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とは？ 

今までにない         ご当地情報サイトです。 まったく新しい 

  読者が住んでいる都道府県のページを、自動表示 

ジェイ・キャストの特許技術を使用 

  47都道府県ごとに、その地域にぴったりの広告が打てる 

47都道府県 

 ローカルな話題を面白く、わかりやすく、全国に伝えるメディア 
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 Jタウンネットとは？ 

■トップページ 【47都道府県別】 （例：福岡県） 
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レクタングル 
広告 

スーパーバナー 

・47都道府県ごとの地域サイト 

・読者がいる都道府県のトップページを 
 自動表示 

記事も広告も、地域に密着。 

出したい地域に、出したい情報を 
ピンポイントで届けられる 

新商品の発売、新店舗のオープンなど 

「企業のニュース」＝「地域のニュース」
として、読者に届けられる 

J-CASTニュース 
（月間ユニークユーザー 

1200万人） 

東京ﾊﾞｰｹﾞﾝﾏﾆｱ 
（女性のための 

ショッピング情報サイト） 

読
者
が
流
入 

記
事
や
コ
ー
ナ
ー
に
飛
ぶ 

IPアドレスにより、ユーザーの地域を 
判定。（ジェイ・キャストの特許技術） 

７つのカテゴリーで情報提供 

主なコンテンツ配信先 

2015年4-6月版 
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想定読者 

家族ぐるみで地域に密着 

30代～40代の 
ファミリー層 

レジャーやお出かけが好き！ 

アクティブシニア 

リアルで役立つ 
地域情報を必要としている人々 

●各県・地域別PV割合                      2015年1月現在 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 

地域 都道府県 割合（％） 地域 都道府県 割合（％） 

北海道 北海道 1.83% 1.83% 

近畿 

滋賀県 1.54% 

13.4% 

東北 

青森県 0.91% 

3.4% 

京都府 2.43% 

岩手県 0.44% 大阪府 6.67% 

宮城県 0.97% 兵庫県 1.99% 

秋田県 0.31% 奈良県 0.35% 

山形県 0.28% 和歌山県 0.46% 

福島県 0.45% 

中国 

鳥取県 0.24% 

9.1% 

関東 

茨城県 1.71% 

54.2% 

島根県 0.56% 

栃木県 1.53% 岡山県 6.79% 

群馬県 1.75% 広島県 0.98% 

埼玉県 2.76% 山口県 0.55% 

千葉県 1.86% 

四国 

徳島県 1.42% 

3.0% 

東京都 42.05% 香川県 0.78% 

神奈川県 2.51% 愛媛県 0.35% 

中部・ 
甲信越 

新潟県 0.74% 

8.5% 

高知県 0.43% 

富山県 0.85% 

九州・ 
沖縄 

福岡県 3.02% 

6.6% 

石川県 0.42% 佐賀県 0.32% 

福井県 0.23% 長崎県 0.58% 

山梨県 0.47% 熊本県 0.53% 

長野県 0.49% 大分県 0.20% 

岐阜県 1.00% 宮崎県 0.45% 

静岡県 0.83% 鹿児島県 0.38% 

愛知県 3.16% 沖縄県 1.15% 

三重県 0.27% 

月間  
600万ＰＶ・100万ＵV 

2015年4-6月版 
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カテゴリー 広告の種類 

標準メニュー 

スーパーバナー 

レクタングル 

テキスト広告 

 
 
オリジナルメニュー 

 

名刺型バナー広告 

記事体広告 

■Jタウンネット 単独広告 

■ジェイ・キャスト ３媒体セット 

広告メニュー 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 
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■記事ページ （掲載イメージ） 
■トップページ（掲載イメージ） ■カテゴリーページ 及び 

