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サービス概要
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①セグメント配信
性別/年齢/誕生月/デバイス/エリア（県・市区）/ソフトバンクor
ワイモバイル /新セグメント「小学生未満の子どもあり」 「自動車」
「持ち家」 「女性×健康・美容に関する関心事」*1を指定可能

②登録ユーザ数 約1,156万人*2

2020年10月時点

③1社（コンテンツ）限定
1メール１社なので、非常に高い訴求力があります

Point

ソフトバンクが提供するPUSH型広告配信サービスです。
広告主様が提供する各種キャンペーン・サービス・商品等の情報を
ご指定日にお届けしております。

*1「新セグメント」はiOS/Androidのみ指定可能です。ワイモバイルは不可です。
*2｢みまもりケータイ｣｢フォトビジョン｣｢データカード｣には配信されません。



iPhone属性データ

※契約者データ（2020年10月時点）
※ソフトバンクお知らせメールに登録しているユーザのデータになります。
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Android属性データ
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※契約者データ（2020年10月時点）
※ソフトバンクお知らせメールに登録しているユーザのデータになります。



ワイモバイル属性データ
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※契約者データ（2020年10月時点）
※ソフトバンクお知らせメールに登録しているユーザのデータになります。



提供メニュー
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配信可能日

ソフトバンク：9：00～11：59、13：00～16:59で配信

ワイモバイル：9：00～11：59、13：00～15:59で配信

※配信可能数、配信可能日に関しましては、随時お問い合わせください。

登録ユーザ数
ソフトバンク iPhone：802万人、Android：188万人

ワイモバイル Android：166万人

セグメント

性別 男性、女性

年代
15～19歳、20～24歳、25～29歳、30～34歳、35～39歳、40～44歳、45～49
歳、50～54歳、55～59歳、60～64歳、65歳以上

OS
iOS/Android ※ver指定不可

※ワイモバイルユーザ向けはAndroidのみ

エリア
47都道府県

市区（+２円/通）P7参照 ※誕生月との掛け合わせ不可

誕生月 月指定（+１円/通）※エリア（市区）との掛け合わせ不可

新セグメント P8参照 追加費用なし *新セグメントはiOS/Androidのみ指定可能。ワイモバイルは不可。

配信条件

・同一ユーザへの同日配信不可となります。

・最小配信数は5万通、配信単位は1万通となります。

※複数原稿ご出稿時は、原稿毎の配信単位は1,000通となります。

・その他総量規制など別途条件あり（P16参照）

単価

掲載料金 通数 単価

500,000円～ 50,000通以上 ＠10.0円

800,000円～ 100,000通以上 ＠8.0円

1,050,000円～ 150,000通以上 ＠7.0円

2,000,000円～ 400,000通以上 ＠5.0円

3,200,000円～ 800,000通以上 ＠4.0円

キャンペーン

※総量規制業種対
象外

新規割

（月3社限定）

新規クライアント様限定！

「＠4.0円×10万通以上（セグメント有）」にてご提供！

※各デバイス合算で10万通以上の場合も適応可

休眠割

（月3社限定）

半年ぶりにご出稿のクライアント様限定！

「＠4.0円×10万通以上（セグメント有）」にてご提供！

※2020年7月以降ご出稿がないクライアント様限定

※各デバイス合算で10万通以上の場合も適応可

注意事項 市区（+2円/通）、誕生月指定（+1円/通）は、別途必要になります。

備考 訴求内容により、一部上記単価に当てはまらないケースがございます。

原稿形式 P10-13原稿仕様をご確認ください。

申込締切 配信の10営業日前正午迄（エリア（市区）or誕生月 or新セグメント指定の場合、配信の11営業日前正午迄）

入稿締切※厳守 配信の7営業日前正午迄（エリア（市区）or誕生月 or新セグメント指定の場合、配信の8営業日前正午迄）

・ソフトバンク、ワイモバイルユーザに配信可能
・1社（コンテンツ）限定配信
・セグメント配信可能

※価格は全て税抜き表記になります。

※画面表示はイメージです。
機種により、画面内容が異なる場合があります。

※サイトデザインは変更になる場合があります。

SoftBank Y!mobile



市区対象エリア
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※●印のついている市区の詳細は以下ご覧ください。
http://www.softbank.jp/biz/set/data/ad/owned/download/shared/oshirase_sikuiraisheet_141029.zip
※上記地区より細かいエリア（市区）へ配信はできません。
※上記配信エリアは2020年1月末現在のものとなります。今後変更になる場合もございます。

