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1. Amebaの概要 
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About Ameba  

4 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

Ameba関連事業として 
多様なサービスを展開 

ブログ 

バイラルメディア 

ゲーム 

音楽配信 

オウンドメディア 

動画配信 

変化しつづけるAmeba 

コミュニティ 
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Amebaユーザー属性（SP） 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

ログインユーザー 

出典：Nielsen Mobile NetView 3.0 （2015年6月情報） 訪問者全体 

出典：AmebaSPログインデータ（2015年7月情報） 
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2. AmebaInFeedADの最新トピックス 
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Ameba InFeedAD トピックス① 

7 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

旧Ameba純広告 
メガパネル 

Ameba純広告のメガパネルが、AmebaInFeedADに進化！ 
プレースメント、オーディエンスターゲティングにおいて 

より詳細な配信設定が可能に！ 

AmebaInFeedAD
メガパネル 

※画像はあくまでイメージとなります。また、上記はあくまで一例となります。 
※広告の掲載位置及びページレイアウト、デザインは、ご報告なく 

 変更となる場合がございますので、予めご了承くださいませ。 
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Ameba InFeedAD トピックス② 

8 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

Amebaブログだけでなく、国内最大規模のバイラルメディア 
Spotlightにも配信が可能に！ 

■ユニークユーザー：20,000,000UU 
■Facebookいいね：800,000いいね 
 

※Spotlightの詳細情報は「Editorial AD MEDIA GUIDE」をご参照くださいませ。 

Spotlight 
レクタングル 

※画像はあくまでイメージとなります。また、上記はあくまで一例となります。 
※広告の掲載位置及びページレイアウト、デザインは、ご報告なく 

 変更となる場合がございますので、予めご了承くださいませ。 
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Ameba InFeedAD トピックス③ 

9 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

著名人カテゴリが更に細かく分類できるように進化！ 
プレースメント、オーディエンスターゲティングにて、より細かな配信設定が可能に！ 

※カテゴリはご報告なく変更する可能性もございますので、予めご了承くださいませ。 
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3. AmebaInFeedADの特徴とスペック 
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Ameba InFeedADのポイント 

３ 
純広告のターゲティングに加えて、 
プレースメントやオーディエンスでセグメント可能 

配信面に馴染んだ広告により、自然な文脈で訴求が可能 2 

Ameba来訪ユーザー4000万人へリーチ 1 

11 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

4 新デザインの統一フォーマット 

新たにSpotlightへの掲載が可能に ５ 

Amebaメガパネルが純広告からInFeedADへ進化 
期間保証型からCPC課金型（運用型）に 

６ 
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Ameba InFeedADで出来ること 

オーディエンスターゲティング 

■年齢／性別 ※3 
■OS別配信 (And／iOS) 
■多数のカテゴリから 
 配信設定可能 ※4 
 ∟Ameba内行動履歴 
■リターゲティングが可能に ※5 

これまでのAmeba純広告のターゲティングに加えて、 
運用面やプレースメント、オーディエンスターゲティング 

においてより詳細な配信設定が可能！ 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

【 注意事項 】 
※1：芸能人の指定は不可 
※2：次頁にて詳細ご参照 
※3：会員属性・類推属性共にどちらかの指定は不可 
※4：後掲「新ジャンルカテゴリ」にて詳細ご参照 
※5：配信サーバタグで配信可能 
       ∟CVポイント接触ユーザーもターゲティング対象に 
 
 

プレースメント 

■多数のブログジャンルから 
 配信指定が可能 ※1 
■著名人ブログ、一般人ブログ、 
 Spotlightといった 
 様々な面に配信が可能 ※2 
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Ameba InFeedAD 掲載デザイン 

13 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

Amebaブログだけでなく、SpotlightといったAmebaブランドサービスへの配信が新規追加。 
また、大小さまざまなデザインフォーマットがリリースされ、多様な訴求が可能に。 

Spotlight 
レクタングル 
（新型） 

著名人ブログ 
一般人ブログ 
メガパネル 
（新型） 

著名人ブログ
TOP面 
（通常） 

一般人ブログ
TOP面 
（通常） 

著名人ブログ 
記事面 
（通常） 

一般人ブログ 
記事面 
（通常） 

※画像はあくまでイメージとなります。また、上記はあくまで一例となります。 
※広告の掲載位置及びページレイアウト、デザインは、ご報告なく 

 変更となる場合がございますので、予めご了承くださいませ。 
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クリエイティブ規定 