 サブカテゴリーページ（掲載イメージ） 

パソコン｜ バナー広告 ／ テキスト広告 

種類 スーパーバナー レクタングル広告 テキスト広告 

掲載面 トップページ、各カテゴリーページ、記事ページ 記事ページ 

掲載期間 1ヵ月 

掲載サイズ 728×90（50KB以内） 300×250（50KB以内） 全角30文字以内 

枠数 1枠 2枠 2枠 （1行×２） 

リンク先URL １ヵ所  （なしでも可） 

※スーパーバナー、レクタングル広告は 
 PC、タブレットのみ対応 
※テキスト広告は、PC、タブレット、スマートフォン対
応 

レクタ 
ングル 
広告 

レクタ 
ングル 
広告 

スーパーバナー 

レクタ 
ングル 
広告 

レクタ 
ングル 
広告 

スーパーバナー 

テキスト広告（記事上・1行×２枠） 

レクタ 
ングル 
広告 

レクタ 
ングル 
広告 

スーパーバナー 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 



8 

パソコン｜ バナー広告／テキスト広告---料金表 

都道府県 
レクタングル 

広告 
スーパーバナー 

テキスト 
広告 

北海道 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

青森 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

岩手 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

宮城 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

秋田 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

山形 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

福島 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

新潟 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

茨城 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

栃木 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

群馬 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

埼玉 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

千葉 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

東京 ¥80,000 ¥130,000 ¥65,000 

神奈川 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

山梨 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

長野 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

富山 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

石川 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

福井 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

岐阜 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

静岡 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

愛知 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

都道府県 
レクタングル 

広告 
スーパーバナー 

テキスト 
広告 

三重 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

滋賀 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

京都 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

大阪 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

兵庫 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

奈良 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

和歌山 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

鳥取 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

島根 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

岡山 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

広島 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

山口 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

徳島 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

香川 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

愛媛 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

高知 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

福岡 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

佐賀 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

長崎 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

熊本 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

大分 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

宮崎 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

鹿児島 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

沖縄 ¥20,000 ¥30,000 ¥10,000 

 ■掲載期間：１ヵ月  ■料金：1枠単位 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 



9 

パソコン｜ 記事体広告 

バナー 

記事ページには 
リターゲティングタグを設置できます 

記事下には 
ECサイトなどへのバナー設置が可能です 

記事内には画像を多数掲載できます 
（最低1枚は画像を掲載させていただきます） 

※イメージです 

 配信は、ご希望のエリア（地域単位、1県単位）を 
 お選びいただけます。 

編集部記者が直接現地を取材。オーダーメイドの記事体広告です。 

プラン 価格 

記事体広告（現地取材あり） 300,000円 

★取材場所が首都圏以外の場合は、日当・交通費・宿泊費を
別途ご用意ください 

■原則、無期限掲載です。（事情により、将来変わる場合もあります） 

■写真（400px× 400px以上）1点をご提供ください。 
■記事のボリューム＝1200字前後です。 

■動画オプション（30万円～）もあります。 
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パソコン｜ 記事体広告 

■商品紹介タイプ 

お送りいただいた商品や資料を基に 
記事風の広告を作成します。 

■店舗、施設紹介タイプ 

※イメージです 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 

※イメージです 

※イメージです 

2015年4-6月版 

情報量が少ないバナー広告と違い、記事と同じ体裁の広告のため、文章と画像で商品やサービスの中身を
しっかり伝えることができます 
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パソコン｜ 記事体広告---誘導プラン 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 

AD 

AD 

トップページの「記事一覧」・ 
「注目情報」から誘導 

【オプションプラン】 
「Ｊ－ＣＡＳＴニュース」から誘導 



取材動画の 
二次利用OK 
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オプションプラン 「局アナ動画」 

元・局アナに 
よる取材 

・Webに限らず、幅広い用途で動画を使用できます 
・地方局経験者ならではの地元密着型取材ができます 
・野菜ソムリエや調理師免許を持った「ベジアナ」等に 
 よる生産農家取材もできます 

1～2分程度の 
見やすいサイズ 

プロが手掛ける 
のに低コスト 

タイプ 価格 

アナウンサー1名取材（顔出しなし） 300,000円  

アナウンサー1名取材（顔出しあり） 
（利用期限：2年間） 350,000円 

★記事への動画設置作業（50,000円）はサービス 

ｲﾍﾞﾝﾄ紹介 商品紹介 ｸﾞﾙﾒ取材 

動画 

♪ 北海道
でも珍しい 

赤しまエビ
です 

♪ 生産農家
さんの事がわ
かると安心し
ますよね 

「情報番組で取り上げられたみたい！」 

「テレビニュースの取材にしか見えない！」 

など、クオリティに驚きと喜びの声！ 

すべての記事に【動画】がつけられます! 

