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多彩なターゲットにセグメントした、”ちょっとスタイリッシュ”な独自サービスの集合体です。

※サービスは一部抜粋です

月間約5,300万UBの総合ポータルメディア。自社制作によるオリジナルニュース記事が好評を博している

「エキサイトニュース」をはじめ各種のサービスを提供し、多くのユーザーにご利用いただいています。

暮らしを綴る、ひとつ上のブログメディア

自分磨きを頑張りたい女子を応援♡
10代20代女性向け情報サイト

ニュースポータルサービス。
提携ニュース以外に独自コンテンツも配信中！

ネット翻訳サービスのパイオニア 口コミで当たると噂の占い師が170名以上集結！

“愛あるセレクト”をしたいママのみかた
ママ向け総合情報サイト

おうちで食べたい「提案型」の献立を毎日更新！
プロのレシピが約4万件

エキサイトとは

光回線・モバイル通信を中心に
様々なご利用プランを提案します

移動中や作業中など「ながら聴き」を楽しむ、
誰でもカンタン音声配信アプリ

忙しい現代人のために。
見て聴く、リラクゼーション習慣
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媒体の詳細については営業までお問合せください。

※2020年6月実績

国内／海外／芸能／スポーツ／トレンド／おもしろ／コラム／特集・インタビューの
8カテゴリのニュースをお届けする、 ニュースポータルサービス。

300以上の媒体と提携しており、様々な新聞、雑誌、Webメディアの記事に加えて、

エキサイトニュースが独自に制作したオリジナルニュースコンテンツも配信中。

エキサイトサービス紹介
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●メディアデータ

・PV：約1.1億PV/月

・UB：約2,750万UB/月

●SNSデータ

・Twitter ：20万フォロワー以上

●ユーザーデータ

※2020年6月実績

・性別

※Google Analytics 調べ

・年齢
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“愛あるセレクト”をしたいママのみかた

自分のことも家族の時間も「愛情」をベースに。等身大で楽しみたい、
働くママのためのサイトです。「ママ」を応援するさまざまなカテゴリの、

オリジナル記事を1カ月に約200本公開中！

♥ポイント
・「ファッション・美容」「くらし」「フード」のカテゴリで活躍する

スペシャルサポーター(読者モデル23名)のママリーダーズが活躍中！
・共感できる子育てコミックライター100名が連載中！

♥ユーザー像
・20代後半～40代前半の女性がメインユーザー。
・7割以上が働くママ、子どもは1～3歳を中心に幅広い年齢層。

75万DL
突破！

♥ポイント
・各種メディアで活躍しているインフルエンサーが多数連載中のため、

ライター自身や発信するコンテンツにファンが根付いています。
・ユーザーを集めたイベントを実施。リアルなコミュニケーションの場も。

♥ユーザー像
・首都圏在住の24歳以下の女子。
・ SNSでの情報取得、発信が積極的。

♥メディアデータ
・PV：1,380万PV/月
・UB：720万UB/月

「自分磨きを頑張りたい女子を応援する」オリジナルメディア

恋愛・美容・ファッション・人気インスタグラマー情報…
U24世代の女のコたちの“気になる”・“知りたい”・“共有したい”に響く！

専門ライターたちによるオリジナル情報を編集部が毎日発信。

※データ：2020年実績 自社調査 PC・
SP（アプリ含む）からのアクセス

赤ちゃんの泣き声を温かく見守る
「WEラブ赤ちゃん」プロジェクト推進中！

読者モデル「ローリエガールズ4期生」
約120名が活躍中‼

エキサイトサービス紹介

媒体の詳細については営業までお問合せください。

iOS・Androidアプリ

94万DL
突破！

♥メディアデータ
・PV：約1.2億PV/月
・UB：約1,900万UB/月

※データ：2020年6月実績
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媒体の詳細については営業までお問合せください。

※データ、ユーザー像：2020年4月実績

シンプルだから「書きやすく」「読みやすい」

趣味・日記・料理・暮らし・写真など、あらゆるテーマを簡単な操作で投稿。
APPでワンストップでブログがつくれる、スマホ世代のための、

「これからの」ブログです。

●ポイント
・画像を大きく載せられるデザインで、美しい画質で表現できる。
・シーズンごとのテーマで行われる、プレゼント投稿コンテストが人気。

●ユーザー像
・ 30～40代の女性がメインユーザー。暮らし全般(インテリア・料理・

ハンドメイドなど)につよい。
・一般人ブロガーより選出された月間3万～500万PVのプラチナブロガー

200名が活躍中！ 表現力に優れ、情報の質が高い記事が特徴。

●メディアデータ
・PV：約1.2億PV /月
・UB：約2,500万UB /月
・総開設数：250万ブログ

エキサイトサービス紹介
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おうちで食べたい「提案型」の「プロの献立」