■AmebaInFeedAD統一フォーマット 

300×300 
 pixel 

バナー 
（2サイズ） 

最大文字数：14文字 
 
※半角英数も1文字として 
 カウントいたします。 
 
※クライアント名 
 もしくはサービス名のみ可 
 

説明文 

容量：400KB以内 
サイズ： 
300*300ピクセル
600*500ピクセル 
形式：JPG、PNG、GIF 
※アニメーション不可、 
 透過不可 

文字数：10～25文字 
 
※半角英数も1文字として 
 カウントいたします。 
  
※記号の連続使用、 
 顔文字は不可です。 
 
※機種依存文字は不可です。 600×500 

 pixel 

スポンサー名 

Amebaブログ、Spotlight、コミュニティなど、 
AmebaInFeedADのすべての配信に対応可能な統一フォーマット！ 

※下記一式で入稿をいただく必要がございます。 
 一式でないと配信ができませんので、ご注意くださいませ。 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

URL 

訴求LP：3種類まで 
 

※URLは半角255文字以内 

※計測用（入稿用）URLで 
 原稿毎に指定可能です。 

※複数商材は不可です。 
※アプリの場合は、 
 配信OS分ご用意ください。 

ボタン内
テキスト 

・詳細をみる 

・インストール 

・申し込む 

・資料請求する 

・予約する 

・ボタン選択なし 

から選択してください。 

タイトル文 

最大文字数：36文字 
 
※半角英数も1文字として 
 カウントいたします。 
 
※記号の連続使用、顔文字、 
 機種依存文字は不可です。 
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配信面別クリエイティブ規定詳細 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

■バナー 
300×300ピクセル 
※実際の掲載サイズは 
 104×104ピクセル 
 
■スポンサー名 
最大14文字 
 
■説明文 
10～25文字 

■バナー 
300×300ピクセル 
※実際の掲載サイズは 
 104×104ピクセル 
 
■スポンサー名 
最大14文字 
 
■説明文 
10～25文字 

■バナー 
600×500ピクセル 
※実際の掲載サイズは 
 126×105ピクセル 
 
■スポンサー名 
最大14文字 
 
■説明文 
10～25文字 

 

■バナー 
600×500ピクセル 
※実際の掲載サイズは 
 126×105ピクセル 
 
■スポンサー名 
最大14文字 
 
■説明文 
10～25文字 

 

■バナー 
600×500ピクセル 
※実際の掲載サイズは 
 300×250ピクセル 
 
■スポンサー名 
最大14文字 
 
■タイトル文 
最大36文字 
 
■説明文 
10～25文字 

■バナー 
600×500ピクセル 
※実際の掲載サイズは 
 300×250ピクセル 
 
■スポンサー名 
最大14文字 
 
■説明文 
10～25文字 

 

Spotlight 
レクタングル 
（新型） 

著名人ブログ 
一般人ブログ 
メガパネル 
（新型） 

著名人ブログ
TOP面 
（通常） 

一般人ブログ
TOP面 
（通常） 

著名人ブログ 
記事面 
（通常） 

一般人ブログ 
記事面 
（通常） 

※画像はあくまでイメージとなります。また、上記はあくまで一例となります。 
※広告の掲載位置及びページレイアウト、デザインは、ご報告なく 

 変更となる場合がございますので、予めご了承くださいませ。 
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新ジャンルカテゴリ 