貴社HPへの掲
載や取引先へ
の配布も！ 

動画事例は以下ご覧ください！ 
http://j-town.net/gourmet/topics/010011.html 
 

訴求力 
バツグン 

2015年4-6月版 

http://bg-mania.jp/2013/09/24102821.html
http://j-town.net/gourmet/topics/010011.html
http://j-town.net/gourmet/topics/010011.html
http://j-town.net/gourmet/topics/010011.html
http://j-town.net/gourmet/topics/010011.html
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記事体広告プラン 「Jタウン研究所」アンケート付き記事 

タイプ 価格 

「Jタウン研究所」アンケート 500,000円  

★記事は「投票受付」と「結果発表」の2本に分かれます 

●全国の総数 
●地域別分布図 
●都道府県別のアンケート結果 
などに集計できます 

投票受付 結果発表 
J-CASTが特許を持つ 
エリアターゲティング技術を活用した 
地域別アンケート 
 
回答者は答えを一つ選択するだけ 
アクセス地域の情報を元に回答を都道府県別
に振り分けることができます。 

「おしるこは、粒あん？こしあん？」 
など食文化に関する質問や、 
「寝る時に「豆電球」点けますか？」 
といった、生活に関する話題などを取り上げる 
Jタウンネットの人気コーナーです。 

2015年4-6月版 
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パソコン｜ おくやみ広告 

エリア  定価 

東京 50,000円 

神奈川・千葉・埼玉・ 
愛知・大阪・福岡 

30,000円 

その他の道府県 20,000円 

訃報・お悔み広告の総合サイト「おくやみナビ.com」（株式会社 内藤一水社が運営）と提携。 
Jタウンネット上に、お悔み広告を掲載します。 

形  式 自由／文字数制限なし 

掲載期間 最大1ヵ月 

表  示 最大3件のローテーション 

その他 
特徴 

■告別式会場サイトへのリンク 

告別式会場がホームページをお持ちの
場合、そちらへリンクすることで、会場に
関する問い合わせを誘導することがで
きます。 
 
■告別式会場の地図掲載 

告別式会場までの地図を掲載すること
も可能です。 
 
■企業サイトへのリンク 

社葬・合同葬などの場合、企業サイトの
指定されたページへリンクすることで、
企業アピールだけでなく、後任などの情
報を発信することもできます。 

都道府県サイト 
右カラム黒枠広告 

詳細ページ 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 



47都道府県別 ご当地情報サイト 
（地元のファミリー層・アクティブシニア層にアピールします） 

読者流入 読者流入 

オピニオンリーダーに人気の 
日刊ニュースサイト 

 
ページビュー8500万/月 
訪問者数1200万人/月 

（首都圏のビジネスパーソンを 
中心に全国の知的エリート層に 

アピールします） 

女性向け お得情報満載サイト 
 

ページビュー500万/月 
訪問者数130万人/月 
（首都圏を中心に、 

全国の30～40代女性層に 
アピールします） 

15 

ジェイ・キャスト ３媒体セット 

より幅広いターゲットに訴求できる 
お得なセットプランです。 

スーパーバナー 

レクタングル
広告 

スーパーバナー 

レクタングル 
広告 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 
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ジェイ・キャスト ３媒体セット｜スーパーバナー ---料金表 

