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■お問い合わせ先

株式会社オールアバウト
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル6F

■WEBで⾒られる広告案内ページ「ADINFO」
http://corp.allabout.co.jp/adinfo/

■お問い合わせページ
http://corp.allabout.co.jp/adinfo/contactus/



「転職」「投資」「結婚」「家の購入」「出産」…

人生は決断の積み重ね
自分で決めるには、わからないことだらけ

迷った時、“専門家の知識”が決断の⼿助けになる
あなたの「教えて」に応えるサイト

「日本最大級の総合情報サイト」

約3,000万人 ※

約900人

約1,300

約180,000本

⽉間総利⽤者数

ガイド数

テーマ数

記事本数

since2001

All Aboutとは
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※2017年11⽉時点。スマートフォン、モバイル含む

http://allabout.co.jp/



情報感度が⾼く、好奇⼼旺盛な「オトナ」がターゲット

ユーザプロフィール

※Google Analytics アクセスデータ （2016.8.1-2017.1.31）
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※オムニバスユーザープロフィール分析 2017年2⽉時点

家族
構成

45-54
14％

性別⼥性
62％

男性
38％

既婚
（子供あり）

35％

既婚
（子供なし）

35％

未婚
30％

年齢

職業

会社員・公務員
42％

その他
23％

自由業
2％

経営者・役員
2％

専業主婦（主夫）
19％

学生
7％

200万未満
8％

400〜
600万
28％

600〜
800万
19％

1000万以上
10％

200〜
400万
24％

世帯
年収

800〜
1000万

11％

自営業
5％

65+
3％

18-24
13％

25-34
33％

35-44
31％

55-64
6％



ジャンル

…など、多彩なジャンルの記事がラインナップ

住宅・不動産 マネー 健康・医療 パソコン・スマホ

生活家電 レシピ・グルメ 美容 ⾞・バイク

ファッション ペット・エンタメ 国内・海外旅⾏ 恋愛・結婚
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「専門家として、正しい情報を伝えたい」
「もっと多くの人に、私の経験や想いを共有したい」

知識量はもちろん、執筆⼒やホスピタリティなどの厳しい審査を
クリアしたガイドが、広く深い専門的な情報だけでなく、

その裏にある想いや情熱も発信しています。

約900人の「その道のプロ」
ガイド

あなたの悩みを解決します。
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All Aboutの影響⼒

多方面で活⽤されているAll Aboutの記事は

信頼できる一次情報
どんなに情報の流通が変化しても、
いつの時代も求められているのは

「オリジナル」で「信頼できる」情報です

キュレーション

ニュース・ポータル SNS

まとめ・ブログ

ユーザー
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Advertising



〔記事タイトル〕
小さな音で家庭崩壊

二世帯リフォームここが怖い

■スポンサードコンテンツ■通常のガイド記事

提供︓LIXIL様

〔記事タイトル〕
「ほっとリフォーム」で、
ひと部屋から⼿軽に暖かく

〔特集名〕
あれこれ食べたい秋グルメ

■スポンサード特集■通常の特集

提供︓radiko様

All AboutのコンテンツＡＤ

All Aboutでは「広告」を「編集」することで「コンテンツ」として読者に届けます。
このコンテンツＡＤを⾒たユーザの95％から「役に⽴った」という声をいただいています。
また、編集コンテンツと同様、または近しいフォーマットを採⽤することで、
ユーザの情報体験を妨げない「ネイティブ広告」も展開しています。

広告を「コンテンツ」に

〔特集名〕
ラジオに恋して
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驚きがある
surprise

背中を押す
encouraged

役に⽴つ
helpful

信頼できる
reliable

発⾒がある
discovery

All Aboutが目指すコンテンツＡＤ

All Aboutが提供するコンテンツＡＤは

5つの要素を重視
「役に⽴つ」「発⾒がある」「信頼できる」

「驚きがある」「背中を押す」
この5つの要素を重視して編集・制作しています
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INDEX

ネイティブ広告

ガイド編集タイアップ

スポンサードコンテンツ

スポンサードまとめ

All About特集

スポンサードサイト

カスタムマガジン

For M マガジンタイアップ

オウンドメディア支援

他媒体連携広告

Facebook navi × All Aboutタイアップ

サンプリングタイアップ with サンプル百貨店

広告掲載に関する重要事項

コンテンツADの掲載箇所

制作進⾏スケジュール

掲載上の注意事項

会社概要



ガイド編集タイアップ

All Aboutガイドを専門家として起⽤し、第三者視点から貴社製品・サービスをご紹介。
豊富な制作実績を誇るタイアップ制作チームならではのコンテンツを掲載いたします。

