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広告掲載について

販売対象期間

2016年1月1日（金）0:00 ～ 2016年3月31日（木）24:00

掲載上の注意事項（全メニュー共通）

・各掲載面のデザインや機能は、変更される場合があります

・各掲載面においては、エキスパンド広告、フローティング広告、動画広告、大容量広告、音声付広告等の特殊広告が実施される場合があります

・サービスの安定運用のため、メンテナンスを実施する場合があります

・追加でメニューをリリースする場合があります

・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、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

・一部のブラウザでFlash広告が一時停止の状態で表示される事象への対応方法につきましては営業担当までお問い合わせください



2

「知る」ことを求めているユーザが集う、インターネットメディアです。

「教えて！goo」とは？

高い満足度を誇る日本最大級のQ&Aコミュニティーサイト、教えて！gooポイント.1
教えて！gooは、月間6,000万人以上※が利用する日本最大級のQ&Aサイトです。
幅広い質問とそれに対する高い回答率により、ユーザの皆様に高い満足感をご提供しています。
※ユニークブラウザ数（PC・SP合算値）

総質問数：730万件 平均回答数：3.2件 回答率：99％ ユーザ満足度：88%

サイトデータ （自社調べによる2015年5月集計値）

プライベートでもビジネスでも利用されている、教えて！goo

プライベートな内容のQ&Aが多い「ライフ」や「美容・健康」はSPの利用率が高く、ビジネスに役立つQ&Aが多い「デジタル

ライフ」や「ビジネス・キャリア」ではPCの利用率が高いことからもビジネスシーンでの利用が多いことが想定され、幅広いシー

ンで利用されていることが伺えます。

ポイント.２

★

★
★

★
★

PV増加↑

PV維持→
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答えを求めているユーザへ、広告を通じて回答をすることができます。

「教えて！goo」のデータを活用した広告メニュー

ポイント.２ 教えて！goo 商品ラインナップ

検索結果でも、行動履歴でもない、「知りたい」ユーザに向けたターゲティング広告

Q&Aページには、検索結果や専門サイトでは解決できない様々な「疑問」「悩み」「相談事」を抱えたユーザが集まります。

教えて！gooのQ&Aページや、その閲覧履歴を利用した広告配信は、ユーザインサイトに応じたソリューションが提案可能

です。

ポイント.1

Ｑ：情報を探す際、ウェブ検索結果で
問題が解決しなかったことがありますか？

約４割のユーザが
検索では問題を
解決できていない!!

ユーザを囲う第1の網が、教えて！gooでQ&Aの内容にマッチした広告を掲載する「教えて！goo ビジネスアンサー」！

第一の網で逃したユーザを追いかける第2の網がQ&Aページでユーザをマーキングし、教えて！goo以外のサイトで対象

ユーザに広告を掲載する「教えて！goo オーディエンスターゲティング」!!2メニューを同時に実施することで最大限の効果が

期待できます!!

教えて！goo
ビジネスアンサー

Q&Aページで
ユーザをマーキング

サイト訪問

教えて！goo
オーディエンスターゲティング
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「教えて！goo」ユーザプロファイル

サイトデータ UB数 6,641万 UB/月 PV数 2億5,959万 PV/月 （自社調べによる2015年10月集計値/PC・SP合計値）

ユーザプロファイル

未既婚 世帯年収住居形態

性別・年齢 職業

サービス概要

■「疑問を持っている人」と「実際の経験や知識を持っている人」を結びつける、知識のマッチングサイトです

通常の検索ではなかなか探せない生の情報も、人が答える仕組みだからこそ得ることができると好評を博しています。

■回答率99％ 寄せられた質問総数は約730万件と膨大ながら回答率は99.3%と非常に高く、また満足率も88%に達しています

■カテゴリー別質問数ランキング（2012年1月～2013年7月集計）

1位 ライフ >恋愛・人生相談 >恋愛相談 2位 ライフ >その他(ライフ) 3位 学問・教育 > 英語 4位 ライフ >恋愛・人生相談 >その他（恋愛・人生相談）