都道府県 想定imp数 掲載料金 
エリアセット 

地域 掲載料金 

北海道 190,000 ¥180,000 北海道 ¥180,000 

青森 33,000 ¥60,000 

東北 ¥380,000 

岩手 33,000 ¥60,000 

宮城 93,000 ¥90,000 

秋田 38,000 ¥65,000 

山形 30,000 ¥60,000 

福島 59,000 ¥75,000 

茨城 100,000 ¥90,000 

北関東 ¥220,000 栃木 60,000 ¥75,000 

群馬 60,000 ¥75,000 

埼玉 270,000 ¥180,000 

南関東 ¥580,000 千葉 200,000 ¥180,000 

神奈川 480,000 ¥250,000 

東京 4,500,000 ¥1,500,000 東京 ¥1,500,000 

山梨 30,000 ¥60,000 

甲信越 ¥200,000 長野 80,000 ¥80,000 

新潟 80,000 ¥80,000 

富山 45,000 ¥65,000 

北陸 ¥170,000 石川 50,000 ¥65,000 

福井 38,000 ¥60,000 

岐阜 60,000 ¥75,000 

中部・東海 ¥480,000 
静岡 150,000 ¥110,000 

愛知 420,000 ¥250,000 

三重 59,000 ¥75,000 

都道府県 想定imp数 掲載料金 
エリアセット 

地域 掲載料金 

滋賀 67,000 ¥75,000 

近畿 ¥800,000 

京都 145,000 ¥110,000 

大阪 700,000 ¥340,000 

兵庫 200,000 ¥180,000 

奈良 46,000 ¥65,000 

和歌山 30,000 ¥60,000 

鳥取 18,000 ¥50,000 

中国 ¥310,000 

島根 18,000 ¥60,000 

岡山 65,000 ¥75,000 

広島 115,000 ¥90,000 

山口 40,000 ¥65,000 

徳島 30,000 ¥60,000 

四国 ¥220,000 
香川 30,000 ¥60,000 

愛媛 48,000 ¥65,000 

高知 23,000 ¥60,000 

福岡 230,000 ¥180,000 

九州・沖縄 ¥580,000 

佐賀 18,000 ¥50,000 

長崎 40,000 ¥65,000 

熊本 46,000 ¥65,000 

大分 40,000 ¥65,000 

宮崎 30,000 ¥60,000 

鹿児島 41,000 ¥65,000 

沖縄 40,000 ¥65,000 

■J-CASTニュース（記事ページ）、東京ﾊﾞｰｹﾞﾝﾏﾆｱ（記事ページ）、Jタウンネット（トップページ、カテゴリーページ、記事ページ） 
■掲載期間：1ヵ月  ■料金：1枠単位 

※掲載は、平日昼12時～となります 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 
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ジェイ・キャスト ３媒体セット｜レクタングル ---料金表 

都道府県 想定imp数 掲載料金 
エリアセット 

地域 掲載料金 

北海道 125,000 ¥120,000 北海道 ¥120,000 

青森 22,000 ¥40,000 

東北 ¥250,000 

岩手 22,000 ¥40,000 

宮城 65,000 ¥60,000 

秋田 25,000 ¥45,000 

山形 20,000 ¥40,000 

福島 40,000 ¥50,000 

茨城 65,000 ¥60,000 

北関東 ¥150,000 栃木 40,000 ¥50,000 

群馬 40,000 ¥50,000 

埼玉 180,000 ¥120,000 

南関東 ¥400,000 千葉 125,000 ¥120,000 

神奈川 300,000 ¥170,000 

東京 3,000,000 ¥1,000,000 東京 ¥1,000,000 

山梨 20,000 ¥40,000 

甲信越 ¥130,000 長野 55,000 ¥55,000 

新潟 55,000 ¥55,000 

富山 30,000 ¥45,000 

北陸 ¥120,000 石川 33,000 ¥45,000 

福井 22,000 ¥40,000 

岐阜 40,000 ¥50,000 

中部・東海 ¥320,000 
静岡 100,000 ¥75,000 

愛知 280,000 ¥170,000 

三重 40,000 ¥50,000 

都道府県 想定imp数 掲載料金 
エリアセット 

地域 掲載料金 

滋賀 45,000 ¥50,000 

近畿 ¥550,000 

京都 95,000 ¥75,000 

大阪 450,000 ¥230,000 

兵庫 140,000 ¥120,000 

奈良 30,000 ¥45,000 

和歌山 20,000 ¥40,000 

鳥取 12,000 ¥35,000 

中国 ¥210,000 

島根 12,000 ¥40,000 

岡山 45,000 ¥50,000 

広島 75,000 ¥60,000 

山口 25,000 ¥45,000 

徳島 20,000 ¥40,000 

四国 ¥110,000 
香川 20,000 ¥40,000 

愛媛 30,000 ¥45,000 

高知 15,000 ¥40,000 

福岡 150,000 ¥120,000 

九州・沖縄 ¥400,000 

佐賀 12,000 ¥35,000 

長崎 25,000 ¥45,000 

熊本 30,000 ¥45,000 

大分 25,000 ¥45,000 

宮崎 20,000 ¥40,000 

鹿児島 28,000 ¥45,000 

沖縄 25,000 ¥45,000 

■J-CASTニュース（記事ページ）、東京ﾊﾞｰｹﾞﾝﾏﾆｱ（記事ページ）、Jタウンネット（トップページ、カテゴリーページ、記事ページ） 
■掲載期間：1ヵ月  ■料金：1枠単位 

