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広告掲載について

販売対象期間

2019年4月1日（月）0:00 ～ 2019年6月30日（日）23:59

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

・広告掲載開始日および広告内容の変更の掲載開始時刻から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

・原稿とそのリンク先のページで利用している内容は、全て利用許諾(権利侵害がなく、第三者の権利の承諾処理が完了済)を得ており、

法令を遵守した内容であることを、原稿をご入稿いただくお取引様がご確認いただいていることを前提条件とさせていただきます
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「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

とは？

Q&Aサイトには「知りたい」ユーザが集まります

あらゆる事項を網羅した約800万件のQ&Aがある日本最大級の

Q&Aコミュニティーサイト には、

ポイント.1
Ｑ：情報を探す際、ウェブ検索で問題が

解決しなかったことがありますか？

NTTコム リサーチ調べ

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ポイント.2

約80%のユーザが検索エンジンから訪れることから、特定のユーザが利用しているというより幅広いユーザが利用して
います。デバイス別にはPCは約40%が44歳までの男性、スマートフォンは約50%が44歳までの女性が利用している、
デバイスによって特徴は出ますが、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。

検索結果や専門サイトでは解決

できない様々な「疑問」や「悩み」

を抱えたユーザが集まります。

ポイント.3 のAI「オシエル」！

４0%以上のユーザが
検索では問題を
解決できていない!!

多くの方が悩みを抱える恋愛相談系の質問に対して、過去のQ&Aから適切な内容を探して
回答をしています。
“時系列ディープラーニング”を質問と回答のマッチングに応用し、「AIによる長文回答生成」に
世界で初めて取り組んでいます！今後の展開にご注目ください!!
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掲載結果から配信先Q&Aページの最適化が可能です！

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～ ¥300～

保険系、不動産系、F×・証券系 ¥100～ ¥150～

その他の業種 ¥60～ ¥100～

掲載期間 任意（お申込クリック数の消化をもって掲載終了とする）

掲載タイプ クリック課金

掲載サイト 教えて！goo、BIGLOBEなんでも相談室、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

広告主名※3

W100×H100（50KB以内）

全角45文字以内

全角120文字以内

全角30文字以内

W80×H80

全角45文字まで

-

全角30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 記載の単価以上での入札が可能です

※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が縮小して表示されます

※2 PC・SPそれぞれで原稿をご入稿いただくことも可能です

※3 広告主名は法人格(株式会社など)を含めた正式名称の記載をお願いします

※3 広告主名にサービス(商材)名を併記することも可能ですが、広告主名とサービス名は助詞
ではつながず、“,”や“・”などの記号を用いていただきますようお願いします

• 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)は予告なく増減する可能性があります

• 広告を配信する掲載面(サイト)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

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。

PC・SPどちらにも配信される“デバイスフリー”方式で、CPCは60円～！

CPCやCTRを基にした独自のスコア計算により掲載位置・ボリュームが変動します。

CPCの変更も可能です。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です。

SPではPCのタイトル文が全文表示されます

＜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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ビジネスアンサー 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

SPではPCのタイトル文が全文表示されます

教えて！goo ビジネスアンサー 性別ターゲティング

料金
（CPC）

入札単価※1

デバイスフリー デバイス指定

¥50～ ¥70～

セグメント
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（お申込クリック数の消化をもって掲載終了とする）

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

広告主名※3

W100×H100（50KB以内）

全角45文字以内

全角120文字以内

全角30文字以内

W80×H80

全角45文字まで

-

全角30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 記載の単価以上での入札が可能です

※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が縮小して表示されます

※2 PC・SPそれぞれで原稿をご入稿いただくことも可能です

※3 広告主名は法人格(株式会社など)を含めた正式名称の記載をお願いします

※3 広告主名にサービス(商材)名を併記することも可能ですが、広告主名とサービス名は助詞
ではつながず、“,”や“・”などの記号を間に記載をお願いします

• 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)は予告なく増減する可能性があります

• 広告を配信する掲載面(サイト)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
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インフィード動画 視聴完了課金タイプ

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、指定したキーワードと親和性が高い

Q&Aページに動画広告を配信！

✓ PC・SPともにスクロール後も動画枠がビューアブルエリアに残る“特別仕様”！

⇒ターゲットユーザに長い時間動画広告で接触を図ることができます!!