5位 社会 >法律 6位 ライフ > 恋愛・人生相談 > 夫婦・家族 7位 学問・教育>数学 8位 美容＆健康 >健康 >病気

9位 デジタルライフ >その他（デジタルライフ） 10位 社会>社会問題>ニュース・時事問題

Nielsen Homeパネル 2015年9月

62% 38%
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教えて！goo オーディエンスターゲティング

［メニュー概要/原稿規定］

掲載タイプ imp課金

掲載期間 imp消化次第掲載終了

同時掲載本数 3本まで（クリエイティブサイズ×3本）

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿サイズ

【PC/バナー】W300×H250／W468×H60／W728×H90／W250×H250／
W160×H600／W120×H600／W200×H200／W336×H280／
W300×H600

【スマートフォン/バナー】 W320×H100／W320×H50／W300×H250

※原稿サイズ・容量についてご要望等ございましたら弊社営業担当者へご相談ください

ファイル容量 GIF/JPEG 150KB以内

アニメーション 可（停止秒数30秒以内）※PCのみ

備考

• お申込みの際は、以下をご用意ください

• 掲載する商材ならびにリンク先URL/ 商材に関連するキーワード（10～20個程度）

• ご提示いただいたキーワード、リンク先URLはターゲティングのベースとするQ&A選定の
際の参考にさせていただきます

• 配信impsの一部は、goo以外の媒体に掲載されます

• 配信数、配信期間は、保証致しませんので、予めご了承ください

• レポートは、合算数値であり、掲載媒体・面ごとでのレポートは納品出来ませんので、
予めご了承ください

• 入稿いただいたすべてのクリエイティブが掲載されない場合があります

• 一部のコンテンツでは、掲載位置が異なる場合があります

• リンク先URLは250文字以内を制限とさせて頂きます

• 回線判別を行いますので、ユーザの通信環境や環境設定によって、代替画像表示に
なる場合があります

• imps消化期間は、目安ですので消化日数が前後する場合があります

• 掲載期間のご指定につきましては、弊社営業担当者にご相談ください

• 掲載終了日までに配信imps数が満たない場合、実績に応じたお支払い（配信実
績×お申込プラン単価）となります

• 動画広告、大容量広告、音声付広告等の特殊広告が掲載される場合があります

入稿期限 gif・jpeg原稿 掲載開始7営業日前

日本最大級のQ&Aコミュニティーサイト「教えて！goo」。

教えて！gooオーディエンスターゲティングは、あらゆる事項を網羅した約730万件の

Q&Aについてのユーザ閲覧履歴（≒ユーザインサイト）をベースとしたサイトリターゲ

ティングメニューです。キーワードによるQ&A選定により、より詳細なレベルでのターゲティン

グが可能となります。

ユーザインサイトを詳細に把握することでクライアント様プロモーションに

より興味・関心の高いユーザのターゲティングが可能です。
教えて！goo オーディエンスターゲティング

料金 200万imp～ ： @¥0.25/imp

疑問

プロモーションにマッチした
教えて！gooのQ&Aページ
（キーワードを参考に選定）

悩み

トップ・中面

外部サイト

ＡＤ

ターゲティング配信イメージ

広告配信

マーキングしたユーザを
gooおよび外部サイトで
ターゲティングします

疑問や悩み
（＝ユーザインサイト）

を抱えたユーザ

教えて！gooのQ&Aページを
訪問したユーザをプロモーションの
ターゲットとしてマーキングします

ユーザを
閲覧Ｑ＆Ａで
マーキング

サイト流入

広告効果検証結果

広告効果検証では、教えて！gooオーディエンスターゲティングは、

従来のノンターゲティング広告と比較し、CTR約1.6倍（最大2.2倍）、

CVR約1.9倍（最大3.2倍）の結果がでております。

1.6倍

ＣＴＲ

1.9倍

ＣＶＲ

【参考】広告効果比較
業種業態別実績（一部）

コスメ・化粧品
ＣＴＲ：1.4倍
ＣＶＲ：1.7倍

サービス（スポーツサイト）
ＣＴＲ：2.2倍
ＣＶＲ：3.2倍

※gooコンテンツページでの広告配信結果

ノンターゲ
ティング

教えて！goo
AT

ノンターゲ
ティング

教えて！goo
AT
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PC・SPどちらにも配信される“デバイスフリー”メニューへ改定します。