※掲載は、平日昼12時～となります 

Copyright (c) J-CAST Co., Ltd. 2015. All rights reserved. 2015年4-6月版 



ユーザーが住んでいる 

都道府県のトップページを 

自動表示 

ユーザーがアクセスしている都道府県を自動判別。 
ユーザーは自分で設定をする必要がありません。 

北海道のユーザー 

IPアドレス 
 
 
 
  地域名 

IPアドレスデータベース 

地域を問合せ 

変
換 

IPアドレス 
（223.218.214.143） 
は、どこの地域？ 

大阪のユーザー 

【Jタウンネット】に 
アクセス 

【北海道】 

【大阪】 

都道府県を判定 
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パソコンに対応 

エリアターゲティングのしくみ 

ジェイ・キャストの特許技術を使用 
ユーザーに割り当てられたIPアドレスによって 

地域を判別します。 
 

エリアターゲティング特許（特許第3254422号） 
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①特許第３２５４４２２号  出願：１９９８年６月２６日  登録：２００１年１１月２２日 

「ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置」 
・アクセスポイントがユーザー端末に割り当てたＩＰアドレスと、アクセスポイントに対応する地域とのＤＢをもちいて、その地域に則したウェブ情報を配信する。 
・アクセスポイントの電話番号と、アクセスポイントに対応する地域とのＤＢをもちいて、その地域に則したウェブ情報を配信する。 
・ユーザーの電話番号・郵便番号と、それらに対応する地域とのＤＢをもちいて、その地域に則したウェブ情報を配信する。 

②特許第４０１８３２２号  出願：２０００年６月８日  登録：２００７年９月２８日 

「文書情報分類／配信システム及び方法」 

③特許第４１０１３９４号  出願：１９９９年５月２０日  登録：２００８年３月２８日 

「ウェブ情報提供方法およびウェブサーバ」 
携帯電話から利用するインターネットにおいて、端末に割り当てられるIPアドレスや基地局のID情報から、端末の接続されている基地局を判別し、その基地局
が属する地域に対応したコンテンツを送信する。 

文書情報に含まれる地理的な位置情報に基づいて、その文書情報を分類・保管し、また、その分類に基づいて特定地域に関連する情報を特定地域のユー
ザーに配信する。 

個人情報の保護について 

2000年4月から6月まで郵政省のもと、次世代インターネットゾーン推進協議会の研究部会の活動として実証実験を実施。
J-CASTが保有する特許を使ったエリア・ターゲティングシステムは、個人情報保護に関して、プライバシーを侵害しないと高
い評価を得ました。 
個人を特定する情報を収集しない点が大きな特長です。 

ジェイ・キャストが保有するエリアターゲティング関連特許 

※中国と台湾においても、同様のエリアターゲティング関連特許を取得しています。 

エリアターゲティング特許とは 

19 
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自動的にユーザーの都道府県の立候補者が表示される 

エリアターゲティング特許｜活用事例 

20 

◆ロッテ：コアラのマーチの天気予報 ◆衆議院選挙   

＜岩手＞ ＜大阪＞ 

自動的にユーザーの都道府県の天気予報が表示される 
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広告掲載に 
ついて 

①バナー素材の入稿は掲載日の５営業日前までにお願いし
ます。 

②タイアップ記事、タイアップ企画広告の掲載日については、
別途ご相談ください。 

③お申し込みいただいた広告の掲載の可否につきましては弊
社にて決定させていただきます。弊社では以下の「掲載を禁
止する情報」に該当すると判断した場合、または掲載が不適
当であると判断した場合は、広告の掲載をお断りさせていただ
くことがあります。また、審査の結果によっては広告の修正をお
願いすることがありますので、併せてご了承下さい。 