料理研究家や栄養士など、 プロによる「安心・安全」な
簡単レシピを約4万件提供中！

●メディアデータ
・PV：1,700万PV /月
・MAU ：550万MAU /月
・累計DL： 50万DL

※データ、ユーザー像：2020年4月実績

●SNSデータ
・Instagram：8.6万フォロワー以上
・Twitter ：3.2万フォロワー以上
・Facebook： 2.5万以上

●ユーザーデータ

E・レシピの利用歴E・レシピの利用頻度 週3日以上
利用する人が

半数以上
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媒体の詳細については営業までお問合せください。

エキサイトサービス紹介

120種類以上のマインドフルネス瞑想・ASMR・自然環境音
コンテンツを配信するリラクゼーションアプリ

就寝前、起床時、通勤中、仕事・勉強の合間など様々なシーンに対応した、
高いリラクゼーション効果が期待されるコンテンツを取り揃えています。

●ポイント
科学的に効果が立証されているコンテンツの配信
cocorus配信コンテンツの視聴前後で、沈静を表す値やストレスを表す
値の改善が確認されています。

●データ
累計DL数232万ダウンロード突破（2020年7月時点）

●ユーザー像
ユーザーの70％以上が女性、25～44歳がコアユーザー

●ユーザー像
日本在住から海外在住まで18歳～34歳が中心。
寝る前や余暇のほか、家事中、作業中、移動中、入浴中にもアプローチ。

●データ
25,000人を超える”Radiotalker”が活躍！ 国内最大級のトークを配信中。
月間アクティブユーザー約30万人（2020年4月時点）。

１タップで誰でも今すぐ始められる、無料の音声配信サービス

配信されたトークは20万件以上！ 国内最大級の音声配信サービス。
トークを聴くことを楽しみながら、歩いたり家事したり入浴したり、

目と耳を自由に使うことができます。

●ポイント
毎日放送グループとの資本業務提携を実施したことで、
地上波の人気番組でのオンエアも活用したクロスメディアタイアップが可能。
音声制作も実施し、美術館や観光名所、学習系の出版社がツールとして導入中。

※社内ベンチャー制度としてサービスをリリースし、現在はエキサイト株式会社の関連会社である
Radiotalk株式会社として、XTech株式会社の傘下へカーブアウトしています。

音声メディア ソーシャルメディア

Apple podcasts Google podcast

Spotify Himalaya

Twitter Instagram

Facebook LINE

シェアできるメディア

ユーザーの特徴

女性

65%

35歳未満

80%
女性

25-34歳

18-24歳
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広告メニュー一覧

タイアップメニュー一覧

メニュー名 商品内容 費用 詳細ページ

オリジナルニュース記事広告 商材にあった切り口・伝え方で、編集部発信のオリジナル記事を作成いたします。 1,000,000円～ P8

オリジナルニュースマンガ記事広告 親しみのあるイラストを使い、オリジナル記事を作成いたします。 1,300,000円～ P9

エキサイトブログ レビュー・モニター記事広告 エキサイトブログにて商材を独自の視点で質の高い記事で紹介します。 800,000円～ P10

Twitterスポンサーシッププラン 記事広告費用が実質無料になるTwitterとのコラボパッケージです。 5,000,000円～ P11

公式SNSブースト Twitterから記事広告へ誘導します。 300,000円～ P12

メディアブースト／ネイティブADブースト 独自の強みを持つメディアから目的に応じてセレクトし、記事広告へ誘導します。 150,000円～ P13‐15

PC・SP広告メニュー一覧

PCターゲットレクタングル／ビッグレクタングル ご指定のサービスのみをターゲティングし、配信するレクタングル広告です。 0.30円／imp P18

エキサイトニュース SPレクタングル
SP版エキサイトニュースを利用するユーザーに対してレクタングル広告を
配信いたします。

0.25円／imp P19

エキサイトニュース SPブランドムービー エキサイトニュースSP面、上部に掲載されるスマートフォン動画広告です。
15秒：7.0円
30秒：15.0円

P20
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タイアップ商品のご案内
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※掲載期間等は保証致しません。
※上記は掲載イメージです。リニューアルや弊社の都合によりデザイン等が変更となる場合がございます。