都道府県 対象地区 都道府県 対象地区 都道府県 対象地区 都道府県 対象地区

北海道 札幌市

東京23区

千代田区

他東京都

八王子 ● 石川県 金沢市

宮城県 仙台市 中央区 府中・調布 ● 京都府 京都市

埼玉県

さいたま市 ● 港区 武蔵野・立川 ●

大阪府

堺市 ●

草加・春日部 ● 新宿区 町田 キタ ●

飯能・所沢 ● 文京区 新潟県 新潟市 ミナミ ●

戸田・川口 ● 台東区 静岡県 浜松市 大阪市南西 ●

和光・川越 ● 墨田区

愛知県

一宮・春日井 ● 大阪市南東 ●

千葉県

千葉市 ● 江東区 名古屋市北部 ● 茨木・吹田 ●

松戸・柏 ● 品川区 名古屋市東部 ● 枚方・東大阪 ●

市川・浦安 ● 目黒区 名古屋市西部 ●
兵庫県

神戸市

船橋・八千代 ● 大田区 名古屋市南部 ● 西宮・尼崎 ●

神奈川県

横浜市北部 ● 世田谷区 奈良県 奈良・生駒 ●

横浜市東部 ● 渋谷区 岡山県 岡山市

横浜市西部 ● 中野区 広島県 広島市

川崎市北部 ● 杉並区 愛媛県 松山市

川崎市南部 ● 豊島区
福岡県

北九州市

横須賀 ● 北区 福岡市

厚木・相模原 ● 荒川区 熊本県 熊本市

湘南 ● 板橋区 鹿児島県 鹿児島市

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区



新セグメント

下記のセグメントがご利用可能になりました！

セグメント名 推奨業種

小学生未満の子どもセグメント
（※iPhoneのみ指定可能）

通信教育
学習塾
新聞社

通販/健康食品

自動車所有セグメント 自動車

持ち家所有セグメント 不動産

女性×健康・美容
に関心のあるセグメント

通販/コスメ・美容
通販/健康食品
アパレル・ファッション

保険

※お知らせメールで通常提供している 「性別・年代・誕生月・デバイス・エリア（市・区）」 と一緒に指定可能です。
※上記の対象セグメント同士の掛け合わせは不可となります。
※「女性×健康・美容に関心のあるセグメント」時は男性セグメントは指定できません。
※新セグメントはiOS/Androidのみ指定可能です。ワイモバイルは不可です。
※弊社サービス情報・アンケート情報等のデータをもとにセグメント設定を行っております。
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掲載スケジュール
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配信対象日

配信対象日
※iPhone対象外

1月 2月 3月

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

※iPhoneは1月17日・31日、2月7日・21日、3月7日・21日は配信対象外
※配信日：1月1日～1月13日分は、入稿期限12月21日（月）正午必着となります。
※1月1日～１月3日（ソフトバンク公休）につきましては、営業日としてカウントいたしません。

お申込み、ご入稿締切日にご注意ください。



iPhone版 原稿仕様
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■総ファイル容量 ：100KB以内（画像含む）
※HTMLファイルエンコード形式：UTF-8（サンプルHTMLファイルをご利用ください）
■入稿時、HTMLと画像をzip圧縮しご入稿ください
（弊社規定のHTMLフォーマットをご利用ください）

※保存時の注意事項：文字コード=UTF-8、BOMは不要、改行コード=CR+LF
※HTMLタグの不備があった場合は弊社にて修正させていただくことがあります。
予めご了承ください。

②テキスト枠

・絵文字利用可能 ※P14参照、Unicodeで記述してください。
絵文字タグは（ &#x????; ）を使用し表示させることができます。
※????にはUnicodeの値(16進数)が入ります。

