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ブログネタとは？ 

媒体編集 
ネタ 

商材情報 

ブログネタ展開イメージ 

ブ
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ターゲティング 
○○代女性で 

○○ジャンルについて 
よく書いている 

セ
グ
メ
ン
ト 

ブログジャンル 
○○に興味がある 

○○に所属 

全配信（200万円） 
 

全Ameba会員へブログネタを提供 
 

Amebaブログネタとは？ 

Amebaブログネタとは、商材情報をブログネタとしてAmeba会員に提供することで、ネタ文自体や

記載されたブログ記事を介して、コアターゲットに情報発信を行うプロモーションツールです。 

ネタ提供のみ 
ブログネタとして商材関連情報を 

提供することで、ユーザー間の 

コミュニケーションの活性化を行う。 

投票ネタ 
ブログネタ投票形式で配信。 

参加ユーザーの意見をグラフで可視化、 

一覧化する。 

デジタル 

コンテンツ提供ネタ 
「動画」などデジタルコンテンツを配信 

＋
０
円 

100名→125万円／300名→200万円／500名→300万円 

モニター募集 
「サンプリングモニター募集・サンプル発送」 

※芸能人・有名人ブロガー配信は不可 

＋ 
α 
円 

ブログネタアプローチ方法イメージ 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

媒体編集部が商材情報をネタとして編集・作成 
ブログネタ対象者全員or親和性の高いターゲットを抽出し 
ネタを提供 

ブログ記事化によるWEB上での情報拡散 
他ソーシャルメディアへの波及の期待 

アプローチ方法 
を選んで 
配信可能 

Ameba会員 
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AD 

【ブログネタを盛り上げる秘訣】 
ブログネタを活用し、「書かせる」のではなく 

「書きやすいネタを提供する」ことが成功の秘訣です。 

①ユーザーホーム ④ユーザーブログ ②ブログネタ ⑤クチコミ記事一覧 ③記事入力エディタ ⑥他のブロガーの記事 

Amebaのブログネタでは、日常的なことから社会や時事に関する話題まで、 

毎週約15件のネタを編集部からAmeba会員に提供しています！ 

ブログ投稿プラットフォーム 

2007年からスタートしたブログネタ提供サービスは、Ameba会員の定番サービスとして、年間

200万件程の投稿実績がございます。 

ブログネタユーザー参加フロー 

回遊 
AD 

AD 

AD 
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Amebaブログネタ 全配信 

商品・サービスなどの企業様関連情報を、ブログネタとしてAmeba全会員に提供。ネタ文自体やネタに対して投稿された

ブログ記事を介して、多数のユーザーにリーチし広く話題化を促すことが可能です。 

検索 配布リンク 

※各ページのデザイン等は変更となる場合がございます。 

【ブログネタ】 
①媒体からの自然なネタ提供 
企業様情報をブロガーに告知 

【ブログネタ参加ブログ】 
②リンクや画像などを拡散 

【クチコミ記事一覧】 
③一覧ページで他のブロガーの反応を可視化 

別紙「Ameba全メニュー共通注意事項」を必ずご確認ください。 
 

 ［注意事項 ※必読］ 
 ●お申し込み前に掲載可否の確認をお願いいたします。 
 ●想定記事投稿数及び想定PV数は効果を保証するものではございません。 
 ●掲載枠数は、投稿数の拡大に伴い、変更となる場合がございますので予めご了承ください。 
 ●ブロガーが更新するブログ面にはAmebaの付属機能（マジカルメーカー等）や 
  仕様（コンテンツマッチ広告）により、他社の広告が挿入される場合がございます。 
 ●レポート測定期間は掲載開始日から3週間分となります。 
 ●投稿期間終了時点でのご請求となります。 
 ※PV数については、ブログネタに投稿された記事のPVを測定したものとなり、 
  ブログ全体の総PV数ではございません。また、RSS・クローラーによるカウントも含まれておりません。 