デバイスフリーの場合、一部の商材を除き、CPC60円※から掲載することができ、

従来よりも効率よく、多くのターゲットユーザを誘導することが可能になります。
※業種ごとにCPCを設定しています。詳細はメニューガイドでご確認ください。

CPCやCTRを基にした独自のスコア計算により掲載量が変動します。

スコアを向上させることで、より多くの誘導を獲得することが可能になります。

教えて！goo ビジネスアンサー

PC・SPセット掲載で、CPC60円～!!

スコアの高い案件がより多く掲載！

2016年1月！大幅リニューアルを実施いたします!!

スコアを向上させる手段として、クリエイティブとCPCの変更が有効です。

ご予算や効果指標に合わせて、変更をご検討ください。

CPCの変更が可能に！

の二項目（2・3）は2月から適用いたします。
1月の掲載結果に応じて、2月からの運用方針をご検討ください
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入稿期限 掲載開始5営業日前

2016年1月！大幅リニューアル!!

掲載イメージ

※画面イメージは、変更になる場合があります

教えて！goo ビジネスアンサー

料金
（CPC）

業種
入札単価※1

デバイスフリー デバイス指定

金融系 100円～ 300円～

保険系、不動産系、FX・証券系 100円～ 150円～

その他の業種 60円～ 100円～

掲載期間 任意

掲載タイプ クリック課金

掲載サイト
教えて！goo、OKWave、

BIGLOBEなんでも相談室、楽天みんなで解決！Q&A、発言小町

同時掲載本数 4本まで

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿仕様※2

パーツ 入稿素材（PCでの表示） SPでの表示※2

イメージ

タイトル文

本文

サブテキスト

表示URL

W100×H100（50KB以内）

全角30文字以内

全角120文字以内

全角15文字以内

英数半角35文字以内

W50×H50

全角15文字まで

全角30文字まで

なし

英数半角35文字まで

原稿リンク先 指定は1ヶ所のみ、原稿内共通

アニメーション 不可

備考

※1 2月から記載の単価以上での入札が可能になります

※1 単価変更はメールでのご連絡後、2営業日以内に反映されます

※2 原稿は1タイプご用意ください。スマートフォンサイトでは、画像は縮小して表示され、テキス
トは記載の文字数までを表示し、それ以降は“…”等で省略します

• タイトル文あるいは本文中に、広告主名またはサービス名の記載が必要です

• 各媒体の掲載基準により、掲載媒体が制限される場合があります

• 掲載面（サイト）は予告なく増加する可能性があります

• 配信するページの指定または除外はできません

• 申込予算の消化、または掲載期間の終了をもって掲載を停止します

• 原稿仕様、配信ロジック、原稿デザインは、予告なしに変更する場合があります

• 各掲載面のデザインや機能は、変更される場合があります

• 空き枠に本広告以外の広告が配信される場合があります

• 動画広告、大容量広告、音声付広告等の特殊広告が掲載される場合があります

• 追加でメニューをリリースする場合があります

• サービスの安定運用のため、メンテナンスを実施する場合があります

• 当メニューはユーザの書き込みにより構成されるコンテンツに掲載される旨、予めご了承ください

• 最低実施料金は10万円です

• ご請求は月ごとで、実績値に基づきます

• リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

教えて！goo ビジネスアンサー

国内最大級のQ&Aサイト「教えて！goo」をはじめとした複数のQ&Aサイトで、

商材・サービス内容と親和性が高いQ&Aページに広告を配信します。

2016年1月からPC・SPどちらにも配信される“デバイスフリー”となり、CPCは60円～！

2月からはCPCやCTRを基にした独自のスコア計算により掲載imp数が変動する配信方

式が適用されます。それに合わせてCPCの変更も可能になります。クリエイティブの変更と

合わせてスコアを向上させることで、より多くの誘導を獲得することが可能になります。

PC・SPで共通の原稿で掲載が可能です
SPでは制限数以上の文字は“･･･”で省略
されて表示されます

＜PCクリエイティブ例＞

＜SPクリエイティブ例＞
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教えて！goo ビジネスアンサー カテゴリ・性別ターゲティング