 ■明らかに他人の権利を侵害すると認められるもの。 

 ■明らかに法令に違反するもの。 

 ■わいせつ、暴力など、明らかに公序良俗に反すると認めら
れるもの。 

 ■その他弊社が不適切と判断するもの。 

広告内容およびリンク先サイト内での全ての情報・表現に関
する一切の責任は広告主が負うものとします。 
 

タイアップ企画広
告について 

『タイアップ企画広告』はニュースとは別の扱いであるため、当
社のニュース配信契約先には配信されません。 

キャンセルに 
ついて 

正式お申し込み後のお客様都合のキャンセルについては、下
記の通りキャンセル料金を申し受けます 
掲載開始日1ヶ月前～8日前までのキャンセル: 申込料金
の20％ 
掲載開始日7日前までのキャンセル: 申込料金の50％ 
掲載開始日前日、当日、それ以降のキャンセル: 申込料
金の100％ 
タイアップ企画など制作を含むものは、正式申込み後キャン
セル料金が100％発生いたします 

Flash素材に 
ついて 

①入稿には、.fla、.swfおよび非対応ブラウザで表示する代替
画像が必要です。 

②フレームレートは上限18とし、ループ回数１回、再生時間は
30秒以内としてください。 

 
③リンク方法は、下記にてお願いいたします。 
on (release) { 
  if ((clickTAG.substr(0, 5) == "http:") or 
(clickTAG.substr(0, 6) == "https:")) { 
    getURL(clickTAG, "_blank"); 
  } 
} 
（サンプルをお送りいたします。ご参照ください。） 

④Flash5でのパブリッシュをお願いいたします。 

⑤フォントを再現できない場合がありますので、テキストはグラフィッ
クに変換して制作してください。 

⑥ActionScript内で「RoadMovie」、「FoadVariable」、
「FSCommand」、「DuplicateMovie」コマンドは使用しないで
ください。 

⑦ムービーの背景色はご指定いただいても無効になります。 
(ムービープロパティの背景色で設定された色は反映されません。) 
背景色を指定する場合は、レイヤーにてご指定ください。 

⑧サウンド、マウスオーバー処理はお控えください。 

⑨ファイルサイズは50kb以下でお願いいたします。 
 

テキスト広告に 
ついて 

下記の表記は禁止といたします。 

①半角カナの使用 

②半角括弧類の使用 

③機種依存文字の使用 

■入稿 ■掲載・申し込み 

広告掲載基準・キャンセル規定 
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■広告 業種別掲載基準① 
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掲載基準 

  業種名 
可
否 

備考 

1 株式 ○ 
2 先物取引 ×   

3 FX △ 

日本証券業協会に加盟していることを
条件に審査する。確実に利益が出るよ
うな表現は不可。必ずリスクについて
触れているかどうかもチェックする。 

4 不動産投資 △ 不動産特定共同事業は不可とする。 

5 消費者金融 △ 

財務局長登録貸金業者であり、なおか
つ銀行や大手クレジットカード会社と提
携もしくはグループ会社であるところに
限る。 

6 クレジットカード ○ 
7 生命保険 ○ 
8 損害保険 ○ 
9 その他金融 × 
10 分譲 ○ 
11 賃貸 ○ 
12 引越し ○ 
13 リフォーム ○ 
14 リゾート ○ 
15 インテリア ○ 
16 住宅ローン ○ 
17 その他不動産 × 
18 自動車販売 ○ 
19 中古車査定 ○ 
20 免許 ○ 
21 バイク ○ 
22 その他自動車 × 
23 PCハード ○ 
24 PCソフト ○ 
25 AV・家電 ○ 
26 プロバイダ ○ 
27 ドメイン・レンタルサーバ ○ 

28 アフィリエイト △ 

日本アフィリエイト・サービス協会加
盟のアフィリエイトサービス提供社、
楽天、Yahoo!ショッピング、ビッダー
ズ、モバデパなどのショッピングサー
ビス提供社、ソニーのBLOGENT（ブ
ロジェント）など、メーカーが提供する
アフィリエイトサービスのみ。かつ、プ
ライバシーマーク、もしくはISO27001
を取得している企業に限る。 