ターゲティング＆視聴完了課金の動画広告メニューです。

掲載イメージ

教えて！goo インフィード動画 キーワードターゲティング

料金

素材の長さ 視聴完了単価 備考

15秒まで ¥3.5
最低実施料金：100万円

30秒まで ¥6.0

掲載期間 任意

掲載タイプ 視聴完了課金

掲載面 教えて！goo Q&Aページ内（一部非掲載面あり）

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※

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

※1ヶ月間に200万円以上のお申込いただいた場合、クリエイティブの3本同時掲載または60
秒までのクリエイティブ(1本)をご利用いただけます

※30秒以上のクリエイティブを掲載する場合、30秒視聴時に課金カウントいたします

• 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23:59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

• 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。詳細な広告仕様は次のページでご確認いただけます。

【PC】教えて！goo

【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

新仕様リリース！
1.ページ下へスクロール
2.動画枠が画面から消える
3.動画枠が右からスライドして現れ、動画広告

の続きを再生
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インフィード動画 性別×年代ターゲティング

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、指定した性別・年代のユーザに

動画広告を配信します

教えて！gooで掲載される動画広告メニューです。 教えて！goo インフィード動画 性別×年代ターゲティング

料金

素材の長さ 視聴完了単価 備考

15秒まで ¥3.5
最低実施料金：100万円

30秒まで ¥6.0

掲載期間 任意

掲載タイプ 視聴完了課金

掲載面 教えて！goo Q&Aページ内（一部非掲載面あり）

同時掲載本数 1本※

原稿差し替え 不可

ターゲティング
性別指定 男性・女性

年代指定 10代・20代・30代・40代・50代・60代以上

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※

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

※1ヶ月間に200万円以上のお申込いただいた場合、クリエイティブの3本同時掲載または60
秒までのクリエイティブ(1本)をご利用いただけます

※30秒以上のクリエイティブを掲載する場合、30秒視聴時に課金カウントいたします

• 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23:59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

• 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

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。詳細な広告仕様は次のページでご確認いただけます。

【PC】教えて！goo

【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

新仕様リリース！
1.ページ下へスクロール
2.動画枠が画面から消える
3.動画枠が右からスライドして現れ、動画広告

の続きを再生
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インフィード動画 広告仕様ほか

【PC】教えて！goo 【SP】教えて！goo

掲載イメージ

動画広告の挙動

1.メイン動画の掲載位置はQ&AのQの直下
2.メイン動画が画面に50%以上表示されると再生開始
＜下へスクロール＞
3.メイン動画が画面上へ消えると、(視聴完了タイプは)サブ動画が画面右からスライド

して現われ、メイン動画で再生した後を引き継いで再生
＜上へスクロール＞
4.メイン動画が画面に現れると(視聴完了タイプは)サブ動画が消え、メイン動画が

50%以上が表示されると（再生が完了していない場合）再生が再開
5.（メイン・サブ動画）再生完了後、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
＜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. 「close」ボタンをプッシュ⇒広告エリアが消える
＜上へスクロール＞
4.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

5.再生完了後、リプレイとリンク先への遷移を促すボタンを表示

その他の仕様

• （メイン・サブ動画）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）

• （メイン・サブ動画）クリックでサイトへ遷移
• （メイン動画）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され、

再び広告スペースの50%以上が表示されると再生再開
• （サブ動画）×ボタンクリック⇒広告エリアが消える

• 音声はデフォルトオフ、音声ON,OFFボタンアリ

ページ下へ
スクロール

動画エリアが縮小し
再生が継続

＜デモサイト（SP）＞ https://goo.gl/QEPS6thttp://goo.gl/EspRfn＜デモサイト(PC)＞

メイン動画が表示エリアに入ると
再生を開始。ページ下へスクロールし、
メイン動画が画面から消えると、
再生は停止。

画面右からサブ動画がスライ
ドして現われ、メイン動画の
再生済み部分を引き継いで
再生を継続
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（株）マクロミルのリサーチシステムを使用し、広告接触者データ（ログデータ）をマッチング