料金
（CPC）

ターゲティング種別
入札単価※1

デバイスフリー デバイス指定

カテゴリターゲティング ¥30～ ¥50～

性別ターゲティング ¥50～ ¥70～

セグメント

カテゴリ ライフ、デジタルライフ、美容・健康、学問・教育、趣味、ビジネス・キャリア、

社会、マネー、エンターテイメント、[地域情報] 旅行・レジャー、[技術者向] コンピューター

性別 男性、女性

※セグメントごとの想定在庫につきましては営業担当までお問合せください

掲載期間 任意

掲載タイプ クリック課金

掲載サイト 教えて！goo

同時掲載本数 4本まで

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿サイズ

パーツ 入稿素材（PCでの表示） SPでの表示※2

イメージ

タイトル文

本文

サブテキスト

表示URL

W100×H100（50KB以内）

全角30文字以内

全角120文字以内

全角15文字以内

英数半角35文字以内

W50×H50

全角15文字まで

全角30文字まで

なし

英数半角35文字まで

原稿リンク先 指定は1ヶ所のみ、原稿内共通

アニメーション 不可

備考

※1 2月から記載の単価以上での入札が可能になります

※1 単価変更はメールでのご連絡後、2営業日以内に反映されます

※2 原稿は1タイプご用意ください。スマートフォンサイトでは、画像は縮小して表示され、テキス
トは記載の文字数までを表示し、それ以降は“…”等で省略します

• タイトル文あるいは本文中に、広告主名またはサービス名の記載が必要です

• 各媒体の掲載基準により、掲載媒体が制限される場合があります

• 掲載面（サイト）は予告なく増加する可能性があります

• 配信するページの指定または除外はできません

• 申込予算の消化、または掲載期間の終了をもって掲載を停止します

• 原稿仕様、配信ロジック、原稿デザインは、予告なしに変更する場合があります

• 各掲載面のデザインや機能は、変更される場合があります

• 空き枠に本広告以外の広告が配信される場合があります

• 動画広告、大容量広告、音声付広告等の特殊広告が掲載される場合があります

• 追加でメニューをリリースする場合があります

• サービスの安定運用のため、メンテナンスを実施する場合があります

• 当メニューはユーザの書き込みにより構成されるコンテンツに掲載される旨、予めご了承ください

• 最低実施料金は10万円です

• ご請求は月ごとで、実績値に基づきます

• リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

教えて！goo ビジネスアンサー カテゴリ・性別ターゲティング

キーワードによる掲載面選定よりもリーチを拡大することが可能です。

見込み客発掘にご活用ください。

掲載イメージ

※画面イメージは、変更になる場合があります

PC・SPで共通の原稿で掲載が可能です
SPでの制限数以上の文字数は“･･･”で
省略されて表示されます

＜PCクリエイティブ例＞

＜SPクリエイティブ例＞

入稿期限 掲載開始5営業日前
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教えて！goo ターゲティング動画

入稿期限 掲載開始7営業日前

国内最大級のQ&Aサイト「教えて！goo」では指定したキーワードと親和性が高い

Q&Aページ、動画サイトではそのQ&Aページの閲覧履歴があるユーザに動画広告を

配信します。

教えて！gooのデータを利用した動画広告メニューです。

掲載イメージ

教えて！goo ターゲティング動画

料金
＠2.5円/view
※最低実施料金：50万円

掲載期間 任意

掲載タイプ view課金

掲載面
教えて！goo Q&Aページ内（一部非掲載面あり）

動画サイト

同時掲載本数 1本

原稿差し替え 不可

原稿サイズ

ファイル形式 MP4、M4V

サイズ
W1920×H1080ピクセル（16：9）以内
※配信に最適なサイズにリサイズ致します

容量
5MB以内
※配信に最適なサイズにリサイズ致します

秒数 30秒以内

映像ビットレート 700kbpsを推奨。最大2,500kbpsまで。

映像コーデック H.264 (Main Profile以下、Level 4.1以下)