価格 ¥2,000,000 
前回ブログネタ参加ユーザーのみ限定追加配信 ＋1,000,000円（1配信） 
※配信条件※ 
①前ブログネタ配信日より、3週間以降、12週間までの実施案件に限る 
②初回ブログネタに使われた同商材、同サービスのプロモーションに限る 

想定記事投稿数 2,000~4,000記事 

想定PV数（3週間） 150,000～500,000PV 想定PV単価 ¥4～¥13.3 

※PV数は投稿された記事のPVを測定したものとなります 

掲載開始日 《水曜日のみ》3枠限定 

掲載方法 Ameba全会員のブログネタ一覧に掲載 
※掲載位置のご指定はいただけません 

記事投稿期間 2週間（掲載開始日の翌々週の水曜日まで）  

お申し込み期限 掲載開始日の16営業日前 

原稿規定 
※別紙規定必読※ 

本文内画像・本文内URLリンク・関連リンク・関連画像をご入稿いただきま
す 

各詳細は別紙にございますのでご確認ください（本文は媒体社にて作成） 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG 

BLOG BLOG 

Amebaブログネタ 全配信 

回遊 

企業様サイトへ 

ブログ 
ネタ 

テキストや 
画像リンクも 
配布可能 

媒体社制作による

自然な情報提供を

含んだネタ文！ 



6 当資料のAmebaメディア、ならびにAmebaメディア内で開設されるブログに関する情報の著作権は、株式会社サイバーエージェントに帰属します。当該データの一部、
あるいは全てにおいて、文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられております。 

株式会社サイバーエージェント アメーバ事業本部 

TEL：03-5459-0513  FAX：03-5459-1880 

【決定アドレス】 ameba-kettei@ameba-ad.jp 

【入稿アドレス】 ameba-nyukou@ameba-ad.jp 

【問い合わせ・掲載可否】 ameba-kahi@ameba-ad.jp 

  
※ 適用期間2015年10月1日～2015年12月31日掲載分迄 

企業様のサンプル商品や店舗サービス体験チケットをコアターゲットに提供し、 
実体験に基づいた質の高い情報発信が期待でき、話題化を促進します。 

Amebaブログネタ サンプリングモニター募集  

企業様のサンプル商品や店舗サービス体験チケットなどをコアターゲットに提供し、体験に基づいたブロガーの記事投稿

により話題化を促進するメニューです。ブロガーの実体験に基づく、より質の高い情報発信が期待できます。 

企業様サイトへ 

検索 配布リンク 

※各ページのデザイン等は変更となる場合がございます。 

回遊 

【ブログネタ参加ブログ】 
②記事・リンク／画像などを拡散 

【クチコミ記事一覧】 
③一覧ページで他のブロガーの反応を可視化 

【ブログネタ】 
①コアターゲットブロガーへサンプリングネタ提供 

別紙「Ameba全メニュー共通注意事項」を必ずご確認ください。 
 

 ［注意事項 ※必読］ 
 ●お申し込み前に掲載可否の確認をお願いいたします。 
 ●想定記事投稿数及び想定PV数は効果を保証するものではございません。 
 ●掲載枠数は、投稿数の拡大に伴い、変更となる場合がございますので予めご了承ください。 
 ●ブロガーが更新するブログ面にはAmebaの付属機能（マジカルメーカー等）や 
  仕様（コンテンツマッチ広告）により、他社の広告が挿入される場合がございます。 
 ●レポート測定期間は掲載開始日から3週間分となります。 
 ●配送完了時点でのご請求となります。 
 ※PV数については、ブログネタに投稿された記事のPVを測定したものとなり、 
  ブログ全体の総PV数ではございません。また、RSS・クローラーによるカウントも含まれておりません。 

コンテンツターゲティング配信 

ジャンル配信 

 実体験に基づいた良質なクチコミ記事が期待できます。 

Amebaブログネタ サンプリングモニター募集 

BLOG BLOG BLOG BLOG 

価格 ①配送数 100名／¥1,250,000 
②配送数 300名／¥2,000,000 
③配送数 500名／¥3,000,000 
サンプリングモニター募集は配送完了をもって納品となります。 
501名以上の場合は弊社担当までお問い合わせください。 