メニュー名 エキサイト オリジナルニュース記事広告

掲載面
エキサイトトップページ、中面ページ、
ニューストップページ、各記事ページ

PV/掲載料金

10,000PV保証（4週間） 1,000,000円

20,000PV保証（4週間） 2,000,000円

レポート PV、平均滞在時間、クリック、CTR、総評レビュー

【備考】
・掲載開始日の10営業日前までに商品・リリース等の情報提供にご協力ください。
・誘導部分、記事ページ内にPR表記が入ります。企業ロゴ・ブランドロゴの掲載は不可です。
・ライター指名の場合は別途料金が発生する場合がございます。
・掲載基準は各オリジナルニュースに準じたものといたしますので事前にご確認ください。
・弊社側発信のコンテンツとなるため、原稿内容の修正は基本的にお受けできません。
・記事内に他社広告が掲載される場合がございます。

・アーカイブされます。

・PVの進捗によっては、SNS等の外部配信を実施する場合がございます。
・月間の掲載本数に制限があるため、空き枠についてはお問い合わせください。

基本記事スペック
・HTML1～2ページ
・最大1,200文字＋写真3点程度

第三者からオリジナルニュースという形で発信する事で、独自の視点かつ公共性・信頼性をもった情報発信が可能です。
ユーザーがいつも触れている媒体に自然になじむ形で効果的に伝えます。

【PCページ各所】

【 SPページ各所】

記事誘導面

【SPページ記事詳細】

【PC記事詳細】

オリジナルニュース記事広告

記事ページ

タイアップ オプション
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【備考】
・掲載開始日の30営業日前までに商品・リリース等の情報提供にご協力ください。
・誘導部分、記事ページ内にPR表記が入ります。
・ライターやマンガ家指名の場合は別途料金が発生する場合がございます。
・掲載基準は各オリジナルニュースに準じたものといたしますので事前にご確認ください。
・記事内に他社広告が掲載される場合がございます。

・アーカイブされます。

・PVの進捗によっては、SNS等の外部配信を実施する場合がございます。
・月間の掲載本数に制限があるため、空き枠についてはお問い合わせ下さい。

・エキサイトトップ
・ニューストップ
・PC/SP中面

【 SP記事詳細】【PC記事詳細】

第三者からオリジナルニュースという形で発信する事で、独自の視点かつ公共性・信頼性をもった情報発信が可能です。
マンガによるわかりやすさを足すことで、より効果的に伝えます。

■コミック記事例
https://www.excite.co.jp/News/smadan/E1524637780448/

【エキサイト】

マンガを活用することで
分かりやすくなり、

多くの人に「見られる」
「読まれる」記事に！

制作コマ数：12コマまで

オリジナルニュースマンガ記事広告

タイアップ オプション

メニュー名 エキサイト オリジナルニュースマンガ記事広告

掲載面
エキサイトトップページ、中面ページ、
ニューストップページ、各記事ページ

PV/掲載料金

10,000PV保証（4週間） 1,000,000円

20,000PV保証（4週間） 2,000,000円

マンガ制作 記事内マンガ対応 300,000円～（ネット）

オプション マンガ二次利用
100,000円～（ネット）
※その他は別途ご相談

レポート PV、平均滞在時間、クリック、CTR、総評レビュー

※掲載期間等は保証致しません。
※上記は掲載イメージです。リニューアルや弊社の都合によりデザイン等が変更となる場合がございます。
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エキサイトブログにて商材を独自の視点で質の高い記事で紹介します。
ターゲットに近い上質なブロガーが、実際に体験する事でリアリティーある記事を執筆。自己投影・共感を醸成し、興味を喚起します。