音声ビットレート 128kbpsを推奨。最大320kbpsまで。

音声コーデック AAC

テキスト

※【SP】教えて！gooのみ
全角20文字まで（文頭に[PR]が付きます）

備考 音声はデフォルトOFF

備考

• 掲載可否につきましては、事前に弊社営業担当者へお問い合わせください

• ご発注時には、弊社発行の見積書を添付願います

• お見積り作成のために、以下をご用意ください

掲載する商材ならびにリンク先URL/ 商材に関連するキーワード（10～20個程度）

• ご入稿いただく動画広告素材に関しましては、インターネット上での広告配信に関する知的財産
権等の各種権利処理が済んでいるものをご入稿ください

• 掲載は発注期間開始日の0：00から終了日の24：00となります

• 予定view数の消化、または掲載期間の終了をもって掲載を停止します

• 配信数・配信期間は、保証致しません

• 掲載終了日までに配信数が満たない場合、実績に応じてご請求（配信実績×単価）させて
いただくか、配信数に達するまで期間を延長させていただくかご選択ください

• 掲載面のキャプチャはご提示できません

• 原稿仕様、配信ロジック、レギュレーションは予告なしに変更する場合があります

• 最低実施料金は50万円です

• ご請求は月ごとで、実績値に基づきます

• リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

※画面イメージは、変更になる場合があります

動画サイト
教えて！gooの閲覧履歴による
ターゲティング配信

【PC】教えて！goo
商材・サービス内容と親和性が高い
Q&Aページにターゲティング配信

【SP】教えて！goo
商材・サービス内容と親和性が高い
Q&Aページにターゲティング配信
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教えて！goo ターゲティング動画 注意事項

【PC】教えて！goo 【SP】教えて！goo 動画サイト

掲載イメージ

動画広告の挙動

1.広告スペースがユーザの画面に表示された後に再生開始
（再生中はクリックでサイトへ遷移）

2.再生中はユーザのオンマウスで音声再生（デフォルト音
声OFF）

3.広告スペースの50%以上が非表示になると再生は一時
停止

4.広告スペースの50%以上が表示されると再生再開
5.再生終了後、枠内にリプレイとリンク先への遷移を促すボ
タンを表示

1.ページ表示後、動画広告の再生開始（音声はデフォル
トオフ・音声ON/OFFボタンアリ）

＜下へスクロール＞
2.動画エリアが縮小し再生は継続 余白にテキスト原稿と
「close」ボタンが表示

3.動画広告はループ再生
＜「close」ボタンをプッシュ＞
4.広告エリアが消える
＜上へスクロール＞
5.ページ訪問時と同じ位置に、動画広告が表示され、
動画エリアの50%以上が表示されると再生が再開

1.動画コンテンツ再生前に、動画広告の再生開始
2.動画広告の再生完了後、動画コンテンツの再生開始

注意事項

※当メニューはユーザの書き込みにより構成されるコンテンツに掲載される旨を、予めご了承ください ※ユーザがブラウザを閉じる等、完全視聴とならない場合が
あります

※一部のサイトでは16秒以上の動画素材の再生時に、ス
キップボタンが設置、30秒未満でスキップ可能となる場合
があります

※動画コンテンツがエンベットされているサイトにも掲載される

場合があります

下へ
スクロール

動画エリアが縮小し
再生が継続

＜デモサイト＞

http://advertising.nttr.co.jp/adinfo/demo/ba/sp_inread.html
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【PC】教えて！goo ターゲティングコンポジット