想定記事投稿率 配送数の60~80% 

掲載開始日 毎営業日 

掲載方法 Amebaセグメント会員のプレミアムネタ一覧に掲載 
※掲載位置のご指定はいただけません 
※記事投稿期間終了後は、ブログネタつながり一覧に収束 

応募期間 2週間（掲載開始日の翌々週の同曜日まで） 
※先着順で所定の申し込み数に達し次第締め切り、配送開始 

記事投稿期間 2週間（記事投稿開始日の翌々週の同曜日まで） 

お申し込み期限 掲載開始日の16営業日前 

原稿規定 
※別紙規定必読※ 

本文内画像・本文内URLリンク・関連リンク・関連画像をご入稿いただきま
す 

各詳細は別紙にございますのでご確認ください（本文は媒体社にて作成） 

POINT 

ブログ 
ネタ 
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コンテンツターゲティング配信 【配信セグメントに関し
て】  

ユーザーが１ヶ月以内に記載したブログのワードからジャンル分類を行っており、より直近のユーザーの趣味嗜好に 

応じてブログネタを提供することが可能です！ 

前月１ヶ月以内に書かれたブログ記事をジャンル分類、 

ユーザーの最新の趣味嗜好に合わせてセグメントすることが可能です。※項目毎の配信数の指定はできません。 

配信セグメントに関して 

性別 男性 女性 

年齢 

19歳以下 20~24歳 25~29歳 

30~34歳 35~39歳 40~49歳 

50歳以上 － － 

職業 

会社員 公務員 自営業 

学生 主婦 － 

居住地 都道府県指定 

基本属性 

ブロガー基本属性 基本セグメント項目 

ブログ記事ジャンル属性 

女性系 

ファッション 美容 ダイエット 恋愛 

結婚 妊娠／出産／育児 住まい／暮らし 健康／医療 

男性&女性系 

エンタメ系 

漫画／アニメ／ゲーム 映画／テレビ お笑い 

音楽 本／読書 パチンコ／スロット／競馬 

趣味系 

旅行 自動車／乗り物 
IT／パソコン／インター

ネット 

スポーツ デザイン／アート 写真／カメラ 

釣り － － 

暮らし系 
グルメ お酒／ワイン ペット 

学び／教育 花・ガーデニング － 

ビジネス系 ビジネス 政治／経済 － 
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【オプション】投票ネタ配信機能 

ブログネタと併せてご利用頂ける「投票機能」を用いたアンケートシステムです。 

アンケート結果はグラフとして可視化され、ブロガー間コミュニケーションの活性化、話題化を促すことが可能です。 

※各ページのデザイン等は変更となる場合がございます。 

別紙「Ameba全メニュー共通注意事項」を必ずご確認ください。 
 

 ［注意事項 ※必読］ 
 ●お申し込み前に掲載可否の確認をお願いいたします。 
 ●想定記事投稿数及び想定PV数は効果を保証するものではございません。 
 ●掲載枠数は、投稿数の拡大に伴い、変更となる場合がございますので予めご了承ください。 
 ●ブロガーが更新するブログ面にはAmebaの付属機能（マジカルメーカー等）や 
  仕様（コンテンツマッチ広告）により、他社の広告が挿入される場合がございます。 
 ●レポート測定期間は掲載開始日から３週間分となります。 
 ●投稿期間終了時点でのご請求となります。 
 ※PV数については、ブログネタに投稿された記事のPVを測定したものとなり、 
  ブログ全体の総PV数ではございません。また、RSS・クローラーによるカウントも含まれておりません。 

