリトップ

製品カテゴリ

製品リスト

サンプル

※デジタル版媒体資料でのみ左のボタンを
Ctrl+クリックするとサンプルページがご覧いただけます。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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4. 運用型広告

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

カカクコム オーディエンスターゲティング広告

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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カカクコム オーディエンスターゲティング広告とは？
カカクコムグループが保有する独自のオーディエンスデータを活用し、提携パートナーへの広告配信が可能な
メニューです。本商品は上限予算内で運用をさせていただき、配信終了時に実績金額が確定するメニューとなります。
グループメディア

ターゲティング配信

多様な行動データ

Ad Network
Social Media
DSP

etc…

設定項目例

スケジュール

配信期間

ご相談ください

上限予算

最低出稿金額 150万円×3ヶ月～

配信媒体

アドネットワーク、SNS など

KPI

リーチ最大化、CPC目標 など ご相談ください

オーディエンス

セグメント例は次頁を参照ください

配信デバイス

PC/SP

ブラックリスト

ご指定可能です

備考

与件に合わせて都度ご提案させていただきます。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

提案可否
お見積り作成
(3営業日)

申込
アカウント開設
タグ発行
(3~4営業日)

入稿
(5営業日)

配信開始

※シミュレーション作成はセグメント要件によっては3営業日以上頂く場合がございます。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

申込規定
・競合他社指定のセグメントはご利用いただけません。
・広告の入稿本数は、1キャンペーンあたり30本以内とさせて頂きます。
・クリエイティブの差替は週1回までとし、入稿から原則3営業日以内に反映いたします。
・カカクコムグループメディアのタイアップ広告の誘導としてご利用される場合はP.59～P.61のFacebook、
Instagram、Twitter商品とさせて頂きます。
※将来的に配信先各社により掲載規約や仕様変更が生じる場合がございます。

© Kakaku.com, Inc.
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利用可能セグメント例（価格.comの一例）
薄型テレビ
エアコン・クーラー
掃除機
冷蔵庫・冷凍庫
扇風機・サーキュレーター
洗濯機
イヤホン・ヘッドホン
ブルーレイ・DVDレコーダー
炊飯器
電子レンジ・オーブンレンジ
ドライヤー・ヘアアイロン
シェーバー
除湿機
空気清浄機
ヒーター・ストーブ
その他調理家電
アイロン
トースター
美容器具
スピーカー
ホームシアタースピーカー
コンポ
マッサージ器
布団乾燥機
電動歯ブラシ
コーヒーメーカー
ミキサー・フードプロセッサー
携帯テレビ・ポータブルテレビ
食器洗い機
ブルーレイプレーヤー
ヘッドホンアンプ・DAC
電子辞書
電気ポット・電気ケトル
プリメインアンプ
IHクッキングヒーター
体脂肪計・体重計
ホットプレート
充電池・充電器
電話機
ICレコーダー
ラジカセ

家電
AVアンプ
メンズグルーミング
その他オーディオ機器
ホームベーカリー
FAX
ラジオ
マッサージチェア
パソコン関連
タブレットPC
ノートパソコン
プリンタ
液晶モニタ・液晶ディスプレイ
デスクトップパソコン
無線LANルーター
デジタルオーディオプレーヤー
外付けハードディスク
グラフィックボード・ビデオカード
Bluetoothスピーカー
SSD
CPU
Macノート
マウス
マザーボード
インク
キーボード
プロジェクタ
VRゴーグル・VRヘッドセット
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
メモリー
PCケース
NAS
ヘッドセット
オフィスソフト
PCスピーカー
USBメモリー
Macデスクトップ
電源ユニット
携帯電話
ウェアラブル端末・スマートウォッチ
スマートフォン
携帯電話アクセサリ

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

カメラ
デジタル一眼カメラ
デジタルカメラ
レンズ
ビデオカメラ
SDメモリーカード
三脚・一脚
ドローン・マルチコプター
ネットワークカメラ・防犯カメラ
ゲーム
NintendoSwitchソフト
ゲーム機
ゲーム周辺機器
ニンテンドー3DSソフト
プレイステーション4(PS4)
DVDソフト
アニメ(DVD・ブルーレイ)
映画(DVD・ブルーレイ)
住宅設備・リフォーム
LED電球・LED蛍光灯
ガスコンロ・ガステーブル
シーリングライト
テレビドアホン・インターホン
温水洗浄便座
給湯器
浄水器・整水器
自動車
SUV
セダン
コンパクトカー
ミニバン
軽自動車
クーペ
ワゴン
オープンカー
カー用品
カーオーディオ
カーナビ
タイヤ
ドライブレコーダー
バイク
バイク（本体）

Mail : ad@kakaku.com

スポーツ
アイアンセット
ドライバー
フィットネスマシン
電動自転車
DIY・工具
芝刈り機・草刈り機
アウトドア
テント・タープ
ホビー
フィギュア
電子ピアノ
ペット
ドッグフード
犬
キャットフード
猫
猫砂
鳥
小動物
その他ペット用トイレ用品
犬用トイレシート・ペットシート
猫用トイレ
ベビー・キッズ
チャイルドシート
ベビーカー
おむつ
ファッション
ファッション
靴・シューズ
靴・シューズ
腕時計・アクセサリー
腕時計
ビューティー・ヘルス
コンタクトレンズ
香水・フレグランス
保険
がん保険
医療保険
火災保険
海外旅行保険
生命保険

投資・資産運用
投資・資産運用
引越し
引越し
ドリンク
ウイスキー
ビール・発泡酒
生活雑貨
虫除け・殺虫剤・防虫剤

カテゴリ単位以上のセグメントや、グ
ループサイトのオーディエンスも利用
可能です。
詳細は営業担当までお問い合わせ
ください。
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5. ディスプレイ広告

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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トップ
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。

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

カテゴリトップ

製品カテゴリ

製品リスト

メニュー

価格.com トップ フルバナー

配信数/料金

400,000imp〜 (@ 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（クリエイティブ2本掲載最適化配信可能）

