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サードパーティクッキー廃止でコンテンツマーケティングに注目が集まっています。

リターゲティング広告が出来なくなる（2024年予定）

年齢やデモグラフィック属性、興味の推測、オーディエンスター

ゲティングができなくなるなど、大きな影響が予想されます。

❖認知、理解促進、エンゲージメント向上といった

正攻法のマーケティング手法への回帰

サードパーティクッキー廃止

自社集客の仕組みを構築していく
クッキーへの依存をなくし

良質なコンテンツ作りに注力していくことが重要となります。

❖クッキー対策の準備を進めていくことが重要

クッキーレス時代に対応

Q.コンテンツマーケティングに
積極的に投資してますか？

参考：HubSpot Research、グローバル調査、2019年11～12月

コンテンツ

マーケティング

への注目が

高まっています！

市場背景
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ニーズ分析からコンテンツ作成、goo独自のドメインデータでコンテンツマーケティングをご支援。

コンテンツ制作 コンテンツ閲覧数数の確保 エンゲージメント

gooのファーストパーティデータによる

ニーズ分析
ユーザー理解に基づくコンテンツ制作を

gooのファースト・パーティデータによる

ニーズ分析から制作

gooドメインパワーの活用
gooドメインパワーを使って検索上位表示、

オリジナルの誘導プランで誘導

理解促進・エンゲージメントの向上
SNSを使った情報提供、メールマーケティン

グなどを通して、リード（見込み顧客）の

購買意欲を高め少しずつ購買意欲を高める。

データボリューム

goo
ドメインパワー

オリジナル
誘導プラン 豊富な

タイアップ実績
goo上での
プッシュ通知

コンテンツマーケティングの強み
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とは

02.
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教えて!goo とは？

疑問や悩みを
持っている人

経験や知識を
持っている人

Q A

疑問や悩みを持っている人と経験や知識を持っている人を
結びつけるQ&Aコミュニティサービスです。
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教えて！goo

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。
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今、「知りたい」ことを求めている、良質なインターネット
ユーザーへ接触できるメディアです。

Q＆Aサイトにおいて大切なのは「場」の質。
教えて！gooは、「場」にいるユーザーの皆様たちに、高い回答率と満足度を
評価していただいています。

日本最大級のQ&Aコミュニティサイト

月間UB数 3,000万以上の大規模サイト

高い満足度を誇るQ＆Aサイト

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？

40%以上の
ユーザーが

検索では問題を
解決できていな

い!!

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コミュニティサイト

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」を抱えたユーザーが集まります。

NTTコム リサーチ調べ

約80%以上のユーザーが検索エンジン経由で訪れ、幅広いユーザーが利用し

「疑問」「悩み」「相談事」などの情報欲求が強い人が集まっています。

Q＆Aへのリーチは、検索、BTAに次ぐ、第3種のターゲティングといえます。

▼

▼

▼

とは？



10

編集タイアップ

03.
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goo編集タイアップのご案内

教えて！gooでは、クライアント様の商品・サービスをプロモートする完全オリジナルの編集タイアップ

ページを作成いたします。

教えて！gooが持つ800万件のQ&Aデータをフルに活用し、特集記事内でユーザーのお悩みを

解決していきます。

NTTレゾナントが運営する安心安全のQ&Aサイト、教えて！goo。

媒体が持つ信頼性とクライアント様がエンドユーザー伝えたい想いを両立させるコミュニケーションが

可能です。
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の興味関心、悩みデータを活用した
コンテンツ配信

NTTレゾナントが独自に開発したAI（人工知能）技術により、クライアント様サイト訪問ユーザーや任意のキーワードを検索しているユーザのインサイト（興味関心、悩み）を

リアルタイムに把握。教えて！gooの訪問履歴からQ&Aの内容をテキスト解析し、約5万のカテゴリにクラスタリング処理を施した上でユーザの興味関心を自動学習することで、

クライアント様にとって最適なターゲティングを実現しています。

様々な悩みを抱えているインターネット

ユーザーに対して、クライアント様

オリジナルの特集コンテンツを

作成し、最適な解決方法を

提供します！

goo編集タイアップのご案内
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教えて！gooでは、クライアント様の商品・サービスをプロモートする完全オリジナルの編集タイアップページを作成いたします。