・「無料」を記載する場合は、その前後いずれかに
「※別途パケット通信料がかかります」とご記載ください。
※記載のない場合は、弊社にて記載させていただくことがございます。

フッタ（変更不可）

①画像枠について
・サイズ（W）：480pix以上
・容量 ：50KBまで
・画像差込可能 gif、アニメgif、jpg、png
（Flashは不可/ファイル名は半角英数字のみ可）

※使用できる画像は１つになります。
※画像へのタグは設置できません。

ヘッダ（変更不可）

●枠内は画像枠とテキスト枠で構成下さい。
ヘッダ、フッタは変更不可です。

●リンクは１URLまで、3クリック箇所まで設定可（リンク先が無くても構いません）
TELリンク使用の場合はTELリンクのみになります。

※iPhone / iPad及び iPhone / iPadと思われる筺体の画像は使用不可です。

●提供社名or提供サービス名を入れてください

件名：全角18文字以内 ※半角カナは使用不可。絵文字使用可（P14参照）
※注意：「重要」「必読」など、お客様に誤解を与える表現は使用不可

アニメgifについて
・16コマ以内
・無限ル―プ可
※掲載可否時の事前確認必須

画像

テキスト

原稿フォーマットダウンロードはこちら
⇒https://www.softbank.jp/biz/ad/owned/download/manuscript/



Android版 原稿仕様

11

■総ファイル容量 ：100KB以内（画像含む）
※HTMLファイルエンコード形式：UTF-8（サンプルHTMLファイルをご利用ください）
■入稿時、HTMLと画像をzip圧縮しご入稿ください
（弊社規定のHTMLフォーマットをご利用ください）

※保存時の注意事項：文字コード=UTF-8、BOMは不要、改行コード=CR+LF
※HTMLタグの不備があった場合は弊社にて修正させていただくことがあります。
予めご了承ください。

②テキスト枠

・背景色は白で統一
・ Android使用可能タグは、P12をご確認ください。

・絵文字利用可能 ※P14参照、Unicodeで記述してください。
絵文字タグは（ &#x????; ）を使用し表示させることができます。
※????にはUnicodeの値(16進数)が入ります。

・「無料」を記載する場合は、その前後いずれかに
「※別途パケット通信料がかかります」とご記載ください。
※記載のない場合は、弊社にて記載させていただくことがございます。

・半角<>は本文中にご使用いただけません。
※半角<>を使用するとHtmlの仕様上、<>でくくった文字が表示されなくなります。

フッタ（変更不可）

①画像枠について
・サイズ（W）：480pix以上
・画像差込可能 gif、jpg、png
（Flashは不可/ファイル名は半角英数字のみ可）

※使用できる画像は１つになります。
※画像へのタグは設置できません。

ヘッダ（変更不可）

●枠内は画像枠とテキスト枠で構成下さい。
ヘッダ、フッタは変更不可です。

●リンクは１URLまで、3クリック箇所まで設定可（リンク先が無くても構いません）
TELリンク使用の場合はTELリンクのみになります。

●提供社名or提供サービス名を入れてください

件名：全角18文字以内 ※半角カナは使用不可。絵文字使用可（P14参照）
※注意：「重要」「必読」など、お客様に誤解を与える表現は使用不可

原稿フォーマットダウンロードはこちら
⇒https://www.softbank.jp/biz/ad/owned/download/manuscript/

★はiPhone版との相違箇所

アニメgifは不可

iPhone版とは仕様が
異なるのでご注意ください。

画像

テキスト



Android版 使用可能タグ
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使用可能タグ一覧

<a href="URL">

<div align="center OR right OR left">

<font color="RGBの16進数">

<font size="1 OR 3 OR 5">

<img src="画像のパス">

<hr color="RGBの16進数">

<br>

利用可能なタグは以下になります。

※スタイルシートは使用不可となります。

＜注意事項＞
・上記以外のタグを使用しての配信不具合は免責事項となります。
免責事項につきましてはP15をご参照ください。
・ソフトバンクにてHTMLタグの確認は行いません。
・一部の機種において、「上記使用可能タグ同士を掛け合わせしたタグが意図した通
りに表現されない場合があります。