原稿規定

サイズ:ヨコ468×タテ60 ファイル形式:GIF,JPG,PNG 容量:150KB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

200,000imp〜 (@ 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（クリエイティブ2本掲載最適化配信可能）

原稿規定

サイズ:ヨコ300×タテ250 ファイル形式:GIF,JPG,PNG 容量:150KB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

200,000imp〜 (@ 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,JPG,PNG 容量:150KB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

200,000imp〜 (@ 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,JPG,PNG 容量:150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

PC版フルバナー及びプレミアムレクタングルはクリエイティブ2本同時掲載の場合、最適化配信
でCTRの高いクリエイティブを優先して配信します。
※掲載開始前に2本同時入稿が必須となります。
※プレミアムレクタング動画バナーと共有枠になります。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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カテゴリトップ
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。

スーパーバナー

プレミアム
レクタングル

スマートバナー

トップページ

カテゴリトップ

製品カテゴリ

製品リスト

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

PC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,JPG,PNG 容量:150KB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

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,JPG,PNG 容量:150KB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

スマホ版価格.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

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,JPG,PNG 容量:150KB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

スマホ版価格.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

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,JPG,PNG 容量:150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

上記は一例です。各カテゴリトップの詳細は、価格.com広告料金一覧をご参照ください。
※掲載期間はカテゴリにより異なります。
※プレミアムレクタング動画バナーと共有枠になります。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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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。

スマートバナー

スマート
レクタングル

トップページ

カテゴリトップ

製品カテゴリ

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,JPG,PNG 容量：150KB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,JPG,PNG 容量：150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

価格表・ランキング・スペック検索にも掲載します。

製品リスト

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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製品カテゴリ
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。

スーパーバナー

プレミアム
レクタングル

トップページ

カテゴリトップ

製品カテゴリ

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,JPG,PNG 容量：150KB以内

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/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300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

※プレミアムレクタング動画バナーと共有枠になります。

製品リスト

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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プレミアムレクタングル

動画配信対応開始

価格.comの各階層にインパクトのある動画広告訴求が可能です。幅広いジャンルの購入潜在層が訪れます。
視認性が高いファーストビューでの訴求により、広告の認知・理解促進・高いレスポンスを期待できます。

メニュー

PC版 価格.com トッププレミアムレクタングル動画バナー

配信数/料金

200,000imp〜 (@ 2.5円)

掲載期間

1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

メニュー

PC版 価格.com カテゴリトップレクタングル動画バナー

配信数/料金

営業担当までお問い合わせください（@ 2.5円）

掲載期間

1週間・1ヶ月 (期間保証)
※掲載期間はカテゴリにより異なります。

メニュー

PC版 価格.com 製品カテゴリ レクタングル動画バナー

配信数/料金

営業担当までお問い合わせください（@ 2.5円）

掲載期間

1週間・1ヶ月 (期間保証)
※掲載期間はカテゴリにより異なります。

レポート内容

日別（imp数、CL数、CTR、再生開始数、再生完了数、再生完了率）

原稿規定

①動画素材 30秒以内
mp4・mov/20MB以内
入稿サイズ 1920x1080(16:9)
②静止画素材
GIF,JPG,PNG/150KB以内
入稿サイズ 300x80

入稿期限

配信開始８営業日前の17:00まで

※レクタングルの上部に動画、下部に静止画バナーが表示されます。

※動画素材は30秒までとさせていただきます。
※動画の音声はデフォルトでOFFとさせていただきます。
※動画再生中に静止画バナー、もしくは動画をタップするとLPに遷移します。
※動画の再生が完了すると「詳しく見る」「もう一度再生する」が表示されます。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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製品カテゴリ ネイティブ広告
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にインフィード形のネイティブ広告です。
コンテンツエリア内の関連特集枠と同様に画像とテキストで広告表示します。コンテンツエリアとの一体化でユーザーに対して、よ
り自然に情報提供をいたします。

スーパーバナー

プレミアム
レクタングル
ネイティブ広告

メニュー

製品カテゴリネイティブ広告

配信数/料金

営業担当までお問い合わせください (@1.2/0.8/0.4円)

掲載期間

1ヶ月間(期間保証)

枠数

1枠/1社(貼り付け)またはローテーション

原稿規定

画像：サイズ：ヨコ64×タテ64pix
※ 入稿サイズは170x170pix（1：1）まで可能
ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内
テキスト：タイトル: 全角21字以内 本文:全角38字以内
※ 機種依存文字は使用できません。

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

製品カテゴリ ネイティブ広告 掲載イメージ

64x64
pix

■表示サイズ
画像 : 64 x64 pix

トップページ

カテゴリトップ

製品カテゴリ

タイトル : 全角21文字 本文 : 全角38文字

製品リスト

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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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。
検索エンジンからの遷移
（外部流入）

価格.com

で検索

第1階層 価格.com トップページへ

メニュー

価格.com 製品リスト スーパーバナー

パソコン

で検索

第2階層 価格.com カテゴリトップへ

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)

ノートパソコン

で検索

第3階層 価格.com 製品カテゴリトップへ

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,JPG,PNG 容量：150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

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。

価格表
スーパーバナー

ランキング

スペック検索

スーパーバナー

スーパーバナー

横断配信

トップページ

カテゴリトップ

製品カテゴリ

製品リスト

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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製品カテゴリ+製品リストスーパーバナー横断配信
PC版の製品カテゴリ、製品リスト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。
購買意欲が高く商品情報を回遊しているユーザーに幅広く配信するメニューです。
製品カテゴリページ

製品リストページ
製品カテゴリを選択したユーザーと、さらに商品やサービスに
ついて詳細を調べるユーザーに向け訴求します。

スーパーバナー

価格表
タイアップ広告枠
ネイティブ

プレミアム
レクタングル

スーパーバナー

ランキング
スーパーバナー

スペック検索
スーパーバナー

トップページ

カテゴリトップ

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

製品カテゴリ

製品リスト

Mail : ad@kakaku.com

■対象カテゴリ：
ファッション/靴・シューズ/腕時計・アクセサリー/住宅設備・リフォーム
/DIY・工具/コンタクトレンズ/ゲーム/ホビー/アウトドア/インテリア・
家具/キッチン用品/ベビー・キッズ/スポーツ/ドリンク/ビューティー・ヘル
ス/ペット/生活雑貨/
メニュー