【PC】教えて！goo ターゲティングコンポジット

料金 @¥0.70/imp

掲載期間/方法 任意 / ローテーション

掲載タイプ imp保証

掲載面 教えて!gooQ＆Aページ内（一部非掲載面あり）

同時掲載本数 1本まで

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿サイズ

ブロードバナー

［gif/jpg/代替gif・jpg］ W728×H140

［Flash］ W728～(横幅可変)×H140

ハーフページアド

［gif/jpg/代替gif・jpg/Flash］ W300×H600

ファイル容量

ブロードバナー

［gif/jpg/代替gif・jpg］150KB以内 ［Flash］210KB以内

ハーフページアド

［gif/jpg/代替gif・jpg］150KB以内 ［Flash］2.0MB以内

アニメーション ［gif］ループ3回まで ［Flash］30秒以内

備考

• ご発注時には弊社発行の見積書を添付願います

• 配信可能在庫については必ず事前にお問い合わせください

• 事前にお見積もりをいたしますので、以下をご用意ください

掲載する商材ならびにリンク先URL/ 商材に関連するキーワード（10～20個程度）

• 掲載は発注期間開始日の0:00から終了日の24:00となります

• 配信するページの指定または除外はできません

• 入稿の際には指定のテンプレートをご使用ください

• 原稿仕様、配信ロジックは、予告なしに変更する場合があります

• 各掲載面のデザインや機能は、変更される場合があります

• 動画広告、大容量広告、音声付広告等の特殊広告が掲載される場合があります

• 追加でメニューをリリースする場合があります

• Flashバナーの幅は背景として1,600pxまで広げることが可能です（左右に広がります）。
表示すべき必要な情報はW728px内に収めてください

• リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

• 受注オーダーの保証数基準は、バナー部分、ハーフページアド部分の少ない方の数値と
なります

• 掲載レポートの発行ならびに請求は掲載終了後に行います

• サービスの安定運用のため、メンテナンスを実施する場合があります

• 当メニューはユーザの書き込みにより構成されるコンテンツに掲載される旨、予めご了承く
ださい

※画面イメージは、変更になる場合があります

入稿期限
gif・jpg・テキスト原稿 掲載開始7営業日前

Flash原稿 掲載開始7営業日前
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【SP】教えて！goo ターゲティングコンポジット

※画面イメージは、変更になる場合があります

入稿期限 gif・jpg・png原稿 掲載開始10営業日前

【SP】教えて！goo ターゲティングコンポジット

料金 ＠¥0.70/imp

掲載タイプ imp保証

掲載面 【スマホ版】教えて!gooQ&Aページ（一部非掲載面あり）

対象OS Android/iOS

掲載方法 ローテーション

掲載期間 任意

原稿サイズ
バナー W320×H100

レクタングル W300×H250

ファイル容量
バナー ［jpg/gif/png］50KB以内

レクタングル ［jpg/gif/png］50KB以内

アニメーション gifアニメーション可（ループ3回まで）

背景色 任意（16進数のカラーコード）

原稿差し替え 1週間1回まで

同時掲載本数 1本まで

備考

• ご発注時には弊社発行の見積書を添付願います

• 配信可能在庫については必ず事前にお問い合わせください

• 事前にお見積もりをいたしますので、以下をご用意ください

掲載する商材ならびにリンク先URL/ 商材に関連するキーワード（10～20個程度）

• 掲載は発注期間開始日の0:00から終了日の24:00となります

• 配信するページの指定または除外はできません

• 入稿の際には指定のテンプレートをご使用ください

• 原稿仕様、配信ロジックは、予告なしに変更する場合があります

• 各掲載面のデザインや機能は、変更される場合があります

• 追加でメニューをリリースする場合があります

• リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

• 受注オーダーの保証数基準は、バナー部分、レクタングル部分の少ない方の数値となりま
す

• 掲載レポートの発行ならびに請求は掲載終了後に行います

• サービスの安定運用のため、メンテナンスを実施する場合があります

• 当メニューはユーザの書き込みにより構成されるコンテンツに掲載される旨、予めご了承く
ださい

2016年1-3月限定キャンペーン！
＠￥0.70 → ＠￥0.35

バナーサイズ
拡大