800万件のQ&Aデータをフルに活用し、特集記事内でユーザーのお悩みを解決していきます。

高PV

高レート高コンバージョン

自由な特集テーマコンテンツパワー

月間10万PV超え案件も

人に聞けない悩みや誰もが思う疑問はユーザーが集まりま
す。

CTR10%以上の案件も

プロならではの情報とユーザーの興味関心がマッチした
時・・・！！

申込件数の高評価も

知的欲求や興味関心が高く、質が高いユーザーが集ま
る本企画ならではの特徴。

オリジナルページ作成

クライアント様がご希望される特集、テーマにてご掲載が
可能です。

教えて！gooならでは

ユーザー目線のQ&Aで疑問や不安を解消し、
商材をPR。教えて！gooならではの企画です。

ユーザーアンケート
マーケティングデータの取得

自由度の高いアンケートフォームで、クライアント様が知りた
い“お客様の声”の取得が可能です。

教えて！goo編集タイアップの特徴
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ディスプレイ
ネットワーク

DSP

自社メディア

約800万件のQ&Aから
想定される興味関心データを抽出

教えて！gooで悩みを抽出

Q&Aの興味関心データから
セグメントを生成

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

日本最大級のQ&Aコミュニティサイト「教えて！goo」の約800万件のQ&Aデータをベースとしたターゲティングメニュー。

AIによるセグメント生成と、複数の配信プラットフォームの最適な運用により、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

教えて！goo
DMP

AIによるセグメント生成 複数のプラットフォームでの広告配信運用

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

タイアップ誘導（オーディエンスターゲティング）

編集タイアップページ

誘引

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
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アンケートフォーム
▼アンケートフォーム ▼アンケート集計レポート

編集タイアップページの最下部に「ユーザーアンケートフォーム」の設置が可能です。

市場調査や商品設計への反応、顧客とのつながりに活用ください。

Sample

アンケートフォームの設置
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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。

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。
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」、「商品モ
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。
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、商業施設な
ど、教えて！gooのレポーターがどこでも潜入取
材をします。クライアント様の特徴を取材によっ
て掘り起こすことで、多くの人に知ってもらうこ
とができる企画です。

専門家 対談

教えて!gooレポーター
インタビュー

Q&Aまとめ

過去に「教えて！goo」に寄せられた会員の皆さま
の疑問＆回答を有効活用した特集記事です。
ユーザーに役立つQ&Aを1ページに纏めて分かりや
すく紹介していきます。

マンガ

Powered by 

商品購入、サービス導入をするにあたってのメ
リットをマンガにすることで多くの情報を伝える
ことがき、マンガの持つ強力な訴求力を活用する
ことで、ユーザーにインパクトを与えることがで
きます。

教えて！goo編集タイアップの企画例

座談会
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■広告主名：天藤製薬様

■訴求商材：ボラギノール

おしりの悩みと言えば、痔を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
痔は恥ずかしい悩みではありません。
成人の半数以上は痔を患っていると言われているほど、現代人にとって身近な
悩みです。
相談しづらいけど、なんとかしたい…。
今回は、おしりトラブルに悩む女性3人が集まり座談会を開催。
すっきりした毎日を過ごすために、いい方法はあるのかを語り合いました！