16 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

1 IT/Web 15 政治

2 経済 16 旅行

3 恋愛 17 ビジネス

4 ファッション 18 株/証券

5 エンタメ 19 保険

6 アニメ 20 不動産

7 ゲーム 21 キャリア

8 スポーツ 22 車/モータサイクル

9 科学 23 ギャンブル

10 本 24 美容

11 プログラミング 25 メイク・コスメ

12 デザイン 26 ママ・子育て

13 動物/ペット 27 ヘルスケア

14 インテリア/アート 28 グルメ・レシピ

▼ジャンルカテゴリ一覧 
（全28カテゴリ） 

▼著名人カテゴリ一覧 
（全59カテゴリ） 

  大カテゴリ   小カテゴリ 

1 
女性 

タレント 

1 女優 

2 女性モデル 

3 女子アナ/キャスター 

4 アイドル 

5 グラビアアイドル 

6 ギャル 

7 小学生モデル 

2 
男性 

タレント 

8 俳優 

9 男性モデル 

10 男性アナ/キャスター 

11 パパブロガー 

12 韓流 

13 ヒーロー＆元ヒーロー 

3 ママ 

14 モデル 

15 ギャル 

16 グラビアアイドル 

17 アイドル 

18 女優 

19 タレント 

20 女子アナ/キャスター 

21 スポーツ 

22 MUSIC 

23 お笑い 

24 プロフェッショナル 

25 ポピュラー 

26 平成生まれ 

27 80年代生まれ 

28 70年代生まれ 

29 60年代生まれ 

30 50年代生まれ 

  大カテゴリ   小カテゴリ 

4 スポーツ 

31 野球 

32 サッカー 

33 格闘家 

34 ゴルフ 

35 競馬 

5 MUSIC 

36 POP/ROCK 

37 Visual系 

38 HIPHOP 

39 クラブミュージック 

6 
プロ 

フェッショナル 

40 ビジネス 

41 声優 

42 料理 

43 政治家 

44 漫画家 

45 作家 

46 芸術家 

47 文化人 

48 落語家 

49 マジシャン 

50 おネエ系 

51 演劇 

52 ファッション 

7 その他 
53 キャラクター 

54 ポピュラー 

8 お笑い 55 お笑い 

9 女子力UP 56 女子力UP 

10 クッキング 57 クッキング 

11 グルメ 58 グルメ 

12 ペット 59 ペット 
※カテゴリはご報告なく変更する可能性もございますので、 

 予めご了承くださいませ。 
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商品スペック 

メニュー名 Ameba InFeedAD 

課金（CPC） 
通常 最低15円～推奨25円（NET） 
新型 最低25円～推奨40円（NET） 

最低申込金額 50万円（NET）/ 1商材 

掲載期間 任意（予算消化型） 
掲載方法 埋め込み 

掲載面 
一般ブログ面、著名人ブログ面、Spotlight、コミュニティ面、Amebaアプリ面 

※掲載面追加/掲載位置変更/デザイン変更等が入る可能性がございます。 

原稿本数(新規) 1ADグループにつき、URL10本まで ※5本推奨※ 

配信OS iOS／Android ※指定可能 

リンク先 

訴求LP：3種類まで（URLは半角255文字以内） 
    ※計測用（入稿用）URLで原稿毎に指定可能です。 

  ※複数商材不可です。複数商材実施の場合は、申込の時点で分けてお申込みください。 

  ※アプリの場合は、配信OS分ご用意ください。 

原稿追加 /  
差し替え 

週一回まで  
  ※差し替え日は営業日のみ可能 

    ※反映まで要1～2営業日   

    ※入稿シート、追加素材をご提出いただくことで対応いたします。 

入稿期限(新規) 3営業日前 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 
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4. 具体的なフローについて 
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配信開始までの大まかなフロー 

19 

※配信開始は営業日内でお願いいたします 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

新規案件ご決定 

ご発注 初期設計 

タグ発行 

クリエイティブ作成 

タグ埋め CVテスト 

可否確認 

入稿 

配信設定 

申込み受領 チェック 

配信開始 

    

    

新規案件ご決定いただいてから配信開始までは、おおよそ3営業日の予定 

代理店対応 

Ameba対応 

（1～2営業日以内） 

（1営業日） 

入稿シート作成 
素材のご用意 

（1～2営業日以内） 

専用MLあり 

専用MLあり 
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クリエイティブ –サムネイル規制– 

20 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

※上記以外にも媒体判断で掲載をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。 
 必ず事前媒体審査をお願いいたします。 

下記のようなサムネイル規定がございます。下記に該当するものは掲載不可となります。 

＜サムネイル規制＞ 

●下着姿や水着姿など 
 過度に肌の露出が多い 
 クリエイティブはNG。 
 
 
●画像内におけるテキストが 
 画像全体の20%以上を 
 占めるものはNG。 
 ※社名・ブランド名・サービス名 
  も含み20％以内。 
 ※ただし商材内テキストは除く。 

 
 
●角丸でデザインされた 
 クリエイティブはNG。 
 
 
●クリエイティブ内に 
 著名人・タレントの肖像が 
 利用されている場合は、 
 著名人ブログ面など 
 一部面には掲載できません。 
 
 