価格.com 製品カテゴリ別スーパーバナー

配信数/料金

PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください (@ 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728×タテ90 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

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 (@ 1.2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300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

メニュー

価格.com 製品カテゴリ ネイティブ

配信数/料金

PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください (@ 1.2/0.8円)

掲載期間

1ヶ月間(期間保証)

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 (@ 0.8円)

掲載期間

1ヶ月間(期間保証)

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

※プレミアレクタングル・ネイティブ・タイアップ広告枠は製品カテゴリページのみの掲載
です。
※掲載箇所は「製品カテゴリページ」+「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。また対象
外の商材もございますので、別紙価格表をご参照ください。

© Kakaku.com, Inc.
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製品詳細ページ アイテムビューミニバナー
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。

ミニバナー

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 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

カテゴリ×メーカー（自社）の製品ページのみ掲載可能です。
※ 一部配信できないカテゴリページがございます。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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製品詳細ページ

プロモ動画広告

製品詳細ページに訪れる購入意欲の高まったユーザーに対し、 PC,スマートフォンにプロモーション動画を配信します。
動画による使い勝手やPRで、より購入へのモチベーションを高めます。また料金は動画再生数による課金形態となります。

クリック

オーバーレイで
動画再生開始

メニュー

価格.com プロモ動画広告

配信数/料金

配信単価 @10円 予算上限設定あり

掲載期間

1ヶ月間（運用型） ※ 月末時点の配信成果数にて料金確定になります。

デバイス

PC、スマートフォン

枠数

1枠

掲載面

製品詳細ページ ※ PRする商品と、製品詳細ページは一致する必要あり

原稿規定

動画ファイル一式
形式：MP4/ファイル容量：100MB以内
縦横比：16:9

レポート

再生回数
再生完了率 (25/50/75/100％)
総再生時間
平均再生時間 ※掲載終了時に提出

入稿期限

配信開始8営業日前の17:00まで
※申込時にヒアリングシート及び動画素材を要提出

クリック
注意事項・
備考

※ネット金額

カテゴリ×メーカー（自社）の製品詳細ページのみ掲載可能です。
※ 製品バリエーションの露出に関しては担当営業までお問合せください。
配信回数は動画再生時点になります。
※ 一部配信できないカテゴリページがございます。

別ウィンドウで
動画再生開始

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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製品詳細ページ

スポンサーマッチ広告

価格.comの製品詳細ページへ、関連する製品として、広告を掲載。コンテンツと同デザインのネイティブ形式の広告フォーマッ
ト。違和感のないデザインで、高い視認性が期待できます。

ス
ク
ロ
ー
ル

メニュー

価格.com スポンサーマッチ

配信数/料金

クリック課金（入札制） 上限予算設定あり
※カテゴリによって最低入札単価は異なります。営業担当へお問合せくだ
さい。

掲載期間

1ヶ月間（運用型）※ 月末時点の配信成果数にて料金確定になります。

デバイス

PC、スマートフォン

掲載面

製品詳細ページ「この製品に関連する製品」

ターゲティ
ング項目

流通指定(直販 or 一般)
メーカー指定(自社 or 他社)
最安価格帯(上限･下限指定)

レポート

imp数,クリック数,CTR(日別)

入稿期限

掲載開始8営業日前17:00まで
※申込時にヒアリングシート要提出

注意事項・
備考

掲載面はリンク先の製品詳細ページと同じカテゴリになります。
掃除機など、下層カテゴリを含んで選択可能な場合があります。 リン
ク先は製品詳細ページに限ります。
掲載終了後以外のタイミングでレポートの発行をご希望の場合はご相
談ください。
ウィンドウの横幅のサイズによっては、一部の表示、またはすべてが
表示されない場合がございます。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.

47

スマートフォン版ランキングインフィード広告
スマートフォン版の各製品カテゴリのランキングページに露出を行います。コンテンツエリア内の商品と同様のレイアウトで
広告表示し、ユーザーに対し自然に情報提供をいたします。

ランキングインフィード

メニュー

スマートフォン版 ランキングインフィード広告

配信数/料金

カテゴリにより異なります。営業担当までお問合せください。

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 ※ カテゴリにより異なります。

原稿規定

対象商品詳細ページより画像・スペックを自動抽出します。

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

掲載箇所はランキング一覧の10番と11番の間に露出します。
ランキングが10位未満のカテゴリページは指定できません。

ランキングインフィード
掲載イメージ

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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PC版/スマートフォン版横断配信
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。
トップ

カテゴリトップ

製品カテゴリトップ

（第1階層）

（第2階層）

（第3階層）

スーパーバナー

スーパーバナー

スーパーバナー

メニュー

PC版横断 スーパーバナー

配信数/料金

2,000,000imp〜 (@ 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,JPG,PNG 容量：150KB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

2,000,000imp〜 (@ 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,JPG,PNG 容量：150KB以内

メニュー

スマートフォン版横断 スマートバナー

配信数/料金

2,000,000imp〜 (@ 0.5円)
5,000,000imp〜 (@ 0.4円)
10,000,000imp〜 (@ 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,JPG,PNG 容量：150KB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

配信数/料金

2,000,000imp〜 (@ 0.8円)
5,000,000imp〜 (@ 0.6円)
10,000,000imp〜 (@ 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,JPG,PNG 容量：150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

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。

横断配信

スマートバナー

スマート
レクタングル

スマートバナー

スマート
レクタングル

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.