■広告主：日産自動車様

■訴求商材：LEAF

リーフに変えたら暮らしが変わる？防災が変わる？進化した電気自動車が気に

なるママが、試乗にやってきました。

「教えて!gooレポーター」がその話題の電気自動車、リーフに密着して真相を

探ってきました！

教えて！goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：小林製薬様

■訴求商材：さいき

乾燥が気になる季節。肌荒れに悩む3人の女性が座談会を開催しました。

化粧水やクリームで保湿対策しているけれど、悩みを解決できないのはどうして…。

年齢のせい？対策のせい？お肌が綺麗になれば、自信が出るし、今よりもっと

笑顔になれるはず。年齢やライフスタイルの異なる女性たちが、肌荒れ問題の

解決策を語り合います。

■広告主：大日本除虫菊様

■訴求商材：プレシャワーDF

キャンプ場で過ごす時間は、何もかもがはじめての体験。

川の水は夏でもひんやりする。

森の中は静かで空気がおいしい。鳥の鳴き声で目覚める朝。

まぶしいけれどキレイな夕陽。夜なのにキラキラと輝く星空。

キャンプは特別な時間がいっぱい。たった一日でも子どもは大きく成長する。

なによりも朝から晩までずっと一緒に過ごす時間が、かけがえのない家族の宝物に。

さあ、今年の夏は家族でキャンプデビューしよう！

教えて！goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：NTT西日本様

■訴求商材：ICTお仕事悩み相談デスク

はじめての開業は期待もあれば不安もいっぱい。

今の時代、便利なシステムはいっぱいあるのはわかるけど、難しそうだし、何を

導入していいのかわからないもの。

そんな時に役立つのが、ICTを活用して様々な課題解決を提案するNTT

西日本の「ICTお仕事悩み相談デスク」。今回は、3名の新人オーナーが集結

し、お悩みとその解決策を探る座談会を開催しました。

■広告主名：サラヤ様

■訴求商材：アラウ.ベビー マタニティークリーム

初めての出産を控えるプレママ。子育てをしながら出産を迎えるママ。

期待と不安の入り混じる妊娠中の2人に、肌研究家であるベテランママがアドバイス。

子どもが第一だけど、ママ自身のこともケアできれば出産や子育てはもっと快適になるはず。

妊娠中の悩みを解決し、リラックスして出産を迎えたいですね！

教えて！goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：ロート製薬様

■訴求商材：パンシロンソフトベール

SNSで「いいね！」がもらえると元気になるけど、実はちょっとした悩みを

抱えている女子も多い。今回は、「最近、胃の調子がよくなくて…」と

胃悩み中のイマドキ女子4人に集まっていただき、胃の悩みについて、

ありのままを語ってもらいました。

胃の悩みを解決して、今日も明日も笑顔で過ごしたい！

■広告主名：パナソニック様

■訴求商材：スマートHEMS

家事、仕事、子育てといつも多忙な働くママたち。何かとバタバタする「朝」、外出中で

不安がいっぱいの「昼」、自分時間が取れない「夜」と、自分時間を作るためには、一日

の家事をラクにするための時短が大事。今回は3人の仲良し主婦たちが座談会を開催。

「朝・昼・夜」で異なるそれぞれのお悩みからとっておきの家事ラク術まで、ママなら好感度

100%の本音トークを一挙公開！

教えて！goo編集タイアップの掲載事例
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https://blog.goo.ne.jp/casestudy

スマホ版は
コチラ

教えて！goo編集タイアップの掲載事例

https://blog.goo.ne.jp/casestudy
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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、デザインなどは弊社にお任せください。

・ページにはgoo規定のヘッダー、フッターが付きます。

・掲載データにつきましては、データ容量、表現などを含め、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・リンク先など、要事前確認となります。内
容など

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。

無料オプション ・アンケート調査 ・インサイト分析

教えて！goo面（PC）

教えて！goo面（SP）

パートナーサイト（DSP活用）

編集タイアップページ

誘導枠

誘引

教えて！goo編集タイアップのお見積り



23

メニュー概要

掲載料金 50万円/年

使用可能箇所
ホスティング（アーカイブ）、オウンドメディア、店頭、パンフレット、チラシ、SNSなど

※使用箇所は事前に営業担当へお伝え願います。

掲載期間 編集タイアップ掲載終了から1年間

使用可能素材 記事サムネイル、記事タイトル、記事内容、教えて！gooロゴ

備考

※記事の著作権はNTTレゾナント株式会社に帰属します。

※アーカイブ期間中、ページの内容については変更する事ができません

※クライアント様サイトへのリンク切れの場合のみ、変更削除を受け付けます

※アンケートは掲載いたしません

※特集内容によっては、掲載をご遠慮いただく場合がございます

※モデル等を使用している場合、追加費用が発生する可能性があります

※利用期限を過ぎて本サービスを使用したことが発覚した場合、お申込み 金額を

違約金としてご請求いたします。

※料金はグロス金額（税別）です。

オウンドメディア 店頭

パンフレット、チラシ SNS

編集タイアップで制作した記事を、アーカイブする事が可能です。

また、特集記事をクライアント様のオウンドメディアでご使用いただけます。

二次利用活用事例

教えて！goo編集タイアップのお見積り（二次利用）
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1. 本資料について