編集記事と同様のフォーマットで、
専門家が第三者視点で貴社製品・サービスをご紹介

タイアップ スポット

認知 ⇒ 理解促進

タイアップページを制作⇒
掲載。併せてアンケートで
態度変容も図ります。

検索

⾏動

活用方法 / 実施メリット
① 記事として自然に読み込ませることが可能
② 専門家（All Aboutガイド）監修による後押し
③タイアップ制作チームによる質の高いコンテンツ

企画形態 ネイティブ広告

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計300万円〜
【内訳】
・掲載費︓250万円〜
・制作費︓50万円〜
※ガイド起⽤費（20万円）含む
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 MIN 1ヶ⽉掲載〜

掲載開始日 水曜日

制作日数 30営業日程度

備 考 ※標準アンケート【有】
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誘導

1,300以上〜のガイドサイト
と提携メディアから自動最適
化配信。

提携メディア



スポンサードコンテンツ

All Aboutガイドまたは編集部が執筆者となり、タイアップ広告よりも自然な形で貴社商品・サービスを訴求します。
※ガイド編集タイアップと違い、編集記事同様にコンテンツが残ります。 ※記事制作における修正・校正は、事実確認のみとなります。

専門家またはAll About編集部が執筆する、
ネイティブ度を⾼めた記事広告

バックナンバー化 スポット

認知 ⇒ 理解促進

コンテンツを制作⇒掲載。
併せてアンケートで態度変
容も図ります

検索

⾏動

活用方法 / 実施メリット

① 記事として自然に読み込ませる事が可能
② 専門家（All Aboutガイド）執筆による後押し
③ 編集記事同等にバックナンバー化

企画形態 ネイティブ広告

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計300万円〜
【内訳】
・掲載費︓250万円〜
・制作費︓50万円〜
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 MIN 1ヶ⽉掲載〜

掲載開始日 水曜日

制作日数 20〜30営業日程度

備 考 ※標準アンケート【有】
※修正は事実関係のみになります
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誘導

1,300以上〜のガイドサイト
と提携メディアから自動最適
化配信。

提携メディア
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まとめ スポットスポンサードまとめ

編集部が独自の視点によって記事を選別してまとめ直すことで、ユーザに対して「使える」「面白い」「ためになる」
「タイムリー」といった新たな価値を提供します。

All Aboutの公式まとめコンテンツとして
ユーザにメッセージを発信

活用方法 / 実施メリット

① All About内外の情報をキュレーション
② 目的に応じて選べるテンプレート

企画形態 ネイティブ広告（まとめ）

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計100万円〜
【内訳】
・掲載費︓90万円〜
・制作費︓10万円〜
※ガイド起⽤は別途20万円
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 MIN 1ヶ⽉掲載〜

掲載開始日 弊社指定日

制作日数 30営業日程度

備 考

＜CASE①＞
TOTO様

＜CASE②＞
森永乳業様



All About 特集

様々なガイドがそれぞれの切り⼝で執筆した、そのシーズンやイベントに関するコンテンツを
集約することでユーザが必要とする情報を広く網羅した場を提供します。

シーズナリティや流⾏にマッチした
旬のテーマで記事をまとめた編集企画

企画形態 ネイティブ広告（特集型）

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計500万円〜
【内訳】
・特集掲載費︓150万円
・特集制作費︓50万円
・タイアップ掲載費︓250万円
・タイアップ制作費︓50万円
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 1ヶ⽉ 〜 MAX 2ヶ⽉掲載
※2ヶ⽉以上ご希望の場合はお問い合わせください

掲載開始日 火曜日

制作日数 30営業日程度

備 考 ※クライアント様掲載審査に加え、
作成テーマ審査も必要となります。

＜CASE①＞
「ラジオに恋して。」

＜CASE②＞
「働くママのダメージ回復術」

タイアップ スポット

活用方法 / 実施メリット

① All Aboutの豊富なコンテンツを活⽤
② テーマを盛り上げ、興味関心の高いユーザにアプ
ローチ
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スポンサードサイト

ガイドサイトの形式で客観的な視点から情報発信することで信頼性・説得⼒を高め､
「ブランディング」 「理解促進」 「テーマ啓発」などを実現します。1テーマは1社独占での掲載となります。