して、インターネット人口に対して何％リーチしているかを推計し、

配信結果の性年代（20-59歳まで）・地域・年収・職業・未既婚・Frequency別等に

カテゴライズした調査結果をレポーティングいたします。

レポートイメージ

▼リーチ率,リーチ者数,リーチ者のデモグラ構成比

▼フリークエンシー分布

▼累積リーチ率（日次）

広告リーチ者へのアンケート調査も実施できます。

より正確なターゲットリーチを把握することが可能になります。

調査費用につきましては、ターゲットリーチ調査とあわせて

弊社(NTTレゾナント)担当営業までお問い合わせください。

インフィード動画 ターゲットリーチ調査
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ディスプレイ
ネットワーク

ソーシャル

DSP

自社メディア

約800万件のQ&Aの
閲覧履歴から、ユーザの興
味関心を把握

教えて！gooで悩みを把握

Q&A閲覧履歴と
クライアントサイトでの
ユーザのアクションデータから
セグメントを生成

AIによるセグメント生成

作成したセグメントと配信プラットフォームの
組み合わせによって、最適なタイミングでターゲットにリーチ！

複数プラットフォームでの広告配信運用

日本最大級のQ&Aコミュニティーサイト「教えて！goo」の約800万件のQ&Aの閲覧履歴(≒ユーザインサイト)

をベースとしたターゲティングメニューです。

AIによるセグメント生成と、配信プラットフォームの追加により、広告配信の効率化を図ります！

健康、金融・不動産、妊娠・子育て
など、多くの人の意見が気になる悩み
に関するQ&Aが多い

基本掲載料金※

※プロモーションのKPIに応じて、課金形態(CPM,CPC)も含めて柔軟に対応いたします

オーディエンスターゲティングとは？

広告運用は、NTTドコモをはじめとするNTTグループ企業の
運用型広告を担当するオペレーションチームが対応

200万imp～ 50万円～（＠0.25）円

クライアントサイト

教えて！goo
DMP

“gooタグ”を設置し、
来訪ユーザのアクションを
DMPに蓄積

Google Yahoo!

Facebook（Instagram）

Twitter

ScaleOut Logicad

MarketONE
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オーディエンスターゲティング ターゲティングの仕組み

消
費
者
の
購
入
プ
ロ
セ
ス
（
態
度
変
容
）

潜在層

見込層

直近層

自社メディア「goo,OCN」での広告配信

goo,OCNのトップ面やニュース面のファーストビューエリアの広告枠で、
ブロード配信や、商材に応じた属性指定配信により、見込層を発掘

「fastTe×t」の活用と「時系列ヒートマップ」によるターゲットの可視化

1. Facebook AI Researchが開発した「fastTe×t」を用いて、Q&A間の意味
合いの距離を計り、その近さによって約800万件のQ&Aを約5万カテゴリに分類

2. ユーザがクライアントサイトを訪問する前に接触した、教えて！gooのQ&A(5万カ
テゴリ)の中で、より多くの訪問ユーザが接触しているスコアの高いQ&A(カテゴリ)
はクライアントの商材・サービスと相関性があるとし、そのQ&Aに接触したユーザを
ターゲットに選定

3. “5万カテゴリ×時系列”のスコアを可視化した「時系列ヒートマップ」により、例え
ば、「Q&A接触から●日後のスコアが高い」という結果を広告運用に反映し、キ
ャンペーンを効率化

クライアントサイトに設置したタグから、コンバージョンユーザの行動をAIが分析し、
「今後コンバージョンする可能性が高いユーザ」を抽出。
分析には「教えて！goo」などの自社メディア全サービスのユーザアクセスログに加えて、
外部データプロバイダを介したデータも用いることで、AIの精度向上を促進。