49

6. ターゲティング広告

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.com ターゲティング広告
価格.com来訪ユーザー履歴を活用したターゲティング広告です。興味関心の強いユーザーに対するターゲティングを4つのタイ
プから配信が可能です。

月間約5,615万ユーザーが訪れる

価格.comの多様な商材レベルの履歴データを活用

価格.com サイト内ターゲティング

サイト外ネットワークターゲティング

グループサイトターゲティング

SNS指定配信ターゲティング

価格.comに再来訪した際に広告を
表示するリターゲティング広告

価格.com以外のネットワークサイト
に訪れた際に広告を表示するリター
ゲティング広告

価格.comを含むグループメディアに
訪れた際に広告を表示するリターゲ
ティング広告

価格.comユーザー及び類似ユー
ザーに対するSNS広告。
Facebook/Instagram/Twitterから
選べます。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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価格.com サイト内ターゲティング広告 / サイト外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。

価格.com サイト内ターゲティング
価格.com回遊ユーザーに向けたリターゲティング。
価格.com及び価格.comマガジンに配信されます。

■配信方法はPC/スマホ版貫き
配信対応です。より多くの配信面
にリターゲティングが可能です。

メニュー

価格.com内リターゲティング広告

配信数/料金

営業担当にご確認ください

掲載期間

1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

メニュー

価格.com内リターゲティング広告/PC版指定

配信数/料金

営業担当にご確認ください

掲載期間

1週間～1ヶ月間(インプレッション保証)

メニュー

価格.com内リターゲティング広告/スマホ版指定

配信数/料金

営業担当にご確認ください

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
（内リタゲ共通）

■バナー（必須）
サイズ：ヨコ728×タテ90（PC用）,ヨコ300×タテ250（PC用・スマホ用）,
ヨコ320×タテ50（スマホ用）, ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：各150KB以内
■ネイティブ広告（任意）
画像：サイズ：ヨコ64×タテ64pix※入稿サイズは170x170pix（1：1）まで可能
ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内
テキスト：タイトル: 全角21字以内 本文:全角38字以内

メニュー

価格.com外リターゲティング広告

配信数/料金

営業担当にご確認ください

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

サイズ：ヨコ728×タテ90 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内
サイズ：ヨコ300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

メニュー

スマートフォン版価格.com外リターゲティング広告

配信数/料金

営業担当にご確認ください

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

サイズ：ヨコ320×タテ50 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内
サイズ：ヨコ300×タテ250 ファイル形式：GIF,JPG,PNG 容量：150KB以内

サイト外ターゲティング広告
価格.comを閲覧し、他のネットワークサイトに訪問
したユーザーにリターゲティング

内リターゲティング

外リターゲティング

PC版

スマホ版

PC版

スマホ版

原稿サイズ

300×250
728×90

300×250
320×50

300×250
728×90

300×250
320×50

エリア
（都道府県IP）

〇
※ PC版指定のみ

〇

キャリア

〇

OS

〇

〇

配信面

価格.com PC版
/スマホ版

配信面

価格.com PC版

(@ 0.7円)

(@ 0.7円)
配信面

価格.com スマホ版

(@ 0.6円) ※ネット料金
配信面

ネットワーク

(@ 0.6円) ※ネット料金
配信面

ネットワーク

〇

性別

〇

〇

年齢

〇

〇

※OS :iOS/Android ※キャリア：docomo/au/softbank
※年齢：18-24才/25-34才/35-44才/45-54才/55-64才/65才以上

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

OS

(@ 0.6円)

Mail : ad@kakaku.com

注意事項・
備考

※価格.com内リターゲティング広告は複数サイズのクリエイティブを最適化配信いたします。
配信は価格.com及び価格.comマガジンに配信されます。
※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。
※受注impに満たない場合は、配信期間延長または期間終了時点の配信数清算とさせていただきます。
※リターゲティング広告は、弊社に加えて、外部の企業様の掲載可否確認がございます。クリエイティブやランディン
グページなどの状況によっては、配信を配信することができない場合がございます。予めご了承ください。
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Run of kakakucom

（カカクコムグループサイト配信）

カカクコムグループの多様なジャンルをすべて使い、グループサイトのPC/スマホにランダム配信。
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。カカクコムグループ力を最大限に活用できます。
掲載メディア

閲覧履歴

行動履歴
オーディエンス
データ
蓄積

全配信/
オーディエンス
配信

アドサーバーと連携

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。

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。

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。

メニュー

Run of kakakucom

配信形式

①PC版/スマホ版全配信
②PC版/スマホ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 ファイル形式:GIF,JPG,PNG 150KB以内
ヨコ300xタテ250 ファイル形式:GIF,JPG,PNG 150KB以内
【スマホ版】
ヨコ320xタテ50 ファイル形式:GIF,JPG,PNG 150KB以内
ヨコ300xタテ250 ファイル形式:GIF,JPG,PNG 150KB以内

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

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。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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Run of kakakucom

主な配信サイト

購買支援サイト

写真共有サイト

不動産住宅情報サイト

価格.com

PHOTOHITO

スマイティ

http://kakaku.com/

https://photohito.com/

https://sumaity.com/

ランキングとクチコミのグルメサイト

クルマ好きなら毎日見てる

総合映画情報サイト

食べログ

webCG

映画.com

https://tabelog.com/

http://www.webcg.net/

https://eiga.com/

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

アニメ＆アキバ情報サイト

アキバ総研
https://akiba-souken.com/
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価格.com外リターゲティング広告(SNS指定配信)
世界最大のソーシャルメディア 「Facebook」 「Instagram」「Twitter」 「LINE」 「SmartNews」で、「カカクコムグループ
オーディエンス」を活用。商品の閲覧履歴などの独自のオーディエンスデータを利用したターゲティング配信が可能です。

Facebook

オーディエンスデータ

Instagram
Twitter
インポート
行動履歴
オーディエンスデータ
蓄積

※拡張あり

LINE
SmartNews
配信は最適化運用

タイアップページへ誘導

注意事項
※出稿最低金額は、Facebook&Instagram指定なし配信または各サイト指定配信で500,000円（税抜き）以上となります。
※オーディエンスデータによっては、ユーザー数不足のため配信できない場合がございます。
※各社により掲載規約や仕様変更が生じる場合がございます。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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価格.com外リターゲティング広告(Facebook指定配信)
Facebook

Facebook 配信イメージ

メニュー

価格.com外リターゲティング広告(Facebook指定配信)