プラチナブロガーとは、エキサイトブログ編集部が注目の

12種の分野で活躍する一般人のブロガーです。

※約160名在籍、月間PV3万～100万PV

表現力に優れ、画像と情報の質の高い記事が魅力のブロガー

を多数抱えています。

メニュー名 エキサイトブログ レビュー・モニター記事広告

掲載期間 要ご相談

掲載料金 ブロガー、人数により都度お見積り 800,000円～

想定PV ブロガー、人数により都度お見積り

誘導枠 要ご相談

制作期間 申込～掲載開始 約1カ月半

ご注意

・ブロガーに依頼する体験等の内容により料金が異なります

詳細は担当営業までお問い合わせください

・ブロガーのご指定に添えない場合がございますので予めご了承ください

・弊社ブロガー発信のコンテンツとなるため、執筆内容の事前確認は可能ですが、

誤植以外の修正は基本的にお受けできません

【備考】
・ブログ記事内に弊社規定の広告表記が入ります（企業ロゴ・ブランドロゴの掲載は不可です）
・掲載基準は事前にご確認ください

エキサイトブログレビュー・モニター記事広告

エキサイトブログ プラチナブロガーについて

タイアップ オプション
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タイアップ オプション

エキサイトニュース× Twitterスポンサーシッププラン

Twitter広告費
400万

記事広告
媒体費
制作費
200万

エキサイトTwitterアカウントから
ご出稿金額全額分、広告配信が可能！

記事広告

遷移

遷移

or

【備考】

・誘導部分、記事ページ内にPR表記が入ります。

・掲載開始日の30営業日前までに商品・リリース等の情報提供にご協力ください。

・掲載基準はエキサイトニュースに準じたものといたしますので事前にご確認ください。

・弊社で取材・撮影を行う場合は別途料金が発生する場合がございます。

・広告主様のアカウントからも配信可能です。営業までお問い合わせください。

・記事広告 2万PV保証

・各SNS投稿

・誘導枠制作・二次利用費

200万円～

第三者からのオリジナルニュースとして発信する事で、独自の視点かつ公共性・信頼性をもった情報発信が可能です。

エキサイトのアカウントからTwitterにて、ターゲティングして配信することで、更に拡散させます！

・プロモツイート 400万円分

Twitter スポンサーシッププラン

①エキサイトニュース
記事広告制作一式

2万PV保証

400万円（グロス)
②Twitter広告配信

400万円(グロス)
（280万円運用想定）

広告主様LP

通常プラン 本プラン

通常

600万円

記事広告
媒体費
制作費

＆
Twitter広告費

400万
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公式SNSブースト

タイアップ オプション

・画像はイメージです。・ご予算とターゲットに応じたシミュレーションをご提出いたします。営業までお問い合わせください。

※誘導単価は目安です。時期や商材、
クリエイティブにより都度お見積りとなります。

サービス名 掲載箇所 特徴・ターゲティング 備考

フィード内
プロモツイート
(画像・動画素材)

・二次拡散。
・情報取得目的のユーザーが多い。
・商材に関連性の高いターゲティング。

例：言語/性別/地域/端末/キーワード/
フォロワー指定等

・Twitter広告クリエイティブの制作は別途お見積りになります。
・クリエイティブの二次利用納品については別途ご相談ください。
・動画ブーストの再生保証は別途ご相談ください。
・レポート項目(日別クリック数、日別クリック率、日別imp数など)

・エキサイトニュース公式アカウントからの広告出稿により、「第三者視点」のコンテンツとして自然な形で訴求します

・プロモーションに合わせて、リーチしたいターゲットをリスト化し配信

・実施後にユーザーデータ(属性、興味関心など)の効果測定をレポートいたします

300,000円～ (ネット)

2,000 クリック保証～

※動画ブースト制作については

別途お見積りください

Twitter エキサイトニュース

Twitterから記事広告・タイアップページに誘導
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サービス名 掲載箇所 サービス特徴 ターゲティング配信 メニュー 誘導単価感

アプリ

フィード内

・滞在時間とアクティブユーザー数が高い

（2,000万MAU）

・あらゆるテイストの記事を網羅しており、

30代以上のみならず若年層ユーザーも増加中

・年収1,000万円を超える利用者が約1割

・男女比 48.8% ： 51.2%

・性別

・年齢（18-24/25-29/30-34/35

-39/40-49/50-64/65以上）

・エリア

・OS

・携帯キャリア

・興味関心

※要お見積り

・クリック課金

・最低出稿金額

300,000円～

@10円～40円

程度（ネット）

・内容は都度変更となる可能性がございます。・誘導単価は目安です。時期や商材、クリエイティブにより変動するため、都度お見積りとなります。

メディアブースト

タイアップ オプション

アプリ

フィード内

・エンタメ系のニュースが充実、幅広い目的で

利用されるニュースアプリ

（3,500万DL）

・20代から50代以上まで幅広い層が新しい情報

を求めて利用している

・男女比 55% ： 45%

・Gunosyフィード内最上位広告枠からの誘導

・性別

・年齢（10代きざみ）

・OS

・携帯キャリア

・エリア

・タブ

・時間

・曜日

※クリエイティブはGunosy社で

制作可能

※Gunosy Network Ads は応相談。

・imp保証(1Imp:1円)

※最低出稿金額:300,000円

※ターゲティング配信も無償提供

@10円～70円

程度（ネット）

・PV保証(CPC課金型)

-オール配信＆男性指定(1click／30円)

-女性指定(1click／40円~)