「goo AI」によるコンバージョンユーザ拡張

カテゴリ
訪問直前-9日

前
10-19日前 20-29日前 30-39日前 40-49日前 50-59日前 60-69日前 70-79日前 80-89日前

恋愛相談 0.24 0.13 0.10 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06

妊娠 0.22 0.13 0.09 0.06 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09

－ 0.22 0.11 0.10 0.07 0.09 0.07 0.08 0.09 0.08

病気 0.21 0.14 0.12 0.05 0.08 0.06 0.11 0.08 0.07

その他(法律) 0.21 0.16 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07

夫婦・家族 0.20 0.15 0.09 0.06 0.07 0.09 0.08 0.08 0.09

育児 0.17 0.11 0.10 0.08 0.08 0.10 0.09 0.09 0.09

生命保険 0.17 0.11 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08

ガーデニング 0.16 0.12 0.10 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09

その他(恋愛・人生相談) 0.16 0.11 0.11 0.07 0.06 0.09 0.09 0.09 0.11

社会・職場 0.16 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.11

素材・食材 0.16 0.11 0.11 0.09 0.07 0.11 0.07 0.10 0.10

マナー・冠婚葬祭 0.15 0.10 0.12 0.07 0.08 0.10 0.10 0.08 0.09

その他(住まい) 0.15 0.12 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.10 0.08

－ 0.15 0.10 0.08 0.07 0.08 0.10 0.11 0.09 0.10

その他(暮らし・生活お役立ち) 0.15 0.10 0.08 0.09 0.05 0.08 0.12 0.11 0.08

その他(車) 0.13 0.12 0.09 0.09 0.08 0.09 0.11 0.08 0.08

犬 0.13 0.11 0.10 0.09 0.07 0.10 0.09 0.10 0.11

メンタルヘルス 0.13 0.09 0.11 0.09 0.07 0.12 0.09 0.10 0.10

国産車 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.08

料理レシピ 0.13 0.10 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.10

新築一戸建て 0.13 0.10 0.10 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11

その他(税金) 0.13 0.12 0.08 0.07 0.08 0.10 0.09 0.12 0.10

－ 0.13 0.09 0.11 0.08 0.07 0.10 0.11 0.10 0.10

オフィス系ソフト 0.13 0.10 0.09 0.08 0.08 0.11 0.10 0.10 0.11

その他（家電製品） 0.12 0.11 0.08 0.07 0.07 0.11 0.12 0.11 0.11

－ 0.12 0.10 0.09 0.07 0.09 0.10 0.12 0.11 0.09

掃除・洗濯・家事全般 0.12 0.10 0.09 0.08 0.09 0.11 0.11 0.10 0.10

－ 0.12 0.11 0.10 0.08 0.08 0.11 0.10 0.09 0.08

その他(健康) 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.09 0.11 0.09 0.09

－ 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10

健康保険 0.12 0.12 0.13 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09 0.10

賃貸・アパート 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.11 0.10 0.10 0.09

その他(料理・グルメ) 0.10 0.08 0.08 0.07 0.10 0.10 0.10 0.12 0.14

－ 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.11 0.10

性の悩み 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.12 0.10 0.10 0.12

＜gooトップ＞
＜教えて！goo＞

＜時系列ヒートマップ(イメージ)＞

リターゲティングセグメントの配信運用効率化ではなく、商材・サービスに対するユーザのステータスごとにセグメントを生成し、

次のステータスに送り込むことができるのが「教えて！gooオーディエンスターゲティング」です！

「goo AI」は、ポータルサイト「goo」を通じて蓄積した
インターネットに関わる技術やノウハウと、
NTTグループのAI関連技術「corevo®※」を活用し、
NTTレゾナントが独自に開発した技術です。

※「corevo®」は、日本電信電話株式会社の登録商標です

←

カ
テ
ゴ
リ
（
計
5

万
）→

←時系列：直前～90日前→

「goo AI」について
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掲載期間 任意（お申込imp数の消化をもって掲載終了とする）