例)<font size"▲▲" font color="○○">



ワイモバイル版 原稿仕様
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フッタ（変更不可）

テキスト枠

※ファイル名「00.txt」にご記入ください
▼文字数：1000文字まで（全角半角問わず）
※空白行も文字数カウントに含まれます
※URLおよび『※別途パケット通信料がかかります』の記載は、
文字数カウントの対象外となります。

▼注意事項
・絵文字利用不可。
・半角カナ・機種依存文字・外字・タブ・不要なスペースは使用禁止。
・「無料」を記載する場合は、その前後いずれかに
『※別途パケット通信料がかかります』を記載ください。
※記載のない場合は、弊社にて記載させていただくことがございます。

▼リンク先
・リンクは１URLまで、クリック箇所は1つまで設定可
※リンク先が無くても構いません
※TELリンク使用の場合はTELリンクのみになります。
※TELリンク設定有りの場合、前後には半角スペースを入れないでください
※TELリンク設定無しの場合、電話番号の後には半角スペース・または改行を
入れてください。

ヘッダ（変更不可）

●提供社名or提供サービス名を入れてください

件名：全角18文字以内 ※半角カナは使用不可。絵文字使用可（P14参照）
※注意：「重要」「必読」など、お客様に誤解を与える表現は使用不可
※ファイル名「subject.txt」にご記入ください。

原稿フォーマットダウンロードはこちら
⇒https://www.softbank.jp/biz/ad/owned/download/manuscript/

※本メールは送信専用メールアドレス
から配信されています。
ご返信いただいてもお答えできませ

んのでご了承ください。
※本メールの受信・本メールからのア
クセスには通信料がかかります。

◇配信停止
http://www.ymobile.jp/mail/stop/
o/index.html
※行き違いで解除後もメールが届いた
場合はご容赦ください。

◇お問い合わせ
http://ymobile.jp/contact/index.ht

ml
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋1-9-1
http://ymobile.jp/index.html
(C)SoftBank Corp.

お得なキャンペーンのご案内

テキスト

＜ワイモバイルからのお知らせ（PR）＞

■提供：○○株式会社

入稿時、subject.txtと00.txtをzip圧縮し、ご入稿ください
（弊社規定のフォーマットをご利用ください）

http://ymobile.jp/contact/
http://ymobile.jp/


使用可能絵文字一覧（コード）
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絵文字 コード

&#xE22E;

&#xE22F;

&#xE230;

&#xE231;

&#xE00E;

&#xE32F;

&#xE32E;

コード一覧表

絵文字 コード

&#xE020;

&#xE021;

&#xE03E;

&#xE04A;

&#xE057;

&#xE10E;

&#xE110;

&#xE112;

&#xE10F;

＜注意事項＞
・絵文字は全角1文字扱いになります。
・件名に挿入する場合、文頭か文末に1絵文字のみ挿入可。
・上記以外の絵文字を使用し、配信不具合が生じた場合、
掲載中止の判断をさせて頂く場合がございます。
・この場合には、弊社は広告会社および広告主に対し、一切の責任を負わないものとします。

全16種類からお選びいただけます。



原稿仕様
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●免責事項
土日・祝日の広告掲載分に関して事故が発生した場合は、配信停止などの対応ができない可能性が御座います。
それに伴う補填等も保証できない可能性がございますので、予めご了承ください。

●1申込につき、原稿は4本までです。入稿は1入稿あたり1原稿でお願いいたします。
※お申込みの際に、原稿本数・内訳を明記してください
（記載がない場合は、原稿は１本と判断いたします）

●1原稿のセグメント内訳数は最大6つまでとなります。市区メニューについては最大10まで内訳設定が可能です。
※6つまでは通常期限、7～10は+1営業日加算となります。

●原稿毎のレポートはセグメントが複数あった場合でも内訳は合算の数値で提出します。
●1原稿、1URLまで（3クリック箇所まで設定可（画像含めて）、ワイモバイル版については、クリック箇所は1つまで
設定可）、パラメータ違いも不可）となります。