※ターゲティング毎に都度お見積り

※最低出稿金額:300,000円

@30円～50円

程度（ネット）



14

アプリ

フィード内

・国内MAU8,100万人と高いアクティブユーザ

ー数

・年齢層が10代から60代まで幅広く、

FacebookやTwitterでリーチできない層へ

リーチが可能

・男女比 47% ： 53%

・LINE NEWS、LINEアプリのタイムライン

LINEマンガ、LINE BLOG、LINEポイント

LINEショッピング、Smart Channel

（掲載面の指定不可）

・性別

・年齢（-14/15-19/20-24/25-29

30-34/35-39/40-44/45-49

50以上）

・OS

・興味関心

・エリア（市区町村）

・携帯キャリア

・テレビ視聴頻度（高/中/小）

・クリック課金

・最低出稿金額

300,000円～

@20円～45円

程度（ネット）

・内容は都度変更となる可能性がございます。・誘導単価は目安です。時期や商材、クリエイティブにより変動するため、都度お見積りとなります。

メディアブースト

タイアップ オプション

サービス名 掲載箇所 サービス特徴 ターゲティング配信 メニュー 誘導単価感

ニュースパス

アプリ

フィード内

・40~50代以上のユーザーが半数以上

（1,200万DL）

・政治/経済などビジネス系の記事の人気が高い

・Gunosyユーザーと異なる層にアプローチ可能

・KDDI端末にプリインストールされており、

auユーザーが数多く利用

・性別

・年齢（10代きざみ）

・OS

・携帯キャリア(KDDIユーザーのみ)

・エリア

・タブ

・時間

・曜日

※クリエイティブはGunosy社で制

作可能

・imp保証(1Imp:1円)

※最低出稿金額:300,000円

※ターゲティング配信も無償提供

@10円～70円

程度（ネット）

・PV保証(CPC課金型)

-オール配信＆男性指定(1click／30円)

-女性指定(1click／40円~)

※ターゲティング毎に都度お見積り

※最低出稿金額:300,000円

@30円～45円

程度（ネット）
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・内容は都度変更となる可能性がございます。 ・誘導単価感は目安となります。時期や商材、クリエイティブによって大きく変動致します。詳細は担当営業までお問い合わせください。

サービス名 掲載箇所 サービス特徴 ターゲティング配信 メニュー 誘導単価感

各メディア

レコメンド

ウィジェット内

・世界最大級のネイティブ広告プラットフォーム

・国内でも月間42億PV、アクティブユーザー4,300万人

・新聞媒体からポータルサイト、女性系サイトまで、

幅広いプレミアムな掲載面が強み

・コンテンツ、配信先ページの内容を分析し、ユーザーデー

タとマッチングしたターゲティングができる

・常にクリックユーザの分析を配信にフィードバック

することで、より最適なユーザをターゲティングが可能

・デバイス ・OS ・都道府県

・自社サイト訪問顧客へのリタゲ

・ユーザー興味・関心 ・メディア別

・Wi-Fi・性別年齢などデモグラデータ

（DMP接続：要相談）

・ボタンクリック最適化配信（タグ必要）

既存顧客に似た興味・関心を持つ

ユーザーへの拡張配信も可能

最低出稿金額

300,000円～

@20円程度～

（ネット）

※最低入札単価

＠10.5円～

各メディア

レコメンド

ウィジェット内

・日本初のネイティブ広告プラットフォーム

・ビジネス面から女性面まで様々なプレミアム媒体

への配信が可能

・独自のデモグラデータ配信/ホワイトリスト指定等を

組み合わせ、与件に応じた最適な配信設計を提供

・細かいターゲティングが可能

・デバイス

・24時間均等 ・時間帯別

・曜日別 ・地域別

・ブラウザ別 ・キャリア指定

・リターゲティング

・カテゴリ指定

・デモグラフィックターゲティング

（※要お見積り）

最低出稿金額

200,000円～

@20円～

（ネット）

ネイティブADブースト

タイアップ オプション
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タイアップ広告 スケジュール

お申込み受領後、担当営業よりスケジュールをご連絡いたします。

案件によりスケジュールは変更いたします。
記事広告の場合は掲載開始の10営業日前までに
商品・リリース等の情報提供にご協力をお願いいたします。

マンガ記事広告の場合

初稿のご提出の前にマンガのご確認が入ります。

・ラフ案ご提出
・ラフ案FIX、色付け
・納品

※フキダシ内文字以外の細かな表現の調整はラフ案までとなります。

ヒアリングシートについて

オリエンまでにヒアリングシートのご提出をお願いしております。

広告主様 エキサイト

オリエン実施

構成案ご提出

構成案お戻し

初稿ご提出

初稿お戻し

修正稿ご提出

修正稿お戻し

校了

記事公開

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整

案件ごとに調整
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PC・SP広告商品のご案内



18

ご指定のサービスのみをターゲティングし、配信するレクタングル広告です。

【備考】
・女性、ニュース、翻訳ターゲットのみ、ビッグレクタングルの配信が可能です。
・レクタングルは動画配信も可能です。詳細はお問合せください。
・お申込料金が100万円以上の場合のみ、2MBまでの大容量も対応可能です。
・複数素材を入稿し、CTRの高い素材を優先露出するクリエイティブオプティマイズ、