掲載タイプ imp課金（他の課金形態での掲載につきましては、担当営業までお問い合わせください）

同時掲載本数 5本まで（クリエイティブサイズごとに5本）

原稿差し替え 営業日に対応

原稿サイズ

goo,OCN,DSP ディスプレイネットワーク Facebook,Instagram

【PCバナー(W×H)】
300×250,468×60,728×90,250×250,160×600,

120×600,200×200,336×280,300×600

【SPバナー(W×H)】

320×100,320×50,300×250

【インフィード】

・画像(W×H)：
100×100,160×160,100×100,160×160,180×180,

300×300,600×360,1200×628

・タイトル：全角17文字まで,広告主名：全角20文字まで

・リード文：全角32文字まで

※掲載面によって、画像のリサイズ、テキストの省略の可能性がご
ざいます

・容量：150KB以内

・形式：jpg,gif

【PCバナー(W×H)】
300×250,728×90,160×600,468×60
【SPバナー(W×H)】
300×250,320×50,320×100
※枠線必須（黒色推奨）

・容量：150KB以内
・形式：jpg,png,gif

【画像(W×H)】

・サイズ：1200×628（アスペクト比 1.9: 1）

・容量：30MB以内

・形式：jpg,png

※画像上のテキスト量により配信ができない可能性があります

※テキストは画像の20%以内に収めてください

【テキスト】

・見出し：25文字以内（10文字以内推奨）※改行不可、必須

・テキスト: 125文字以内（60文字程度推奨）※改行可、必須

・ニュースフィードリンク説明文：30文字以内 ※改行不可、必須ではない

※見出し・テキスト・説明文は、掲載面やデバイスにより、表示されない場合や省略
される場合があります

※使用可能な記号には制限があります

【CTA（ボタン）】

「ボタンなし、詳しくはこちら、申し込む、購入する、登録する、予約する、ダウンロード
、他の動画を視聴」等から一つ選択

Twitter

【ツイート本文】 128文字以内（12文字分はカードに使われ
ます）
【ヘッドライン】 70文字以内（端末やアプリの設定によってはタ
イトルの一部が表示されないことがございます。50文字以内に
収めることで、ほぼすべての端末でタイトル全体が表示されま
す）
【画像サイズ】 縦横比1.91:1の場合は横800 x 縦418ピク
セル、縦横比1:1の場合は横800 x 縦800ピクセル、最大
3MB
【ファイル形式】 PNG、JPEG

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

• 配信数の一部は、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

• imp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
• 掲載面の広告枠で動画広告、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 掲載開始5営業日前

オーディエンスターゲティング メニュー概要・原稿規定
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編集タイアップ

教えて!gooで前向きな人生を。
教えて！gooは、情報の溢れる社会において、
世の中に多々ある疑問や悩みを
コミュニケーションを通じて解決にすることを
目指しています。

疑問に思ったときにすぐに質問できる、
人に相談しづらいことをここなら相談できる、
経験者のアドバイスを受けたい、
たくさんの人の意見を聞きたい、
自分と同じ悩みを持っている人がいる・・・

教えて！gooを通じて、
疑問や悩みを解決し、
さらには自分を吐き出して
前向きな人生を送る手助けができることを
いつも願っています。



17Copyright : ©2019 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved.

編集タイアップ

教えて！goo 編集タイアップ

料金 3,500,000円～（内訳）媒体費、制作費、取材・撮影費、モデルアサイン費（一名）など

掲載期間 1ヵ月間（月～木曜日開始）

誘導枠 goo及び、パートナーサイト（教えて！gooオーディエンスターゲティングを使用）

タイアップ

パッケージ

・企画、進行管理

・コンテンツ制作、原稿ライティング

・HTML形式 1～3ページ

・タイアップページへの誘導枠制作

・各種レポーティング（PV、Click、CTR、アンケート、読了率、滞在時間など）

・教えて！gooのヘッダー、フッターが付きます

・タイアップページ下部に「情報提供元：クライアント名」が付きます

想定PV数 月間5万～7万PV程度

申込み期限 掲載開始の45営業日前

備考

・タイアップ広告の掲載基準は「goo広告掲載基準」に準じます。

・企画の内容、詳細についてはご相談の上決定とさせてください。

・ページ制作に関しては弊社の編集ページとなるため、デザイン等は弊社にお任せください。

・ページにはgoo規定のヘッダーが付きます。

・掲載データにつきましては、データ容量、表現等を含め、事前にご相談させて下さい。

・制作費は、制作内容によって異なります。カメラマンによる撮影（ブツ撮り、モデル撮影、

ロケーション撮影）、遠方取材、専門家を用いた取材・監修などには通常の制作料金のほかに、
別途料金が発生します。必要な場合は、お見積りをいたしますので必ず弊社担当営業までお
問い合わせください。