●各デバイス別原稿仕様は異なりますので、それぞれ入稿が必要となります。
●アプリ告知の場合は原稿内にアプリと分かる表記を入れてください。
●ランディングページは、各デバイスの最適化サイト限定となります。
●原稿内に企業名か企業ロゴまたはサービス名を入れてください。
●LPOにおけるLPは3本まで可能とします。
※ただし、原稿が4本の場合でも、元URLは1本（リダイレクトでURLが違う場合も、
飛び先のLPOは一緒という認識）になります。

●掲載可否・入稿時はLPOのURLとは別に元URLをご連絡ください。
●掲載可否・入稿時において、LPOのURLはすべての元URLが出るまで確認いたしません。
●万が一、LPOで元URLをもらっていないURLが本番配信にて表示された場合、以降は当該クライアントは掲載不可といたします。

※入稿仕様など変更になる可能性がございますのでご了承ください。



総量規制業種に関する配信条件
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●総量規制業種●

■結婚、毛髪、エステ、仮想通貨
2021年1-3月の期間内で、1ユーザに対し、各々1業種1回／月まで

※金融（ローン）は申込不可
※新規割／休眠割は、対象外となります。
※仮想通貨業種のみ新規割／休眠割適用可です。

●配信可能通数●
毎月、配信可能在庫が変動致しますので、案件毎にご確認ください。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

※予告無く変更される可能性がございます。随時ご確認ください。



お申込みにおけるご注意事項(1原稿)

17

お申込みメールに下記要項をご記入の上、お申込ください。
＜お申込みメールの記入例＞

件 名 ： 【申込】クライアント様名／(ソフトバンクorワイモバイル)お知らせメール(スマートフォン版)：YYYY/MM/DD（配信日）
※市区セグメント、誕生月セグメントの場合はこちらも件名に追記してください。

本 文 ：

・代理店名 ：株式会社○○○○
・クライアント名 ：○○○○株式会社
・サイト名 ：○○○
・リンク先URL ：http://
・媒体名 ：(ソフトバンクorワイモバイル)お知らせメール(スマートフォン版) 
・メニュー名 ：通常メニューor誕生月メニューor市区メニュー
・配信期間 ： YYYY/MM/DD（曜日）
・配信希望数 ：○○○○○○通
・配信デバイス ：iPhone版／Android版
・配信セグメント ：男性30代以上、（誕生月）、（エリア（市区））、新セグメント
・申込金額 ：〇〇円(単価：円)
・原稿本数 ：1原稿
・レポート分割 ：有（内訳記載）or無
・備考 ：市区セグメント（詳細は添付参照）
・下記リンクの「広告掲載ガイドライン」に則り、申込をするものとする。
http://www.softbank.jp/biz/set/data/ad/owned/download/pdf/guide_adpublish.pdf

※ お申込み前に必ず掲載可否のお問合せをお願いいたします。
※ クライアント様によっては、審査によりご出稿いただけない場合がございます。
※ 銘柄未定枠・代替枠のお申込みにつきましてはお断りさせていただきます。ご了承下さい。
※ お申込みの際には、必ず上記項目を明記して下さい。
※ お申込み後の原稿本数/セグメント変更は原則として不可とさせていただきます。
※ セグメントの内訳数は最大6つまでとなります。市区メニューについては最大10まで内訳設定が可能です。※6つまでは通常期限、7～10は+1営業日加算となります。
※ 新セグメント同士の掛け合わせ配信は不可となります。
※ 市区セグメントメニューの場合、別途展開の「市区依頼シート」を必ず添付してください。
※ 同訴求で再度お申込みの場合、同一ユーザへの配信は1週間は空ける、もしくは1週間以内に配信する場合は、重複排除必須となります。
※ 配信日から1週間はLP更新は不可となります。



お申込みにおけるご注意事項(複数原稿)
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お申込みメールに下記要項をご記入の上、お申込ください。

＜お申込みメールの記入例＞

件 名 ： 【申込】クライアント様名／(ソフトバンクorワイモバイル)お知らせメール(スマートフォン)：YYYY/MM/DD（配信日）
※市区セグメント、誕生月セグメントの場合はこちらも件名に追記してください。