2022年3月時点の内容となります。

※本資料に記載されてる仕様等は、今後変更される場合があります。

2. 掲載料金について

各メニューの掲載料金は特に記載のない場合、グロス・税別の料金となります

3. 掲載上の注意事項（全メニュー共通）

（1）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

（2）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

（3）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

（4）追加でメニューをリリースする場合があります

（5）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

（6）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

広告掲載に関する注意点
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1. 広告倫理綱領

NTTレゾナント株式会社は、自社の運営するサイトにおける

インターネット広告（バナー広告・テキスト広告・メール広告・タイアップ広告含む）の

掲載において、消費者の利益を守り、社会的信用を得るために、

広告関係者に協力を得て、広告掲載に関する自主規制を行います。

（1）弊社及び弊社の運営するサイトの信頼と品位を損なう広告は掲載しない

（2）真意を伝え信頼させる広告でなければ掲載しない

（3）公序良俗に反する広告は掲載しない

（4）他を誹謗中傷する類の広告は掲載しない

（5）法令に違反する広告は掲載しない

2. 広告掲載基準

NTTレゾナント株式会社は、自社が運営するウェブサイトにおけるインターネット広告の掲載において、

そのすべての権利を有します。

従って、広告主はその掲載において、弊社が定める次の規定を承認し、これを順守願います。

3. 基本基準

（1）青少年の保護、健全な育成に悪影響を及ぼすと考えられる広告は掲載できない

（2）人権を侵害する恐れのある広告は掲載できない

（3）名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、不当な業務妨害となる恐れのある広告は掲載できない

（4）虚偽、誇大な表現である広告は掲載できない

（5）非科学的、迷信に類するものであると考えられる広告は掲載できない

（6）宗教信仰による布教活動を目的としているものは掲載できない

（7）社会秩序を乱す恐れのある広告は掲載できない

・暴力、賭博、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの

・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるもの

・性的に露骨、わいせつ、セクハラであるもの

・風紀を乱し、犯罪を誘発するもの

・Web上での賭博行為および射幸心を著しく煽る恐れのあるもの

（8）他人の氏名、写真、談話、商標、著作物などを無断で使用している恐れのあるものは掲載できない

（9）広告及びリンク先に関し運営者が不明であるものは掲載できない

（10）投機等の一般的に射幸心を著しく煽るものは掲載できない

（11）消費者を混乱させる恐れのあるものは掲載できない

（12）その他、弊社が不適当と判断したものは掲載できない

（13）個人サイトの広告は掲載できない

広告掲載に関する注意点
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4. その他

以下に該当するものは掲載できません。

・広告主のロゴまたは広告主の社名が原稿中になく、責任の所在が不明瞭である広告

・事実に反する、あるいは根拠の不明確な表現

・一般に不快と感じられる、あるいは意味のない表現

・広告内に表示されている製品,サービスが含まれないリンク先

・提供されている製品,サービスを表していないテキスト。ユーザーに誤解を与える、

または提供されている製品,サービスを予測できない表現

・広告素材またはそのリンク先ページに、本広告掲載サイトのユーザ限定の特典と見間違うような表現を含む原稿

また、広告素材の掲載期間中、掲載している原稿、またそのリンク先ページは、

NTTレゾナント株式会社の事前の承認なしに変更することはできません。

広告掲載に関する注意点
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1.ユーザーに誤認を与えたり、混乱する恐れのあるもの