・企業、サービスロゴ画像など素材はデジタルデータでご用意ください。

・ご提供いただく素材のご掲載にあたっては、原稿・リンク先等、要事前確認となります。場合に

よってはお断りする場合もございますので予めご了承下さい。

・初回の制作とは別に企画の追加などがある場合や、ページの情報差し替えなどがある場合は、

別途制作費が必要になります。

・タイアップページの二次利用をご希望の際は弊社営業担当にご相談ください。

goo面

教えて！goo面

教えて！goo面

パートナーサイト（DSP活用）

編集タイアップページ

＜誘導枠＞

アンケート調査 インサイト分析 読了率・滞在時間

潜入取材 座談会 専門家

＜無料オプション＞

誘引

対談

＜企画例＞
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編集タイアップ

座談会

潜入取材

専門家

対談

主婦など、広告訴求のターゲットとなる属性に近いモデルをアサインして
座談会を実施。ターゲット層のリアルな本音を語っていただく事で、
より具体的な共感の場を醸成し、商品、サービス訴求に落とし込んで
いきます。

医師、ファイナンシャルプランナー等、多種にわたる専門家がアサイン可能です。
その専門家が独自の視点でコンテンツを制作します。信頼できる第三者
視点から商品、サービスを訴求していきます。

「主婦×ファイナンシャルプランナー」、「モニター×クライアント開発担当者」
など、企画に合った自由な組み合わせで対談企画を実施。普段、ユーザ
ーが悩んでいる事などを、会話形式の読み物で展開していく為、自然な
形で商品、サービスの訴求が可能です。

企業、店舗、テーマパーク、ホテル、工場など、教えて！gooのレポーターが
どこでも潜入取材をする企画です。イメージだけでは伝わりずらかったクライアン
ト様ならではの「こだわり、雰囲気、醍醐味」などをビジュアル的に分かりやすく、
多くの人に知ってもらう為の特集です。
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編集タイアップ

クライアント様が訴求したい商品・サービスをタイアップページ上でユーザに分かりやすく伝える為に、「教えて！goo
ユーザインサイト分析※1」を活用します。クライアント様サイトに教えて！gooタグ※2を設置することにより、そのサイトに
訪問したユーザが教えて！gooのどのQ&Aを訪れていたかを抽出・分析し、ユーザの興味関心や本音を可視化する
ことができます。その分析結果に基づいてユーザプロファイルを自動生成。ユーザが本質的に求めている情報(ネタ)を
教えて！gooの編集タイアップでコンテンツとしてお届けいたします。

クライアントサイト
（ランディングページ等）

教えて！gooタグの設置により、
クライアントサイト訪問ユーザを
把握

クライアントサイト訪問ユーザの
教えて！goo閲覧データを抽出

クライアントサイト訪問ユーザの
教えて！goo閲覧データから
ユーザインサイトを分析

※1 1ヶ月間で2-3万PV程度のアクセス数があるサイトで分析が可能です
※2 分析対象サイトに、弊社が発行する履歴収集タグの設置が必須となります

ユーザ抽出

▼教えて！gooユーザインサイト分析によるコンテンツ制作の支援

Q&A閲覧
データ抽出

情報発掘

▼教えて！goo編集タイアップページ
興味関心

ユーザインサイト分析データより
情報を発掘し、コンテンツ制作の
ネタとして活用

悩み

本音

ネ
タ
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「特集テーマ」に
ついて疑問や悩みを
抱えたユーザー