配信面

Facebookニュースフィード広告 PC/スマホ

最低申込金額

500,000円〜 ※グロス料金 変動CPM

掲載期間

1ヶ月以内

入稿素材

Facebookニュースフィード広告
推奨画像サイズ: 1,200 x 628ピクセル ファイル形式:JPG,PNG
画像アスペクト比: 1.91: 1 （画像内のテキスト・ロゴ占有率は20％以
内）
テキスト: 最大90文字以内（推奨50～60文字程度）
見出し: 25文字以内
リンクの説明: 30文字以内（スマホ版は入稿任意）

入稿本数

上限2本

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

※ 申込金額を上限として、配信終了時点で消化した金額を請求させて
いただきます。
※ 本商品は弊社にて広告掲載・運用を行い、掲載結果についてはレ
ポーティングにて報告致します。
※ オーディエンスデータは、独自のロジックによって拡張し、配信致します。
※ 掲載内容はFacebook広告規定に準じます。またFacebook側の仕
様変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
※出稿最低金額は、Facebook&Instagram指定なし配信または指
定配信で500,000円以上となります。
※オーディエンスデータによっては、ユーザー数不足のため配信できない場
合がございます。
※本商品は、カカクコムグループのタイアップページへの誘導に限り、ご出
稿可能な商品となります。

■テキストエリア
利用環境によって表示文字
数が異なります。「・・・続き
を読む」で表示できます。

■画像エリア
画像内のテキスト・ロゴ占有
率は20％以内

■見出しエリア
■リンクの説明
スマホ版は表示文字数が変
わります。
※Facebookニュースフィード広告 PC版掲載イメージ
※表示デザインはユーザーの利用環境により異なります。またFacebook仕様によりデザイン変更になる場合がございます。

Facebook ユーザーデータ
月間アクティブユーザー：2,600万人、
※2019年4月時点（日本国内の数字）

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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価格.com外/リターゲティング広告(Instagram指定配信)
Instagram

Instagram 配信イメージ

■画像エリア

メニュー

価格.com外リターゲティング広告(Instagram指定配信)

配信面

Instagramニュースフィード広告 PC/スマホ

最低申込金額

500,000円〜 ※グロス料金 変動CPM

掲載期間

1ヶ月以内

入稿素材

Instagramニュースフィード広告
推奨画像サイズ:600 x 600ピクセル（画像内のテキスト・ロゴ占有率は
20％以内）
ファイル形式:JPG,PNG
画像アスペクト比:1:1
テキスト:最大90文字以内

入稿本数

上限2本

入稿期限

配信開始5営業日前17:00まで

注意事項・
備考

※ 申込金額を上限として、配信終了時点で消化した金額を請求させて
いただきます。
※本商品は弊社にて広告掲載・運用を行い、掲載結果についてはレ
ポーティングにて
報告致します。
※ オーディエンスデータは、独自のロジックによって拡張し、配信致します。
※ 掲載内容はInstagram広告規定に準じます。またInstagram側の仕
様変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
※ 出稿最低金額は、Facebook&Instagram指定なし配信または指定
配信で500,000円以上となります。
※ オーディエンスデータによっては、ユーザー数不足のため配信できない場
合がございます。
※ 本商品は、カカクコムグループのタイアップページへの誘導に限り、ご出
稿可能な商品となります。

画像内のテキスト・ロゴ占有
率は20％以内

■テキストエリア
利用環境によって表示文字
数が異なります。「・・・続き
を読む」で表示できます。
※Instagramニュースフィード広告 掲載イメージ
※表示デザインはユーザーの利用環境により異なります。またInstagram仕様によりデザイン変更になる場合がございます。

Instagram ユーザーデータ
月間アクティブユーザー：3,300万人（2019年3月時点）

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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価格.com外/リターゲティング広告(Twitter指定配信)
Twitter

Twitter 配信イメージ

メニュー

価格.com外リターゲティング広告(Twitterプロモツイート)

配信面

Twitter PC/スマホ

最低申込金額

500,000円〜 ※グロス料金 変動CPM

掲載期間

1ヶ月以内

入稿素材

【ウェブサイトカード】
・テキスト
ツイート本文：116文字以内
ウェブサイトのタイトル：70文字（推奨30文字以内）
・画像サイズ
PC/SP共通 800 x 418ピクセル以上（横×縦）
（アスペクト比 1.91：1）
ファイルサイズ：最大3MB
ファイル形式：PNG、JPG
※ プロモビデオ（動画）等、ほかのフォーマットをご希望の場合は都度ご
相談ください。

入稿本数

上限2本

入稿期限

配信開始5営業日前17:00まで

注意事項・
備考

※ 申込金額を上限として、配信終了時点で消化した金額を請求させて
いただきます。
※ 本商品は弊社にて広告掲載・運用を行い、掲載結果についてはレ
ポーティングにて報告致します。
※ カカクコムオーディエンスデータとTwitterオーディエンスデータを掛け合わ
せて、オーディエンスを拡張して配信いたします。
※ 出稿最低金額は、で500,000円以上となります。
※ オーディエンスデータによっては、ユーザー数不足のため配信できない場
合がございます。
※ 本商品は、カカクコムグループのタイアップページへの誘導に限り、ご出
稿可能な商品となります。

■ツイート本文
116文字以内

■画像エリア

■ウェブサイトの
タイトル
利用環境によって表示文
字数が異なります。
（推奨30文字以内）
※表示デザインはユーザーの利用環境により異なります。またTwitter側の仕様によりデザイン変更になる場合がございます。
※掲載内容はTwitter広告規定に準じます。

Twitter ユーザーデータ
月間アクティブユーザー：3.3億（グローバル）、4,500万人（日本）
※2017年10月時点

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.com外リターゲティング広告(LINE指定配信)
LINE Ads Platform 配信イメージ
メニュー

価格.com外リターゲティング広告(LINE Ads Platform指定配信)