又は時間帯ターゲットが可能です。
・在庫状況等により配信面全てに必ずしも掲載されるとは限りません。
・『Woman.excite AD Program Guide』内、女性ターゲットレクタングルと同一の商品です。
・JIAAインフォメーションアイコンプログラム規定に則り、必要な場合はインフォメーションアイコ

ンを設置いたします。

【掲載面】ターゲティング可能な各サービスにつきましては、以下をご覧ください。

ターゲット 配信面 ターゲット 配信面

女性ターゲット

※ビッグレクタングル対応可
ログインID登録が女性のユーザーおよび、ウーマンエキサイトユーザー E・レシピ E・レシピトップおよび中面ページに配信。

ビジネスターゲット 翻訳・天気に掲載。
エキサイト翻訳

※ビッグレクタングル対応可

翻訳面に配信。

英語・中国語・その他言語での３つのターゲットも可能。

コミュニティターゲット エキサイトフレンズ

※上記は掲載イメージです。リニューアルや弊社の都合により広告掲載面・広告掲載位置やサイト内のデザイン等が変更となる場合がございます。

PCターゲットレクタングル/ビッグレクタングル

（W300xH250）

メニュー名
エキサイトニュース PC 

ターゲットレクタングル/ビッグレクタングル

掲載タイプ imp保証

掲載期間 2週間～

掲載開始/終了
掲載開始日の0時00分
掲載終了日の23時59分 （24時間表記）

掲載料金 1,000,000imp～ ＠0.3円

スペック
W300xH250/W300×600
GIF・JPEG・PNG ／ 150KB以内

掲載本数/差替 ４本以内 / 可（週１回、土日・祝日を除く）

入稿締切 掲載開始日の５営業日前 （掲載期間中の原稿差替え含む）（W300xH600）
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エキサイトニュース SP TOP

スマホ版エキサイトニュースを利用するユーザーに対してレクタングル広告を配信いたします。

※iPhoneのみ、AndroidのみのOS指定が可能です。
※キャリア指定も可能です。

SPレクタングル

W300×H250
（W300xH250）

【備考】
・クリエイティブや業種により、掲載をお断りする場合がございます。
・クリエイティブや業種により、一部掲載されない場合がございます。
・クリエイティブの内容・表現によっては、エキサイトの判断により、

内容・表現の修正をお願いする場合がございます。
・掲載レポートは各商品単位となります。（掲載面別のレポートはお出しできません。）
・在庫状況等により掲載面全てに必ずしも掲載されるとは限りません。
・掲載面下部に固定表示の広告が表示される場合がございます。

メニュー名 エキサイト ニュース SPレクタングル

掲載面 エキサイトニュースSP TOP、中面

掲載タイプ imp保証／ローテーション

料金 0.35円／imp （掲載単位：1,000,000imp～）

掲載期間 1週間～（掲載開始日は平日任意）

スペック

W600xH500、W300xH250【2素材必要です】
GIF・JPEG・PNG ／ 150KB以内
※端末最適化対応のため、

実質表示はW300×H250サイズとなります

掲載本数/差替 4本以内 / 可（週1回、土日・祝日を除く）

入稿締切 掲載開始日5営業日前（土・日・祝日を除く）

※上記は掲載イメージです。リニューアルや弊社の都合によりデザイン等が変更となる場合がございます。
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エキサイトニュース面、上部に掲載されるスマートフォン動画広告です。
視認性の高いオーバーレイ型で表示され、「視聴完了」を課金指標としたメニューです。