疑問 悩み

プロモーションにマッチした
教えて！gooのＱ＆Ａ

ページを訪問したユーザを
ターゲットとしてマーキング

教えて！goo Q&Aページ

編集タイアップページ

マーキングしたユーザを
gooおよび外部サイトにて

ターゲティング

誘引

検索

GoogleやYahoo!
など、外部からの

検索流入

特集内容に興味のある
ユーザを対象に、

タイアップページへの
誘引を促します。

再誘引

タイアップページに訪問した
ユーザーをリターゲティング

編集タイアップ

編集タイアップページへの誘導枠として、「教えて！gooオーディエンスターゲティング」を活用します。
本誘導枠は、教えて！gooに蓄積された約800万件のQ&Aのユーザー閲覧履歴（＝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。
より詳細なレベルでターゲティングされた質の高いユーザを編集タイアップページへ誘引します。
今、まさに疑問・悩みを抱えているユーザへの訴求が可能です。

▼タイアップページへの誘導施策
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viewカウントはじめました!!

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

goo,OCN トップビルボード

goo,OCNトップで掲載されるビルボードです。

viewカウントにつき、表示されていないimpで課金されることがありません。

入稿期限 掲載開始7営業日前

goo,OCN トップビルボード

料金 200万view ：500万円 (@2.5円)

［メニュー概要,原稿規定］

掲載期間 1週間

掲載タイプ view保証

掲載面 gooトップ

同時掲載本数 2本(差し替え含む)

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿規定
（動画）

表示サイズ W440×H248

ファイル形式 MP4,MOV,WMV

容量 200MB以内

コーデック H.264

秒数 30秒まで

Bit Rate 映像：1,000kbps以内 音声：128kbps以内

1秒あたりのフレーム数 最大30 fps

動画アスペクト比 16：9

動画解像度
最低:768 × 432 p× 以上
推奨:1920 × 1080 p×

オーディオフォーマット ×

リンク先URL 1か所

推奨環境 IE10 以降、Chrome(Win,Mac)、FireFo×(Win,Mac)

原稿規定
（静止画）

広告枠サイズ W970×H250

静止画デザイン
可能サイズ

W528×H248

入稿画像サイズ W970×H250

ファイル形式 GIF,JPG,PNG

ファイル容量 150KB

アニメーション 可（GIFアニメは毎秒5フレーム以下）

ループ 可

停止秒数 30秒以内

備考

※広告の50％が1秒間(以上) スクリーンに表示された際にviewカウントします
※掲載可能在庫量については事前にお問合せください
※静止画は動画領域(W440×H248)を黒で塗りつぶし、W970×H250を1枚ご入稿くださ

い（完全に自由にデザインできる領域は枠線を除いた、W528×H248です）
※リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます
※impカウントメニューにつきましてはimp単価1.5円にてご提供しています
※gooとOCNで掲載可否判断が異なる場合がございます
※その他ご不明な点につきましては、営業担当者にご相談ください
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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

goo,OCN トップスポンサーシップ

goo,OCNトップ スポンサーシップ

料金 200万view ：200万円 (@1.0円)

［メニュー概要,原稿規定］

掲載期間,枠数 1週間

掲載タイプ view保証

掲載面 goo,OCNトップ

同時掲載本数 5本まで

原稿差し替え 1日1回まで

原稿サイズ W350×H240（W300×H250でも可）

ファイル容量 ［gif,jpg］150KB以内

アニメーション ［gif］ループ3回まで

備考

※広告の50％が1秒間(以上) スクリーンに表示された際にviewカウントします

※掲載可能在庫量については事前にお問合せください

※原稿制作の詳細については「レギュレーションガイド」をご覧ください

※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
場合がございます

※リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

※その他特別な配信につきましては、営業担当者にご相談ください

viewカウントはじめました!!

goo,OCNトップで掲載されるバナーメニューがviewカウントで掲載可能になりました。

viewカウントにつき、表示されていないimpで課金されることがありません。

入稿期限 掲載開始7営業日前
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ニューストピックス下での掲載！goo,OCNのセットがお得!!