本 文 ：
・代理店名 ：株式会社○○○○
・クライアント名 ：○○○○株式会社
・サイト名 ：○○○
・リンク先URL ：http://
・媒体名 ：(ソフトバンクorワイモバイル)お知らせメール(スマートフォン版)
・メニュー名 ：通常メニューor誕生月メニューor市区メニュー
・配信セグメント ：男女30歳以上、（誕生月）、（エリア（市区））、新セグメント
-----------------------------
・配信期間 ： YYYY/MM/DD
・配信デバイス ：iPhone版
・配信通数合算 ：〇〇〇通
男性30歳以上：〇〇通
女性30歳以上：〇〇通
・申込金額 ：〇〇円(単価：円)
・原稿本数 ：○本
・備考 ：市区セグメント（詳細は添付参照）
----------------
・配信期間 ： YYYY/MM/DD
・配信デバイス ：Android版
・配信通数合算 ：〇〇〇通
男性30歳以上：〇〇通
女性30歳以上：〇〇通
・申込金額 ：〇〇円(単価：円)
・原稿本数 ：○本
・備考 ：市区セグメント（詳細は添付参照）
-----------------------------
・下記リンクの「広告掲載ガイドライン」に則り、申込をするものとする。http://www.softbank.jp/biz/set/data/ad/owned/download/pdf/guide_adpublish.pdf

※ お申込み前に必ず掲載可否のお問合せをお願いいたします。
※ クライアント様によっては、審査によりご出稿いただけない場合がございます。
※ 銘柄未定枠・代替枠のお申込みにつきましてはお断りさせていただきます。ご了承下さい。
※ お申込みの際には、必ず上記項目を明記して下さい。
※ お申込み後の原稿本数/セグメント変更は原則として不可とさせていただきます。
※ 1原稿のセグメント内訳数は最大6つまでとなります。市区メニューについては最大10まで内訳設定が可能です。※6つまでは通常期限、7～10は+1営業日加算となります。
※ 原稿毎のレポートはセグメントが複数あった場合でも内訳は合算の数値で提出します。
※ 新セグメント同士の掛け合わせ配信は不可となります。ただし、原稿を新セグメントごとに分けて配信することは可能です。
※ 市区セグメントメニューの場合、別途展開の「市区依頼シート」を必ず添付してください。
※ 同訴求で再度お申込みの場合、同一ユーザへの配信は1週間は空ける、もしくは1週間以内に配信する場合は、重複排除必須となります。
※ 配信日から1週間はLP更新は不可となります。



ご出稿に関する注意事項
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【原稿入稿について】
・ご発注時にはLPの事前掲載可否を通過していることが条件です。ただし、LPが未確定の場合、事前にLPアップ予定日をご連絡いただき、入稿期限2営業日前（配信9
営業日前）までに掲載可否を取り直していただくことでご発注を可能といたします。なお、ご発注後に掲載不可となり、配信開始日から5営業日前までにご修正いただけない
場合、有償キャンセルとなります。
・入稿時にリンク先サイトが立ち上がっていない場合、広告訴求内容がリンク先サイトに反映されていない場合はアップ予定日を明記の上、内容が確認出来る資料を添付し
て下さい。アップ予定日や内容が確認出来ない場合は掲載出来ないことがあります。
・リンク先サイトには、広告主名などの情報提供者が特定できる内容及び、問合せ先（電話番号／メールアドレス等）を記載して下さい。
・弊社広告配信システムにて1回のリダイレクトを行います。これによって広告主サイトでのリダイレクトの回数や端末の種類によっては想定したページに遷移しない場合がありま
す。広告主サイトでの複数のリダイレクト設定が原因による想定サイトへ遷移しない事象に関し、弊社では一切の責任を負いません。あらかじめリダイレクト回数および制限を
確認の上入稿下さい。
・年末年始、ゴールデンウィークなどの連休時においては、入稿期限が変更される場合があります。

【キャンセル】
・ご発注後のキャンセルは原則承りません。
・止むを得ない理由でキャンセルを受付ける場合については、広告主様・広告会社様の事由によるキャンセルは有償とし、その金額は契約掲載料金の100%とします。