メニュー名 エキサイトニュース SPブランドムービー

掲載面 エキサイトニュースSP（一部のコンテンツを除く）

掲載タイプ 視聴完了課金 / ローテーション

掲載期間 1週間～（掲載開始曜日はご相談ください）

掲載開始

／終了
掲載開始日の11時00分 / 掲載終了日の10時59分（24時間表記）

掲載料金

（再生完了）

15秒 1,000,000円 定価 ＠7.0円
142,857

視聴完了保証

30秒 1,000,000円 定価 ＠15.0円
66,666

視聴完了保証

スペック

①動画領域：W640xH360
※自動再生/再生完了後に非表示
②テキスト：全角25文字以内
③リンク先：1ヶ所（iOS/Android別指定も可能）

掲載本数／差替 1本 / 不可

入稿締切 掲載開始日の5営業日前

【エキサイトニュース】

動画
再生領域

スクロール
領域

SPブランドムービー

※上記は掲載イメージです。
リニューアルや弊社の都合により広告掲載面・広告掲載位置やサイト内の
デザイン等が変更となる場合がございます。

※ブランドムービー挙動について
・動画自動再生完了後、ページから非表示となります。

【備考】
・入稿素材の秒数に応じた、視聴完了課金メニューとなります

（配信量は日によって変動致します。均等配信保証ではございません）

・ユーザーの通信環境や端末仕様によっては、動画がスムーズに再生されない可能性がございます

・クリエイティブは弊社にて事前に確認をさせていただきます。内容によっては、変更/修正のお願いをする場合がございます
・在庫状況等により上記の掲載面全てに必ずしも掲載されるとは限りません。・音声はデフォルトOFFです

【レポート項目】
・view数（動画が2秒以上再生された回数）
・クリック数（動画再生領域や背景領域の合計数）
・視聴レート ： 再生開始回数, 25%, 50%, 75%,100％（視聴完了数）
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広告ガイドライン・規約
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1. 広告掲載に関する免責事項

広告掲載に関する免責事項は、弊社が提供するすべてのサービス、および提携パートナー上に掲載される広告に適用される免責事項です。

1. エキサイト株式会社（以下、当社と言います）は停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの
発生など、当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみ
なされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。この場合に限り、当社が配信を行わなかった部分については広告主の支払債務も生
じないものとします。
2. 広告掲載初日及び広告内容の変更の掲載開始時間から12時間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。
3. タイアップ広告、および当社委託制作広告に於いて、掲載前々営業日までに掲載内容が校了しない場合、掲載開始日を延期させていただく場合がございます。また、本延期に伴う掲載終了日の延長は無い
ものとします。
4. 広告の配信中において、当該広告からのリンク自体が無効であったりリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告の配信を停止することができるものとし、この場合、当社は広告不掲載の
責を負わないものとします。
5. 当社は、広告主がユーザーまたは第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、ユーザーが広告主を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性など、いかなる保証も行わないものとします。
7. 当社は、ユーザーが使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。

平成20年4月1日制定

キャンセルポリシー（広告掲載申込み解除、掲載中止に伴う違約金）: 広告掲載申込み後、広告主、申込者の都合で広告掲載を中止する場合、申込み金額全額の料率で違約金をいただきます。また広告主、申
込者は申込み金額全額を支払って、広告掲載を中止することができるものとします。

2. 広告掲載基準

エキサイト広告掲載基準は、弊社が提供するすべてのサービス、および提携パートナー上に掲載される広告に適用される基準です。掲載できないサービスや商品、掲載にあたって基準を設けているサイトや
業種の基準、クリエイティブ（タイトル・説明文・画像）を作成するにあたっての表現規制など、広告掲載を申し込む広告主はその広告について、この基準を順守する必要があります。
※広告掲載基準：https://https://image.excite.co.jp/jp/ad/ex/pdf/adpolicy/adpolicy_201908.pdf

3. 広告配信ガイドライン

一部の広告の掲載において個別の規定を設けております。該当する広告掲載を申し込む広告主はその広告について、この規定を遵守する必要がございます。ご承諾いただいたことの証明としてお申込書内へ
該当規定遵守の旨の記載が必要です。

– 第三者配信規定
1. 申込前に、第三者配信を行う目的、取得する情報、広告仕様（インフォメーションアイコン含む）、 第三者配信会社のプライバシーポリシーページURLおよび「情報収集の無効化（オプトアウト）」ペー
ジURLを申告してください。審査受領の判断材料として必要になります。
2. 本配信の際に取得したユーザー情報を、本配信以外で使用しないでください。
3. 個人を特定できる情報を用いてターゲティングすることを禁止します。
4. 第三者配信のタグを事前に確認させていただきます。内容によって、弊社判断で第三者配信をお断りする場合がございます。
5. 掲載期間中に弊社に不利益をもたらす事象が発覚した場合、弊社判断で第三者配信を停止させていただく場合がございます。
6. 別途設けている第三者配信向け制作・入稿規定に従ってください。詳しくは「スペックガイド」をご参照ください。