29 コミュニティサイト △ 

プライバシーマーク、もしくは
ISO27001を取得していること。違法
行為や反社会的行為がコミュニティ
内で行われていないこと。 

30 カメラ ○ 
31 ケータイ ○   
32 その他IT・情報通信 ○ 
33 転職 △ 

全国求人情報協会正会員と賛助会
員企業。および同協会の定める求人
広告掲載基準と同程度の掲載基準
を定めている企業に限る。 

34 就職 △ 
35 派遣 △ 
36 アルバイト・パート △ 
37 起業 △ 
38 エンジニア △ 
39 その他人材 △ 風俗、マルチは不可。 

40 資格取得・スクール ○   
41 語学・留学 ○   
42 学校（高校生向け） ○   
43 こども向け教育 ○   
44 ビジネススキル ○   
45 その他資格・教育 ○ 
46 メイク・スキンケア ○   
47 ダイエット △ 
48 エステ △ 
49 美容整形 △ 

50 健康食品 △ 

日本栄養・健康食品協会に加盟して
いる会社であること、または特定保
健用食品、医薬部外品などの認可を
受けているもので、薬事法に反しな
い表現であることを条件に審査する
。 
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■広告 業種別掲載基準② 

広告掲載基準についてクライアント様に以下のように求
めています。 

お申し込みいただいた広告の掲載の可否につきましては弊社に
て決定させていただきます。弊社では以下の「掲載を禁止する
情報」に該当すると判断した場合、または掲載が不適当である
と判断した場合は、広告の掲載をお断りさせていただくことが
あります。また、審査の結果によっては広告の修正をお願いす
ることがありますので、併せてご了承下さい。 
 ①明らかに他人の権利を侵害すると認められるもの。 
 ②明らかに法令に違反するもの。 
 ③わいせつ、暴力など、明らかに公序良俗に反すると 
  認められるもの。 
 ④その他弊社が不適切と判断するもの。 
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掲載基準 

51 医療 △ 
52 視力・視覚 ○   

53 毛髪 △ 
日本毛髪行協会に加盟しており、薬事
法に反しない表現であることを条件に
審査する。 

54 その他美容・健康 △ 
55 音楽 ○   
56 映画・ドラマ ○   
57 出版・書籍 ○   

58 ゲーム △ 
賭博に該当しないこと。著しく射幸心を
あおりポイント等を購入させないこと。 

59 競馬予想 △ 

60 ギャンブル △ 
公営競技、公営くじに関しては、その
主催団体やそれに準じるところに限る
。 

61 ポイント・懸賞サイト △ 

プライバシーマーク、もしくはISO27001
を取得しており、賭博性が無いこと。ビ
ジネスモデルが明確で利用者にわか
りやすいこと。 

62 動画共有 × 

63 アニメ・漫画 △ 
アダルトコンテンツをメインに展開して
いるサービスはNG。 

64 アダルト × 
65 その他エンターテイメント △ 
66 グルメ ○   
67 食品販売・宅配 ○   
68 国内旅行 ○   
69 海外旅行 ○   

70 総合通販 △ 

公序良俗に反するもの （アダルトグッ
ズなど） 、銃刀法・麻薬取締法・ワシン
トン条約・薬事法・健康増進法などの
法律・法令に違反するもの、第三者の
著作権・肖像権・知的所有権等を侵害
する恐れがあるもの、生き物（犬、猫な
ど） 刀剣、日本刀などの武器。以上の
商品を扱わない企業のみ。 

71 企業向けサービス ○   

72 情報商材・副業 × 

73 ファッション ○   

74 スポーツ ○   

75 ペット ○   

76 妊娠・出産 ○   

77 結婚情報、出会い系 △ 

結婚情報は結婚相手紹介サービス
協会への加入やプライバシーマーク
の取得などを条件に審査し決定する
。出会い系は掲載不可とする。 

78 結婚式場 ○ 

79 介護・老人ホーム ○ 

80 ゴルフ ○ 

81 花・ガーデニング ○   

82 アウトドア ○   
83 法律事務所 ○   

84 探偵 △ 
探偵業法による届け出がされており
、違法行為による調査や、工作行為
を行っていないこと。 

85 分類不能 △ 
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