All Aboutの公式コンテンツとして
独自テーマのガイドサイトを新設

テーマ啓蒙 中⻑期

活用方法 / 実施メリット

① 訴求商材の周辺情報も含めたテーマ啓発
② ⻑期間（半年間以上〜）でのユーザー育成

企画形態 ネイティブ広告（サイト新設）

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計520万円〜
【内訳】
・初期費︓100万円
・掲載費（⽉額）︓50万円〜
・制作費（⽉額）︓20万円〜
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 MIN 6ヶ⽉掲載〜

掲載開始日 弊社指定日

制作日数 60営業日程度

備 考
※標準アンケート【有】
※クライアント様掲載審査に加え、
作成テーマ審査も必要となります。

＜CASE①︓住友林業様＞
「⽊造住宅・⽊の家」

＜CASE②︓テーブルマーク様＞
「冷凍うどんレシピ」
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カスタムマガジン

日本最大級の総合情報サイト『All About』内にWebマガジンを創刊。
中⻑期的なコミュニケーションを図る事により、貴社商品/サービスの「ファン化」を狙います。

特定のクライアント様専用のスペシャルマガジンを創刊
ファン化を狙います

企画形態 ネイティブ広告（Webマガジン型）

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計1,000万円〜（仮）
【内訳】
・掲載費︓500万円〜
・初期費︓100万円
・制作費︓400万円〜
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 MIN 3ヶ⽉掲載〜

掲載開始日 水曜日

制作日数 30営業日程度

備 考
※標準アンケート【有】
※上記は概算⾒積もりとなります。
詳細はお問い合わせください。

＜CASE①＞
住宅リフォーム・

紛争処理支援センター様

＜CASE②＞
野村證券様

デザイン性 中⻑期タイアップ

活用方法 / 実施メリット

① デザイン自由度の高さ
② 中⻑期でのプロモーションに最適
③ 豊富なコンテンツ量
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For M マガジンタイアップ

人⽣を全⼒で愉しむ、アクティブな男性向けWEBマガジン『For M』（フォーエム）
For Mならではの世界観を活かし、クオリティの高いコンテンツ訴求が可能です。

クライアント様の商品を編集記事風に訴求
商品・サービス内容の魅⼒を1ページで紹介します
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活用方法 / 実施メリット

① ターゲットに適したアプローチ
② For Mの世界観を活かしたリッチコンテンツ

企画形態 ネイティブ広告

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦

計300万円〜
【内訳】
・掲載費︓250万円〜
・制作費︓50万円〜
※ガイド起⽤費（20万円）は別途
※撮影費/タグ設置費は別途

誘導期間 MIN 4週間〜

掲載開始日 水曜日 （水曜日開始〜火曜日終了）

制作日数 30営業日程度

備 考 ※標準アンケート【有】

＜事例＞スズキ様

スポット ターゲット
セグメントタイアップ



オウンドメディア支援

All Aboutガイドを活⽤したコンテンツを提供するとともに、
All AboutとFacebook naviを活⽤した集客を⾏い、貴社のコンテンツマーケティングを支援いたします。

貴社オウンドメディアに
All Aboutがコンテンツと集客を提供

コンテンツ納品 中⻑期

活用方法 / 実施メリット

① All Aboutガイドによるコンテンツ提供
② All Aboutからの安定した集客
③ Facebook naviを活⽤したソーシャルリーチ

企画形態 オウンドメディア支援

実施デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦ 計3,000万円〜
※記事提供費、誘導費を含む

実施期間 12ヶ⽉〜

掲載開始日 任意

制作日数 60営業日程度

備 考

＜CASE①＞
コーセープロビジョン様

＜CASE②＞
三井住友トラスト不動産様
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サンプリングタイアップ with サンプル百貨店

口コミ効果の⾼い主婦層・OL層に向けて、
商品理解からサンプリングまで一度に⾏うタイアップ

タイアップ スポット

活用方法 / 実施メリット

① 主婦層・OL層へのターゲットリーチ
② インフルエンサーへの精度の高いサンプリング
③ 販売促進に活かせる二次利⽤可能なレポート

企画形態 他媒体連携広告

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 ⾦
計400万円〜
【内訳】
・掲載費︓250万円〜
・制作費︓150万円〜

誘導期間 4週間~

掲載開始日 水曜日

制作日数 30営業日程度

備 考 ※標準アンケート【有】AllAboutタイアップ
キーワードを入⼒して、
○○をもらおう︕

All About タイアップページ

相互リンク

300件のサンプリング

サンプル百貨店商品ページ （応募時アンケート付き）

貴社商材を紹介したAll Aboutタイアップ掲載と同時に、提携媒体である「サンプル百貨店」にて300件の商品サンプ
リングを実施。さらに無料で二次利⽤が可能な詳細アンケートがセットになった商品です。