– 第三者タグ設置規定
1. 申込前に、ご希望のタグ設置を行う目的、取得する情報、タグ発行会社のプライバシーポリシーページURLおよびオプトアウトページURLを申告してください。審査受領の判断材料として必要になります。
2. 本タグ設置の際に取得したユーザー情報を、申告した目的以外（取得データの転売含む）での使用・公表をしないでください。
3. 申告した目的の範囲であっても、エキサイトのユーザーデータであることがわかるような形での使用・公表をしないでください。また、対外的なリリースなどを行う場合には別途審査を行う必要がありま
す。
4. 個人を特定できる情報（個体・アプリケーションを識別する情報 / 位置情報（GPS））の取得および利用を禁止します。
5. 申告されたタグを設置するページ内すべてに、申告された内容をユーザーに明示するページへのリンクを設置し、そのページからタグ発行会社の「情報収集の無効化（オプトアウト）」ページへのリンク
を設置いたします。
6. 設置ご希望のタグは事前に確認させていただきます。内容によって、弊社判断でタグ設置をお断りする場合がございます。
7. 掲載期間中に弊社に不利益をもたらす事象が発覚した場合、弊社判断で設置ページより第三者タグを削除させていただく場合がございます。

※掲載面（エキサイト側の）ドメインのcookieの操作は禁止とします。
※セキュリティ面で脆弱性のあるスクリプト(XSSなど)はお受けできません。

広告ガイドライン・規約１

https://image.excite.co.jp/jp/ad/ex/pdf/adpolicy/adpolicy_201908.pdf
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– 動画広告・音声付広告の掲載条件

1. インターネット上で掲載許可が得られているクリエイティブである
2. 動画配信方式が埋め込み動画配信であることの許諾が動画、音楽の権利者（音楽事務所、レーベルなど）より得られている

※埋め込み動画配信(セキュアスクリプト有)
広告掲載面でのみ動画を再生することが可能な形式です。通常のウェブサーバーを用いて動画を配信するためユーザーがファイルを保存することが可能ですが、動画ファイルにセキュアスクリプトと呼ば
れる特殊なコードを実装することで動画をユーザーのパソコンに保存すると再生できなくなります。

3. 著作権管理事業者(JASRAC、ジャパン・ライツ・クリアランスなど)との必要な手続き（費用は貴社負担となります）が完了している
※留意点：使用する楽曲の著作権管理を著作権管理事業者に委託している場合、自社で制作された楽曲であっても手続きが必要になることがございます。
詳細は、著作権管理事業者にお問い合わせください。

4. 別途設けている動画広告・音声付広告の掲載条件向け制作・入稿規定に従ってください。詳しくは「スペックガイド」をご参照ください。

４．行動ターゲティング広告について

エキサイトでは、お客様により有益な広告を表示する手法の一つとして、お客様の興味関心に関連した広告を表示する「行動ターゲティング広告」を配信しています。
行動ターゲティング広告で利用する閲覧履歴情報等については、「プライバシー情報等」（「個人情報」及び「閲覧履歴情報等」を総称）として、適切に取り扱い、保護することが重要な責務であると考え
ており、プライバシーポリシーを定めております。詳細は以下よりご確認ください。

プライバシーポリシー：https://info.excite.co.jp/top/protection/privacy.html

また、行動ターゲティング広告や利用動向の分析についての概要および無効化の方法は以下よりご確認ください。

行動ターゲティング広告におけるインフォマティブデータの取り扱い：https://info.excite.co.jp/top/protection/privacy/cookie.html

※一般社団法人インターネット広告推進協議会（JIAA）の会員であるエキサイトは2017年8月1日にJIAAのインフォメーションアイコンプログラムの承認を受けました。
主な対応事項は以下のページよりご確認ください。

https://ad.excite.co.jp/regulation/

5. ガイドライン・規約の改定について

当ガイドラインに変更がある場合には、以下のページ上で告知しますので、お客様ご自身が変更点に関しての最新の情報を、当ページ上で随時確認されることを推奨します。確認をされていなかったことに
起因するトラブルに関しては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

https://ad.excite.co.jp/regulation/

広告ガイドライン・規約2

https://info.excite.co.jp/top/protection/privacy.html
https://info.excite.co.jp/top/protection/privacy/cookie.html
https://ad.excite.co.jp/regulation/
https://ad.excite.co.jp/regulation/
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Thank you！

【広告に関するお問い合わせ】

エキサイト株式会社 広告担当

Tel： 03-6450-2741

Mail： japan_advertising@excite.jp