①一般的にコンピュータOS等の操作上の表現を使用したもの （アラートマーク、ウィンドウズクローズマーク、ポインタ等を用いた表現）

②一般的にブラウザ操作上のHTML表現を模倣したもの （プルダウン、ラジオボタン、サブミットボタン、テキストボックスなどを用いた表現）

③弊社のコンテンツに似せた広告表現 （弊社のコンテンツデザインに似せた広告表現や、弊社コンテンツと誤認しやすい「特集」等の文言や表現を用いたもの）

④ユーザーが期待した動作とは異なるリンク先での表現 （リンク先のポップアップウィンドウが2カ所以上ある、など）

2.虚偽または誇大とみなされるもの

・客観的に虚偽と認められるものまた弊社が虚偽及び誇大な表現の恐れがあると判断したもの

・最大級の呼称につき、明らかに虚偽、誇大と認められる表現のもの。ただし、「世界一」「業界最高」「No1」「最先端」等の最大級・最高級表現に関しては、

クリエイティブまたは第１リンク先にその表現に関する客観的且つ明確な根拠があれば掲載可

3.比較表現を用いたもの

・自己の優位性を強調するために他を引き合いに出したもの、また他を誹謗するもの

・不公正な基準による比較表現などが含まれるもの

4.ダブルネームに関して

・同時掲載されている企業の関係性が明確になっておらず、ユーザーが混乱する恐れのあるもの

・複数企業が同時掲出される必然性や関連性が不明確であるもの

5.紙幣および通貨に関して

・一見して、デザインであると判別できないもの

6.アルコール飲料に関して

・バナークリエイティブ内に、「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」の文言の表記がされていないもの

※低アルコール飲料（アルコール度数1%未満）に関しては、リンク先にアルコール分を有する飲料である旨の表記があればクリエイティブ内への表記は不要

7.政党・選挙運動に関して

・公職選挙法等の法令に違反するもの

・政治結社（宗教系結社含む）の内容の広告であるもの

下記のような表現を含んだバナーやその他の広告は掲載をお断りいたします。下記以外にも、弊社の判断により掲載をお断りさせていただく場合がありますので予めご了承ください。

広告掲載に関する注意点
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1. ブランドセーフティについて

・ 一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会（JIAA）の会員として、同協会が定める「広告掲載先の品質確保に関するガイドライン（ブランドセーフティガイドライン）」に準じた運用を行っております

・ 掲載先の品質を確保するため、次の各号のいずれかに該当する

違法なコンテンツ等への広告掲載の排除に努めます

① 犯罪を肯定したり、美化するなどして犯罪を助長しているもの

② 売春や児童ポルノなどの猥褻行為や違法な性表現に関するもの

③ ⽣命の死や暴力表現などの醜悪、残虐な表現で不快感を与えるもの

④ 詐欺行為や悪徳商法などの消費者等を騙すもの

⑤ ヘイトスピーチなどの差別や人権侵害をしているもの

⑥ 偽ブランド品の販売や海賊版サイトなどの商標権や著作権を侵害するもの

⑦ 危険ドラッグなどの違法薬物の販売やそれらを肯定するもの

⑧ その他違法、不当な内容または社会通念上好ましくない内容が含まれているもの

・ 上記に基づき、広告掲載先コンテンツ（自社制作、他社調達、ユーザ投稿・編集）における品質管理を行っております

・ 広告主様からのご要望がある場合は、特定の広告掲載面を除外する等の対応も可能です

2.無効トラフィックについて

・ 一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会（JIAA）の会員として、同協会が定める「広告トラフィックの品質確保に関するガイドライン（無効トラフィック対策ガイドライン）」に準じた運用を行っております

・ 広告トラフィックの品質を確保するため、以下の無効トラフィックの排除に努めます

① 無効なトラフィック／Invalid Traffic（IVT）

広告配信の品質の観点で広告の成果の測定値に含めるべきではないトラフィック。検索エンジンのクローラーのようなプログラムによる悪意のないトラフィックと、作為的にインプレッションやクリックを発⽣させる悪意のある不正な
トラフィック。
② 一般的な無効なトラフィック／General Invalid Traffic（GIVT）

既知のデータセンタートラフィックや検索エンジンのクローラー等、リストの適用または、その他の標準化されたパラメータチェックにより実行される、定型のフィルタリングで識別可能なトラフィック。

③ 悪意のある無効なトラフィック／Sophisticated Invalid Traffic（SIVT）

人によるトラフィックであるかのように偽装しているものなど、様々な種類の無効なトラフィック。不正に広告費を詐取することを目的としたアドフラウド（Ad Fraud）によって⽣じるトラフィックも含む。
・ 上記を排除する機能を有した広告配信サーバーにより、無効トラフィック対策を講じております

掲載品質ガイドライン
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◆JICDAQによる品質認証取得

デジタル広告品質の第三者認証機構「一般社団法人 デジタル広告品質認証機構」による品質認証を取得
2021年11月にNTTレゾナントはメディア運営するgooにおいて、「無効トラフィック対策認証」と
「ブランドセーフティ認証」の2分野において品質認証を取得しました。

掲載品質ガイドライン
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NTTレゾナント株式会社
デジタルマーケティング事業部

e-mail：
desk@nttr.co.jp

お問い合わせ先