制作進⾏スケジュール
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コンテンツADご発注後は、おおよそ以下のようなスケジュールとなっております。
個別のケースに合わせて異なりますので、詳細なスケジュールは別途ご確認ください。
※商品によってもスケジュールが異なる場合がございますのでご注意ください。

約30営業日前
※スポンサードサイトは
約60営業日前、その他各
商品によって異なりますの
でご注意ください。

掲載開始日

■オリエンテーション
約30営業日ほど前（スポンサードサイトは約60営業日ほど前）にクライアント様ご同席の上、
オリエンテーションを⾏います。内容や方向性、企画など打ち合わせします。

■ページ作成
打ち合わせに基づき、取材や撮影、ページデザイン、ライティングなどを⾏います。

■ページ内容ご確認
ページをクライアント様にご確認いただきます。
修正などがあれば、2〜3回程度やり取りをさせていただきます。

■掲載開始
掲載開始日の午前10時頃から順次ページをアップいたします。

掲載開始日



掲載上の注意事項
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【掲載審査について】
・全ての広告で掲載審査が必要となります。ご掲載前には必ず掲載可否をご確認ください。

また、内容によりご掲載できないことがございます。

【掲載費／制作費について】
・本資料に掲載の料⾦はすべて消費税別での表記です。
・⾦額表記にはグロス、ネット2種類の⾦額が表記されています。代理店の方がご使用される場合は、ご注意ください。
・掲載費は導線の設計により変動いたします。別途弊社担当営業までお⾒積もり依頼をお願いいたします。
・制作費は、制作内容によって異なります。お⾒積もりいたしますので、必ず弊社営業担当までお問い合わせください。
・カメラマンによる撮影、スタジオ撮影、遠方取材・ロケーション撮影、自動⾞撮影、モデル・人物撮影、シーンに合わせたイメージ撮影、

料理レシピ考案・調理 撮影、時計・アクセサリーなど撮影技術を要する物品撮影、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。
詳しくは弊社担当営業までお問い合わせください。

・制作ページ数は特に記載のない場合1Pです。

【ガイド起用について】
・ガイドによって起⽤できない場合がございます。
・ガイドの中⽴性堅持の⽴場から、事前に弊社編集方針に基づき、内容を確認させていただきます。

【画面デザイン・商品仕様などの変更について】
・リニューアル等により、ガイドサイト名、サイト構造、誘導枠、デザイン、商品仕様・掲載位置など変更の可能性がございます。

【⼆次利用について】
・二次利⽤には別途料⾦がかかります。また、モデルなど肖像権や著作権の関係で二次利⽤できない場合もございます。

ガイドを起⽤した場合、ガイドにより二次利⽤ができない場合がございます。ご希望の場合は事前にご相談ください。

【広告の表示について】
・ユーザのパソコン環境や表⽰ブラウザの環境設定等により、表⽰に不具合が⽣じる場合があります。
・広告表⽰方法等の挙動については、今後変更になる可能性があります。

【その他の注意事項について】
・競合排除はいたしません。
・ご掲載いただきました広告は事例として使⽤させていただくことがございます。予めご了承ください。
・掲載開始は掲載開始日の午前10時からとなり、同日午後4時までを掲載確認時間としております。

掲載確認時間内の掲載不良につきましては、賠償および補填措置の対象外となりますので、ご了承ください。
・総掲載予定時間の2%または6時間のどちらか少ない方の時間内での掲載不具合は、賠償および補填措置の対象外とさせていただきます。

なお、前記のとおり、掲載確認時間においては、掲載不具合となりません。
・掲載不具合による補填内容についてはAll About営業担当までお問い合わせください。
・掲載終了後のコンテンツADに、All About外のサイトからリンクを貼ることは禁止しております。

尚、コンテンツADは予告なく削除する場合がございますので、予めご了承ください。



会社概要

会社名

所在地

主な事業内容

資本⾦

上場市場

従業員数

株式会社オールアバウト （All About, Inc.）

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル6F

11.99億円

専門ガイドによる総合情報サイトの運営・インターネット広告事業
【連結子会社】 株式会社オールアバウトナビ

株式会社オールアバウトライフマーケティング
株式会社オールアバウトライフワークス
ファイブスターズゲーム株式会社
ディー・エル・マーケット株式会社

東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）(証券コード︓2454)

約140名

役員

代表取締役社⻑ 江幡 哲也
取締役 舟久保 純
取締役 土門 裕之
取締役 久保田 哲
取締役 高田 元広

主要株主
日本テレビ放送網株式会社
大日本印刷株式会社
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