配信面

LINEのタイムライン、LINE NEWS、LINEマンガ、 LINE BLOG、
LINE ポイント、アイコン+テキスト ※ 全てスマホ面となります。

最低申込金額

500,000円〜 ※ グロス料金 変動CPC

掲載期間

1ヶ月以内

入稿素材

LINE Ads Platform
推奨画像サイズ:
①1,200 x 628ピクセル(画像アスペクト比: 1.9: 1)
②1,080 x 1,080(画像アスペクト比: 1:1）
※画像内のテキスト・ロゴ占有率は20％以内
ファイル形式:JPG,PNG
テキスト: 最大75文字以内
見出し: 20文字以内

入稿本数

上限2本

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

※申込金額を上限として、配信終了時点で消化した金額を請求させていた
だきます。
※本商品は弊社にて広告掲載・運用を行い、掲載結果についてはレポーティ
ングにて報告致します。
※オーディエンスデータは、独自のロジックによって拡張し、配信致します。
※掲載内容はLINE Ads Platform広告規定に準じます。またLINE Ads
Platform側の仕様変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
※LINEのタイムライン、LINE NEWS、LINEマンガ、 LINE BLOG、LINE ポイン
ト何れかの配信面の指定または除外は出来かねます。
※オーディエンスデータによっては、ユーザー数不足のため配信できない場合が
ございます。

■画像エリア
画像内のテキスト・ロゴ占
有率は20％以内

■見出しエリア
配信面によって表示文字数
が異なります。

■テキストエリア
配信面によって表示されな

いこともあります。
※LINEのタイムライン広告掲載イメージ
※表示デザインはユーザーの利用環境により異なります。またLINE Ads Platform仕様によりデザイン変更になる場合がございます。

LINE ユーザーデータ
月間アクティブユーザー：8,000万人

※2019年4月時点

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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価格.com外リターゲティング広告(SmartNews Standard Ads指定配信)
月間アクティブユーザー約1,000万以上のスマートニュースに配信が可能になりました。

画像エリア
配信されるバナーの表示保証
領域は 中心から80%となりま
す。

見出しエリア
配信面によって表示されない
ことがあります。

メニュー

価格.com外リターゲティング広告(SmartNews Standard Ads指定配信)

配信面

SmartNewsおよびmixiアプリ内のフィード面と記事面

最低申込金額

500,000円〜 ※ グロス料金 変動CPC

掲載期間

1ヶ月以内

入稿素材

■画像
・アイコン： 160 × 160ピクセル（横×縦）
同じ画像で下記2サイズご用意ください
・ サイズ①： 300 × 300ピクセル（横×縦）
・ サイズ②： 1200 × 628ピクセル（横×縦）
■テキスト
・見出し：全角半角問わず10文字以上35文字以内
・説明文：全角半角問わず10文字以上90文字以内
・広告主体者名：全角半角問わず11文字以内
■URLは、スマートフォン用のものをご入稿ください
※画像2サイズ、テキスト2種類、広告主体者名、アイコン、URLの7点で1セットとなります

入稿期限

配信開始6営業日前の17:00まで

広告主主体名エリア
LPページにも表記が必要になります。

※表示デザインは掲載面により異なります。上記は一例になります。
※SmartNews Standard Ads仕様によりデザイン変更になる場合がございます。
注意事項・
備考

※申込金額を上限として、配信終了時点で消化した金額を請求させていただきます。
※本商品は弊社にて広告掲載・運用を行い、掲載結果についてはレポーティングにて報告
致します。
※オーディエンスデータは、独自のロジックによって拡張し、配信致します。
※掲載内容はSmartNews Standard Ads広告規定に準じます。またSmartNews側の仕
様変更が生じる場合がございますので、ご了承ください。
※オーディエンスデータによっては、ユーザー数不足のため配信できない場合がございます。

月間アクティブユーザー：約1,000万人以上
提携媒体社：3,000以上

※スマートニュースの掲出は、リンク先LPページに広告主表記・運営会社概要・プライバシー
ポリシーが必要となります。

※2019年4月時点

※業種・サービスによっては、ご出稿いただけない場合がございます。
事前に掲載可否確認をお願い致します。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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60

7. インフィード広告

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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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

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

1枠/1社(貼り付け)

原稿規定

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。

メーカーセレクトアイテム

注意事項・
備考

メーカーセレクトアイテム 掲載イメージ

【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。
スマートフォン・携帯電話カテゴリは機種詳細ページへのリンクになります。
【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。
【掲載条件】
カテゴリ×メーカー（自社）のみ掲載可能です。
※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 ）

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com

© Kakaku.com, Inc.
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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。

スマート
メーカーセレクト

スマートメーカーセレクト
掲載イメージ

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

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

1枠/1社(貼り付け)

原稿規定

全角40字以内

注意事項・
備考

【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。
スマートフォン・携帯電話カテゴリは機種詳細ページへのリンクになります。
【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。
【掲載条件】
カテゴリ×メーカー（自社）のみ掲載可能です。
※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 ）

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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自動車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のデザイナーが作成します。
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。

注意事項・
備考

【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。
【掲載条件】
カテゴリ×メーカー（自社）のみ掲載可能です。

メーカーセレクトアイテム

メーカーセレクト
アイテム

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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トップメーカーセレクトアイテム
価格.comのトップ面にメーカーセレクトアイテムを新しく設置いたしました。注目の高いトップ面
から製品詳細ページへのダイレクトな誘導で商品を認知させます。

メニュー

トップメーカーセレクトアイテム

配信数/料金

200,000imp~ （@1.5円）

掲載期間

1日～1ヶ月間 (インプレッション保証）

枠数

ローテーション
PC版トップページ

■文字数
原稿規定

メーカー名：26バイト（全角13文字）
商品名：44バイト （全角22文字）

■広告枠サイズ

横 300ピクセル × 縦 108ピクセル
※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。
申し込み

注意事項・
備考

掲載開始5営業日前 17:00まで

【リンク先】
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。
【掲載条件】
メーカー（自社）のみ掲載可能です。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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8. テキスト広告/メール広告

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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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。

メニュー

価格.com 全ジャンル配信テキスト

配信数/料金

PC版価格.com広告料金一覧 をご参照ください (@ 0.01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