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

goo,OCN トップトピックスアド

goo トップトピックスアド

料金 400万imps想定 ：20万円（@0.05円）

［メニュー概要,原稿規定］

掲載期間,枠数 1週間,4枠（ローテーション）

掲載タイプ 期間保証

掲載面 goo,OCNトップ

同時掲載本数 8本まで

原稿差し替え 1週間1回まで

原稿サイズ 全角15文字以内

備考

※2枠につき、上・下、表・裏のローテーションに表示されます

※原稿末尾に【PR】が表示されます

※リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

※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ございます

OCN トップトピックスアド

料金 400万imps想定 ：20万円（@0.05円）

goo+OCN トップトピックスアド（セット掲載）

料金 800万imps想定 ：32万円（@0.04円）

入稿期限 掲載開始5営業日前
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OCNトップで掲載されるインフィード広告です

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

OCN トップリーディングテキスト

［メニュー概要,原稿規定］

掲載期間,枠数 1週間,2枠（ローテーション）

掲載タイプ 期間保証

掲載面 OCNトップ

同時掲載本数 3本まで

原稿差し替え 1日1回まで

原稿サイズ

画像：W160×H100

テキスト（タイトル）：全角13文字以内

テキスト（概要文）：全角52文字以内

ファイル容量 50KB以内（Flash不可）

アニメーション 不可

備考

※1枠につき、表・裏のローテーションとなります

※原稿制作については、別途レギュレーションガイドを参照ください

※リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます

※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ございます

OCN トップリーディングテキスト

料金 400万imps想定 ：24万円（@0.06円）

入稿期限 掲載開始5営業日前
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OCN とくするメルマガ

OCNとくするメルマガ

料金 350万円

配信日 ご指定日（配信可能日につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください）

想定配信数
650万通想定（OCN接続会員への全配信となります）
※受信拒否登録をしているユーザを除いた想定配信数になります。
※配信数は実績を元に想定しておりますが、保証するものではございません。

備考

※OCN会員様限定の特典をご用意いただくことが必須となります。

特典例：お見積いただいた方に●●●プレゼント

（特典に“gooポイント”を使うことも可能です。gooポイントはOCNサービスの料金割引にも使えるため、

OCN会員様の購買意欲が高まることが期待できます）

詳細はお問い合わせください。

※テキスト原稿でクリックカウントを取得する場合は、設定されたURLをカウント取得用URLに置き換えます。

※署名欄のURLにつきましては、基本クリックカウント無しとします。希望される場合は入稿の際、

その旨の明記をお願いします。

※クリックカウントは、配信初日から換算して14日間分を計測させていただきます。

※配信時間の指定はできません。営業時間内での配信となります。

※配信は3日間をかけて実施いたします。

※ユーザの環境により表示に崩れ・文字化けが生じる場合があります。

※リンク先URLは254文字以内を制限とさせて頂きます。

※属性等の指定配信はできかねます。

入稿期限 配信日10営業日前

原稿規定

原稿サイズ
【メール本文】
<件名>全角34文字以内（件名の先頭に「ＯＣＮ◇」が記載されます）
<本文>全角35文字×100行以内 リンク先URL：10ヵ所以内

備考

※テキスト（サブジェクト・本文・説明文）に半角カタカナ文字、半角「!」、「?」、「:」、「;」、「%」、「<」、「>」、
「¥」、 「･」全角「＼」はご使用できません

※メール本文の原稿最後尾には必ず「会社名」および「連絡先（メールアドレスまたは電話番号）」をつけてくだ
さい（行数には含みません）※画面イメージは、変更になる場合がございます

日本最大手のプロバイダ『OCN』もしくは『OCN モバイル ONE』と契約をしている約750万人の会員に対して、クライアント様単独
のプロモーションを一斉に配信することが可能な、日本最大級の配信部数を誇るメニューです。
有料プロバイダのメルマガという性質上、受信ユーザの反応が高く、短期間での大量リーチが可能です。

クライアント様記事

（全角35文字×100文字以内）

■原稿イメージ

■クライアント様LP

URL

クリック

LP