※投票結果はクチコミつながり内に表示されます。 

②ユーザーブログ ③クチコミ記事一覧 

【オプション】 投票ネタ配信機能 

価格 ブログネタ配信費＋０円 

想定記事投稿数 － 

想定PV数（3週間） － 想定PV単価 － 

掲載方法 ①ブログネタ文内への投票フォーム掲載 
②参加ブロガーの記事内への投票ネタ告知バナー掲載 
③クチコミつながりへのグラフ掲載 

記事投稿期間 2週間（記事投稿開始日の翌々週の同曜日まで） 

お申し込み期限 掲載開始日の16営業日前 

原稿規定 
※別紙規定必読※ 

本文内画像・本文内URLリンク・関連リンク・関連画像をご入稿いただきます 

各詳細は別紙にございますのでご確認ください（本文は媒体社にて作成） 

ネタタイトルは全角20文字までとなります 

投票項目は10項目まで。1項目全角15文字までとなります 

STEP.1 

BLOG BLOG 

STEP.2 STEP.3 

投票ネタへの参加フロー 

あなたは 
何派？ 

①ブログネタ 

AD 
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【ブログネタ】原稿規定と実施スケジュール 

 

 

①本文 

 ・媒体社にて作成いたします。 

 ※HTMLソースにした際のファイル容量を3500バイト以内とする。 

 

②本文内画像（１つまで） 

 ・縦／横幅各200ピクセル以内 

 ・JPG画像以外不可 

 ・50KB以内 

 ＊本文内の画像は必須ではございません。 

 ＊本文内画像の位置は文面内容に応じて変動いたします。 

 ＊本文内画像のAltテキスト及びリンク設定はできません。 

③本文内URLリンク（2つまで） 

 ・リンク先URL：全角32文字以内 

 ＊http://で始まるURL記述でのテキストリンクとなります。 

④関連リンク（3つまで）   

 ※ブロガーへの配布用テキストリンクです。 

 ・サイト名：全角25文字以内 ・リンク先URL 

⑤関連画像（3つまで） 

 ※ブロガーへの配布用画像（バナー・リンク可）です。 

 ・縦／横幅各200ピクセル以内 ・リンク先URL ・Altテキスト：全角16文字以内 

 ・JPG画像以外不可 ・各画像20KB以内 
 

※画像は全て規定内完全入稿となりますので予めご了承ください。 

※リンク先URLは配信日の5営業日前までに必ず閲覧できるようご準備ください。 

 上記日程までにリンク先が確認できない場合、ご実施頂けない可能性がございます。 

※③及び④のリンク先URLがモバイルで閲覧できない場合は、 

 「PCのみ閲覧可」などの表記を記載させて頂きます。 

 （Amebaでは、PC・モバイル共に閲覧可能なURLでの入稿を推奨しております。） 

※ネタ文やその他テキストの表記は、媒体判断により、やむを得ず修正される場合が 

 ございますので予めご了承ください。 

 

■入稿期限 
全て配信日の5営業日前まで 
 

 

■共通レポーティング項目 
1．実施概要 （配信プラン・配信日・記事投稿期間等） 

2．記事数 

3．投稿ブログ記事総PV数 
※レポーティング内容は変更する場合があります。 

サイバーカード 

②本文内画像 

http://www.ameba.jp/ 

本文内画像 

関連画像 

③本文内URLリンク 

④関連リンク 

⑤関連画像 

①本文 

【ブログネタ】 原稿規定と実施スケジュール 

原稿規定 配信イメージ 

お問い合わせ・掲載可否確認 
ご提案・お見積もり 

お申し込み 

案件依頼 
オリエン・素材入稿 

入稿（原稿確定） 

配信 

原稿作成 

配信設定 

書き込み期間 

集計期間 

レポート提出 

ブロガーへのリリース文
を作成するのに必要な、 
訴求内容や注意事項をご
連絡いただきます。 

配信日の 
5営業日前 

約 
３ 
週 
間 

配信日の 
16営業日前 

サンプリングに関しましては、リリース（オファー配信）から、記事投稿 
開始までに、２～４週間の募集・商品発送の準備期間が必要です。 
※案件に応じご相談ください。 

実施スケジュール 