テキスト(全角28文字x1行) ※ 機種依存文字は 使用できません。

入稿期限

配信開始5営業日前の17:00まで

注意事項・
備考

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。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日

Mail : ad@kakaku.com
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メールマガジン
価格.comのメールマガジン。新着コンテンツ情報や、人気製品ランキングなど、ユーザーが受け取って得をする情報を毎週1回
配信します。
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

PC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

毎週金曜日予定
※ 配信日により配信曜日が異なる場合がありますので、担当へご確認ください。
※ 1月3日（金）は休刊になります。

枠数

1枠/1社(貼り付け)

注意事項・
備考

※ 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。

ヘッダPR枠
（原稿タイプ①または②）

原稿タイプ
①テキスト+バナー
リンクテキスト…全角20文字×1行
テキスト原稿…全角30文字×2行
画像(静止画)…120×90px ファイル形式:GIF,JPEG,PNG 容量:10KB以内

〈掲載イメージ〉

②バナー
画像(静止画)…542×70pxファイル形式:GIF,JPG,PNG 容量:20KB以内

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日
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9. 入稿規定
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バナー広告原稿規定（静止画）
サイズ
左右×天地(pixels)

Wサイズ入稿

容量

リンク先

ファイル形式

ループ上限

フルバナー

468×60

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

スーパーバナー

728×90

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

ビルボード静止画バナー

①529x250（動画除く）
②970x250③930x250

×

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

不可

不可

不可

プレミアムレクタングル

300×250

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

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・JPG・PNG

3回

可

不可

ラージスクエア

240×240

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

レギュラースクエア

200×200

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

240×70

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

全角28文字×1行

-

-

1ヶ所

テキスト

-

-

-

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

不可

不可

不可

デバイス

PC

広告タイプ

タイルバナー
テキスト

64×64
○
タイトル: 全角21字以内 本文:全角38字
170x170以内
以内

ネイティブ
ライトスクエア

アイテムビューミニバナー

180×171

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

180×60

×

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

140ｘ830

×

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

320×50

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

スマートレクタングル

300×250

○

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

3回

可

不可

スマートビルボードバナー

320x180

〇

150KB以内

1ヶ所

GIF・JPG・PNG

不可

不可

不可

640×500(タグ作成入稿サイズ）

×

500KB以内

1ヶ所

JPG・PNG

不可

不可

不可

サイドパネル
スマートバナー
スマートフォン

アニメーショ
ALTテキスト
ン

ブランドカバー

※テキスト内の機種依存文字は 使用できません。
※上記は代表的な広告原稿規定の一覧であり、上記以外のリッチアドや動画、タイアップ広告等は各商品案内をご参照または営業担当にお問合せください。
・掲載期間 ⇒ 月契約：1日～末日 週契約：月曜日～月曜日 （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。）
・土・日、祝日及び当社休日の掲載開始及び差替えは原則不可となります。ただし、月曜始まりの週間メニューの新規掲載及び月初1日が土・日・祝日・当社休日の場合の掲載開始、差替えは除きます。
・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。ただし一部商品の入稿期限は異なりますので、各商品案内をご覧ください。
・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（差替え回数は週1回まで）
・一部メニューを除き、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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日
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【お知らせ】Better Ads Standards の当社取り組みについて

Better Ads Standards とは “ユーザーに許容されない” 広告として定められた
4種類のデスクトップ広告と8種類のモバイル広告の世界基準です。
Googleは “Better Ads Standards” に準拠していないChromeブラウザ上のウェブ広告は
表示しないことを2019年7月9日より全世界で展開するという方針を発表しました。
それに伴い許容されない広告と判断された場合、GoogleChromeで広告が表示されなくなり
ます。
当社といたしましては、上記と判断される広告商品は現在なく、開示されている条件にもとづ
いて十分な対応を行っています。
ただし、Google側の判断によることもあり、万が一表示されない場合、掲載期間の延長、別
メニューへの振り替えを基本対応とし、担当営業と調整させていただくことご理解、ご了承い
ただけますようお願いいたします。

・当社アドサーバーとして利用しているGoogleの規定によりリンク先ランディングページがポリシー違反とみなされた場合、掲載開始ができない、または予告なく掲載停止になることがあります。
・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。 ・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:毎週月曜日10時～翌週火曜日10時、1ヶ月間メニュー: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。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。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日
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広告掲載基準について
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。
11. 各種ハラスメント、ヘイトスピーチ、に該当するもの。

第1条（適用）
株式会社カカクコム広告掲載基準（以下、「本掲載基準」といいます。）は、当社の運営するウェブ

12. 名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるもの。

サイト、アプリケーション、および提携パートナーに掲載されるバナー広告をはじめ、テキスト広告、ネイ

13. 氏名、写真、談話、データ、商標など、知的財産権を侵害する態様にて使用したもの。

ティブ広告、動画広告、当社が発行する電子メールに挿入されるメール広告など、インターネットを通じ

14. 広告内容に虚偽、不正、詐欺的なものや不良商法とみなされるもの。

てユーザーに発信されるすべての広告に適用される基準となります。

15. ユーザーに誤解や不快感を与えるもの。
16. 広告サイズ、拡張子など原稿規定と相違しているもの。
17. 不正なスクリプトを使用したもの。

第2条（広告可否）
1. 当社は、本掲載基準に基づいて個別に掲載の可否を判断していますが、本掲載基準に関わらず、

18. 当社の許可のなく第三者ベンダーの配信タグを使った入稿物。

当社が不適当と判断した場合には、掲載をお断りする場合がございます。なお、当社は、掲載可

19. 当社コンテンツと誤認されるもの。

否の判断理由について回答する義務を負わないものとします。

20. 当社の許可した場合を除き、当社運営サイトのロゴ表示を使用したもの。

2. 当社の掲載の判断は、当該広告が、各種法令等に違反していないことを保証するものではござい
ません。そのため、当該広告に関する広告主様の責任を軽減するものではございません。