【掲載中止】
・弊社が以下に定める場合にはやむを得ず広告掲載を中断、又は中止、もしくは掲載内容を変更することがあります。この場合には弊社は広告会社及び広告主に対し、一
切の責任を負わないものとします。あわせて、下記理由によりキャンセルとなった場合、広告掲載料金は通常通り発生します。また、以後の掲載をお断りする場合がありますの
で、予めご了承下さい。
１） 広告申込時の広告内容と掲載内容（掲載表現）が異なる場合
２） 広告主サイトへのリンクが正常に行われない場合
３） 広告主サイトへのリンクが困難（サーバダウン、ネットワーク障害等）である場合
４） 掲載内容の不備又は第三者からの掲載内容等に対する苦情その他の申し立てがあり、これにより弊社が広告掲載を継続することが困難と判断した場合

【免責事項】
・広告（広告商品）の利用に関しては、広告主の判断と責任において行うこととします。
・掲載広告の広告効果（クリック回数/コンバージョン広告効果等）につきましては、保証致しません。
・期間保証メニューに関しては広告表示回数の保証は致しかねます。
・広告の表示に関して、利用者の使用機器、ソフトウェアの動作保証は致しません。
・天変地異、火災・停電などの事故被害、行政による指導・命令、通信規制、利用者の使用環境、広告主および広告会社側のサーバ障害等、その他弊社の責めに帰す
ことが出来ない事由により広告掲載に支障が生じた場合は賠償および補填措置の対象外とします。
・想定imp数の85%まで、もしくは想定配信数の85%までの配信数に関しましては、補填措置の対象外とします。

【その他】
・広告会社は、弊社に納入するすべての素材及び弊社に入稿する全ての広告原稿、並びにそれらの弊社による利用について必要な権利処理が完了していること並びに第
三者の知的財産権その他の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。
・広告掲載に際しては審査を実施しますので、事前にお問合せください。リンク先サイトも審査対象に含みます。
・弊社は本規約を予告なしに変更することが出来るものとします。



広告掲載ガイドライン
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■業態による非掲載ガイドライン

１）街金融にあたる一部金融機関

２）すべての性風俗店

３）わいせつまたは､過度に暴力的と認められる映画・演劇に関するもの

４）わいせつ図書並びにプライバシーや信用の毀損にあたる図書を販売する出版

５）いわゆる出会い系サイト

６）とばくに係わるもの

７）レジャー産業とりわけ事業内容・主体が不明瞭な会員・クラブ運営組織の会員権売買やメンバー募集（ゴルフ、テニス、その他）

８）個人授業などで実態・内容・施設・効果が不明瞭かつ不当に高額受講料を要求する養成施設・専門学校

９）事前にサービス料金設定が不明瞭で、なおかつクーリング・オフが不可能な高額施術を行なうエステやビューティ・ショップ

10）商品先渡しを原則としない割賦・通信販売に係わるもの

11）不正運営にあたる子供・老人有料施設の広告

12）法定診療科目以外の医療・薬や医療器具販売を行なう機関もしくは法定許可範囲を逸脱した効果・効能を表現した医療品・化粧品の類

13）旅行業者として登録をしていない業者によるパック・ツアーや旅行・留学募集に係わる広告

14）少額投資で高収入が得られるような表現や実際には物品を売り付けることが目的の代理店募集や副業・投資への参加を呼びかけたもの

15）職業安定法・労働基準法・男女雇用機会均等法などに明らかに反する人材募集に係わる広告

16）未成年ユーザーに対する配慮に著しく欠けるもの

17）弊社取り扱い商品が賞品として掲載されているもの

18）消費税に関する表記：『消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法及びガイドライン』を遵守していない

こと

19）その他、ソフトバンクが不適当と判断するもの

※予告無く変更される可能性がございます。随時ご確認ください。

■掲載基準に関する注意事項

１）性的な（または連想させる）表現や未成年者に対する配慮に欠けるコンテンツがある場合、掲載不可とさせていただきます。詳細は都度お問い合わせください。

２）企業審査と配信時の表現審査は、異なっておりますのでご注意ください。

■弊社法人様用サービスサイトに掲載ガイドラインを掲載しておりますので、こちらも合わせてご確認ください。
URL：http://www.softbank.jp/biz/set/data/ad/owned/download/pdf/guide_adpublish.pdf