●画像内の文字スタイルは１パターンのみ使用可。 
※文字スタイルは「フォント」「カラー」「大きさ」 
 「太字」「シャドウ」「縁取り」など。 
※ただし、社名ロゴまたはサービス名ロゴに関しては 
 上記文字スタイルのパターン数に含めません。 
 

 
●商材カラーとマッチしたカラー 
 （同色）、または目立たないカラー 
 （落ち着いたカラー、彩度・明度 
 の低いカラー）であれば使用可。 
 それ以外のカラーはNG。 
 
   
●クリックボタン、アイコンなど、 
 ユーザーが誤認する可能性があると 
 判断される画像はNG。 
 
   
●画像内において「エリアを切り分ける」表現はNG。   

 
●GIFアニメーションは使用NG。 

 
●ユーザーに不快感、恐怖感等を与えると判断される画像はNG。 
 
 

NG例 

NG例 

NG例 

NG例 

NG例 

NG例 

NG例 
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基本、InFeedADの目的である「自然な文脈での訴求」であればOKとしますが、 
広告色の強いもの、顔文字や連続した記号を含むもの、 
LPとの内容に差異があるものなどは媒体判断でNGといたします。 

＜テキスト（タイトル文＋説明文）規制＞ 

Amebaおすすめの・・・ 
タレント○○がおすすめしている・・・ 
                など 

NG例 〈広告色の強いもの〉 NG例 〈LPとの内容に差異があるもの〉 

NG例 〈顔文字や連続した記号を含むもの〉 

適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

クリエイティブ –テキスト（タイトル文＋説明文）規制– 

( ^ω^ ) ( ^ω^ ) 
*¥(^o^)/**¥(^o^)/**¥(^o^)/* 
♪♪♪       連続した記号 など 

LP内に記載がないのに・・・ 

 
日本一や痩せを表す擬音語の文言 など 

下記のようなテキストは掲載不可となります。 

※上記以外にも媒体判断で掲載をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。 
 必ず事前媒体審査をお願いいたします。 
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業種・訴求の規制 

 本メニューでは独自の掲載可否規定を設けさせていただいております。 
 ご検討いただく際は下記をご確認の上、詳細については担当者までお問い合わせください。 

＜業種・訴求の規制＞ 

業種規制 

掲載不可 

●消費者金融 ●カードローン ●毛髪/体臭関連商品  
●病院 ●パチンコ ●宗教 ●ノウハウ系情報商材 
●モバイル課金サービス ●出会い系サービス  
●結婚紹介サービス ●美容整形 など 

訴求規制 

●犯罪、ホラー、その他残虐性を伴う表現  
●肌の過剰な露出を伴う表現※  
●性的イメージを想起させる表現 
●ユーザーのコンプレックスを煽る表現  
●薬事法に抵触する表現  
●価格・割引率やポイントインセンティブ 
 （アメーバ内仮想通貨含む）をメインに置いた訴求 
●その他、Ａｍｅｂａのイメージにそぐわない、 
 あるいは、ユーザーに不快感を与える可能性がある、 
 と媒体が判断するもの 

    
※上記以外にも媒体判断で掲載をお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。 
 必ず事前媒体審査をお願いいたします。 
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InFeedADお申込み雛形 

［ご注意事項］ 
 
■毎月、月予算ごとのお申込みでお願いいたします。 
 
■ご請求に関しては、弊社営業がお送りするレポート及び 
 請求書の金額を正として実績処理とさせていただきます。 
 
■「ネット」発注でお願いいたします。 
 
■期間保証（純広型）での販売はお受けしておりません。 
 
■アカウント設計に関しては、入稿時に必要事項をご記載ください。 
 申込みメールへの記載は不要です。 

 

■宛先 

To：ameba-kettei@ameba-ad.jp 

Cc：Ameba営業担当者 

 

■件名 

【申込】株式会社●●：Ameba/Ameba InFeedAD（予算型）：
2015/●●/●●-2015/●●/●● 

 