3. 当社は、広告主様に対して、広告の掲載前や掲載中であっても、当社の裁量により事前に通知
することなく掲載を停止させていただくことがございます。なお、その場合であっても、当社は広告主

21. 当社運営サイトと競合するサービスのもの。
22. テキスト広告・ネイティブ広告において機種依存文字を使用したもの。
23. 枠線（最小1px、背景色と異なる線色を推奨）のないバナー
24. 当社の運営を妨げるなど、当社が不適当と判断したもの。

様に責任を負わないものといたします。
4. 当社は、広告主様に対して、広告クリエイティブを含む広告内容または遷移先のページの修正、

第4条（遷移先のページの制限等）

広告に関する資料提供等を要求させていただく場合がございます。なお、当社の求めに従っていた

1. 当社の許可した場合を除き、ECサイトやECモールの単一商品への遷移先の指定はできません。

だけない場合には、本掲載基準に違反するものとして判断いたします。

2. ECサイトやECモールを遷移先とする場合、バナー等にユーザーが認識できるように、遷移先のEC

5. 当社の提携パートナー（外部ネットワーク）を利用した広告メニューの場合、当社の本掲載基準
だけではなく、提携パートナー先の広告掲載基準にも準拠いたします。

サイトやECモールの表記が必要となります。
3. 当社の広告メニューの中には、当社でバナー等のクリエイティブを制作することに限定したもの、当
社内に掲載しているタイアップページのみ遷移先ページとして指定するもの、当社内に掲載してい
る製品詳細（アイテムビュー）ページのみ遷移先ページとして指定するものがございます。

第3条（掲載禁止事項）
1. 広告主体（責任の所在）の明示がないもの、もしくは不明確なもの。
2. 広告内容が不明確なもの、もしくはわかりにくいもの、もしくは見にくいもの。

4. 広告入稿時には、遷移先ページの掲載内容とバナーをブラウザベースで確認できる状態になって
いることを原則とします。

3. 真実性に疑念が生じる可能性があるもの。

5. 遷移先ページに訴求対象となる商品およびサービスが存在しない遷移先の指定はできません。

4. 景品表示法その他の各種法令に違反する、あるいは違反する可能性があるもの。

6. 遷移先ページを開いた際に、ユーザーの意思に関係なく新規ウインドウが自動的に開かれるページ

5. 広告内容と遷移先ページの内容の整合性がとれないもの。
6. 比較または優位性を表現する際に、確実な事実の裏付けがないもの、または裏付けるデータが古
いもの、またはクリエイティブに裏付けるデータの表示がないもの。

を遷移先に指定することはできません。
7. その他、当社が別途指定する場合や、当社運営サイトの発行した当該掲載期間の媒体資料に
記載された当該広告メニュー独自の指定に準拠していただきます。

7. 広告主体とは異なる第三者が、商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現
第5条（広告掲載基準の見直し）

をする際に、確実な事実の裏付けがないもの。
8. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。

本掲載基準は、各種法令の改正、社会情勢の変化、ユーザーの意識の変化等、諸環境の変化を

9. 反社会的勢力によるものや、犯罪を肯定したり、美化したりするもの。

踏まえ、当社の裁量により必要に応じて見直しを行うものとします。

2018年7月1日 改定

10. 社会秩序、公序良俗に反する表現のもの。

適用期間 : 2020年1月1日 〜 2020年3月31日
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logly lift／コンテンツガイドライン・免責事項
コンテンツガイドライン

免責事項/その他

ログリー株式会社（以下、ログリー）が提供するネイティブ広告プラットフォーム「logly lift」では、広告配
信にご利用いただける遷移先ページのコンテンツにおける品質基準を定めております。

• お申込後のキャンセルはお受けできません
• 「弊社の原因によらない停電、天災などの不可抗力」「各通信会社、各プロバイダ会社、各データセ

ここでいうコンテンツとは、教養または娯楽に属する著作物で、受け手となる読者・ユーザーに対して価値

ンター側の都合」「その他、弊社都合以外の理由で一時的な中断を必要とした場合」以上により本

ある知識や情報、娯楽体験などを文章、 画像、動画やその組み合わせによって提供するものを指しま

サービスが適正に行われないことにより広告主様に損害が生じたとしても、弊社は一切責任を負わず、

す。

免責されるものといたします

なお、商品紹介に特化した文章、サービス案内のみで構成される文章、単純な事実を告知する文章、
目次（インデックスページ・TOPページ）などは、コンテンツとして扱っておりません。

以下に、品質基準の詳細、具体例について記します。

• 掲載開始日の18時までは掲載確認時間となりますので、一時的にリンク先に不備が発生した場合
にも補填の対象外とさせていただきます

• サービスのメンテナンスやサーバーの不具合等で掲載が中断された場合にも、6時間以内の掲載不

■広告配信にご利用いただく遷移先ページの内容が広告主体者の表記のない場合、コンテンツの品
質基準を満たしていない場合など、ログリーの裁量によって掲載を拒否する場合があります。また、

具合は補填の対象外とさせていただきます
• リンク先に不備が生じた場合は、掲載を中止させていただく場合がございます

logly liftの配信先（メディア）についても、広告掲載の可否を選択する場合があります。
■使用可能なコンテンツは、オウンドメディア、レビュー記事、記事広告、スポンサードコンテンツ、第三
者プラットフォーム（Facebook、LinkedIn、Pinterest、YouTubeなど）とし、遷移先はコンテン
ツ性の高いページに限定させていただいております。申し込み、会員登録フォーム、CTA、広告文が
ページの1st Viewに配置されている構成のページは、弊社判断で掲載不可とさせていただく場合が

ございます。
■会社概要ページ、リンク集、商品ページ、事実だけを紹介するページ、訪問者をミスリードする構成
のページなどは、コンテンツとして認められません。このほか、ポップアップ広告、テイクオーバー広告、コ
ンテンツを覆う機能などを有するページ、イグジットポップアップ、アフィリエイトリンクは、コンテンツとして

認められません。
■遷移先に広告主体者表記やPR表記のない記事広告やスポンサードコンテンツに関しては掲載不
可といたします。
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