■本文 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【代理店名】株式会社●●●●●● 

【広告主名】株式会社●●●●●● 

【訴求URL 】http://●●●●●●● 

【訴求商材】●●●●●●●●●● 

------------------------------------------------------------------------- 

・媒体名     ： Ameba by CyberAgent 

・メニュー名   ： Ameba InFeedAD 

・申込配信月   ： 2015年●月 

・配信開始希望日 ： 2015年●月●日 

・想定上限予算  ： ●●●●●●円（ネット） 

・開始設定ＣＰＣ ： ●●●円（ネット） 

・日予算上限   ： ●●●円（ネット）※ご希望あれば記載して下さい。 

------------------------------------------------------------------------- 

【 備  考 】 

  本メニューはクリック課金（予算消化）型商品であるため、 

  貴社Ameba営業担当者から、毎月末日に締めた実績レポートを 

  必ず送付ください。そちらを正として処理いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



CyberAgent, Inc.  24 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

InFeedAD新規入稿雛形 

 

■宛先 

To：infeedad_nyukou_ml@cyberagent.co.jp 

Cc：infeedad_consultant@cyberagent.co.jp 

       Ameba営業担当者、Amebaコンサル担当者 

 

■件名 

 

【新規入稿】株式会社●●●（商材名）/ 代理店名（正式名称） 

 

■本文 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
下記の通り、入稿をお願いいたします。 

 

【代理店名】●●● 

【代理店営業担当】●●● 

【広告主名】●●● 

【訴求商材】●●● 

【掲載開始日】●●● 

【掲載終了日】●●● 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

［ご注意事項］ 
①サムネイル（2サイズ）  
・サイズ：300*300ピクセル、600*500ピクセル ※2サイズ必須 
・容量：400KB以内 
・形式：JPG、PNG、GIF 
※アニメーション不可、透過不可  
   
②スポンサー名 
・最大14文字 
※クライアント名もしくはサービス名のみとなります。 
※半角英数も1文字としてカウントいたします。 
※記号の連続使用、顔文字、機種依存文字は不可となります。 
 
③タイトル文 
・最大36文字 
※半角英数も1文字としてカウントいたします。 
※記号の連続使用、顔文字、機種依存文字は不可となります。 
 
③説明文  
・10～25文字  
※半角英数も1文字としてカウントいたします。 
※記号の連続使用、顔文字、機種依存文字は不可となります。 
   
④LP     
・URL本数：3本まで（LPの種類）  
・URLは半角255文字以内  
・複数商材は不可となります。  
・計測用URLは原稿毎に指定可能  
   
⑤薬事など     
・化粧品における56の表現範囲  
 http://liskul.com/palaw-AD-1447  
・文章の薬事チェックツール  
 http://yakujicheck.com/check/index  
   
⑥素材のクレジット   
・画像素材に「pixta」などのウォーターマークが入っているものは不可   



CyberAgent, Inc.  25 適用期間:2015/10/1~2015/12/31掲載分 

InFeedAD追加入稿雛形 

［ご注意事項］ 
①サムネイル（2サイズ）  
・サイズ：300*300ピクセル、600*500ピクセル ※2サイズ必須 
・容量：400KB以内 
・形式：JPG、PNG、GIF 
※アニメーション不可、透過不可  
   
②スポンサー名 
・最大14文字 
※クライアント名もしくはサービス名のみとなります。 
※半角英数も1文字としてカウントいたします。 
※記号の連続使用、顔文字、機種依存文字は不可となります。 
 
③タイトル文 
・最大36文字 
※半角英数も1文字としてカウントいたします。 
※記号の連続使用、顔文字、機種依存文字は不可となります。 
 
③説明文  
・10～25文字  
※半角英数も1文字としてカウントいたします。 
※記号の連続使用、顔文字、機種依存文字は不可となります。 
   
④LP     
・URL本数：3本まで（LPの種類）  
・URLは半角255文字以内  
・複数商材は不可となります。  
・計測用URLは原稿毎に指定可能  
   
⑤薬事など     
・化粧品における56の表現範囲  
 http://liskul.com/palaw-AD-1447  
・文章の薬事チェックツール  
 http://yakujicheck.com/check/index  
   
⑥素材のクレジット   
・画像素材に「pixta」などのウォーターマークが入っているものは不可   

 

■宛先 

To：infeedad_nyukou_ml@cyberagent.co.jp 

Cc：infeedad_consultant@cyberagent.co.jp 

       Ameba営業担当者、Amebaコンサル担当者 

 

■件名 

 

【追加入稿】株式会社●●●（商材名）/ 代理店名（正式名称） 

 

■本文 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
下記の通り、入稿をお願いいたします。 

 

【代理店名】●●● 

【代理店営業担当】●●● 

【広告主名】●●● 

【訴求商材】●●● 

【掲載開始日】●●● 

【掲載終了日】●●● 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


