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ブースト配信プランのご紹介

株式会社オールアバウト



信頼性の高いメディアを厳選し構成したコンテンツネットワーク

自動最適化によるページへの集客
➤NTTドコモと資本業務提携。

1st Partyによる精緻なユーザー
情報を利用。

➤AIによりコンテンツに合った
最適なページへの配信を行い、
効率的にターゲットとなるユー

ザーの集客を行います。

Point 2Point 1

IASアドベリフィケー
ションツール標準搭載

優良メディアに限定し最適化配信
➤安心できる掲載面でCTRを最適化し集客

All About記事閲覧行動×docomo
ユーザーデータ

独自の機械学習(AI)
アルゴリズム

約60メディア

一貫した設計によるコンテンツ制作
➤専任のプランナーが集客と合わせて

コミュニケーション設計

インフィード広告

Point 3

詳細なレポーティングを提示
➤PV数だけでなく、誘導枠ごとのCTR、
読了、送客など示唆につながるレポート

読者の把握
➤独自の計測タグによりクリエイティブ
のクリックからコンバージョンまでの
ユーザーの動きを把握できます。

※一部機能は要設定

良質な読者に届けるための対策
➤ビューアブル、アドフラウド、ブランドセーフ

ティ対策をご提供します。(オプション）

意欲の高いユーザーとの接点
➤記事を読み終えた意欲の高いユーザーが
クリックしやすい位置にインフィード枠を
設置し、効率的にターゲットを集客します。
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配信エンジン（AI）
機械学習最適化配信

詳細な
配信分析レポート

信頼性ある広告配信
アドベリフィケーションツール搭載

※オプション

企画形態 詳細

掲載デバイス PC＆スマートフォンデバイス

料金 100万円～
想定クリック数 10,000click～ （＠100円）

広告形式 クリック保証型

広告体裁 インフィード広告（画像＋テキスト）

配信期間 2週間以上～

誘導クリエイティブ

3本～10本程度の入稿を推奨いたします。
※予備クリエイティブ含む
クリエイティブ審査含め
（5営業日前入稿）

レポート形式 Imp / CTR / Click / 分析レポート

備考 /注意事項

※事前案件審査（企業/LP）が必要です。
※誘導クリエイティブ可否が必要です。
※入稿規定は別途ご確認ください。
※掲載は任意営業日のAM10時配信いたします。
※媒体ごとの配信指定はできません。
※配信先は配信アルゴリズムにより自動的
に最適化されます。

All About PrimeAd ブースト配信プラン

▶All About＋優良提携メディアへのインフィード広告配信が可能
▶ 信頼性あるプライムアドネットワークをブーストプランとしてご提供いたします。

All About＋優良提携メディアのユーザーに訴求

Point

レポーティング

ランディングページ

集客

記事下インフィード枠からの集客

約60メディア
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All About PrimeAdから子育てメディアを厳選し訴求

配信エンジン（AI）
機械学習最適化配信

詳細な
配信分析レポート

信頼性ある広告配信
アドベリフィケーションツール搭載

※オプション

記事下インフィード枠からの集客

レポーティング

ランディングページ

集客

ママの行動特性に着目した

All About PrimeAd「子育てママ」ブースト配信プラン

▶All About PrimeAd内子育てママセグメントでの配信が行えるプラン。

Point

セグメント

企画形態 詳細

掲載デバイス PC＆スマートフォンデバイス

料金 100万円～
想定クリック数 10,000click～ （＠100円）

広告形式 クリック保証型

広告体裁 インフィード広告（画像＋テキスト）

配信期間 2週間以上～

誘導クリエイティブ

3本～10本程度の入稿を推奨いたします。
※予備クリエイティブ含む
クリエイティブ審査含め
（5営業日前入稿）

レポート形式 Imp / CTR / Click / 分析レポート

備考 /注意事項

※事前案件審査（企業/LP）が必要です。
※誘導クリエイティブ可否が必要です。
※入稿規定は別途ご確認ください。
※掲載は任意営業日のAM10時配信いたします。
※媒体ごとの配信指定はできません。
※配信先は配信アルゴリズムにより自動的
に最適化されます。
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レポーティング

配信されたデモグラスコア

配信されたカテゴリ領域スコア

配信されたクリエイティブ毎のスコア

入稿クリエイティブ毎のスコアをチェックすることが可能です。
※別途LPに計測タグを設置することで、読了率、滞在時間などの集計も可能です。

・セグメント別（属性・趣味嗜好・業種）CTR分布
・チャネル別 インプレッション、クリック

・時間帯別、曜日別
・年代別、年収別、男女別、既婚未婚別、子有無別
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ご掲載までの流れ

１ 掲載可否確認（3営業日程度）

2 ご決定/お申込み

3 ご入稿

4 掲載開始

●掲載可否フォーマット

●申込フォーマット

●入稿フォーマット

ご入稿いただくランディングページURLをご提示ください。
記事内容及びコンテンツ性について確認致します。
また、ご入稿いただくコンテンツページから送客先のサイトを確認させていただきます。

ご入稿頂く画像・クリエイティブの事前掲載可否を行います。
※編集記事体裁のテキストの入稿をお願いします。
（強く商品を推すようなテキストは基本NGとさせていただいております）
※商品のみの画像はお断りさせて頂く場合がございます。
※クリエイティブは3～10程度ご準備ください。
※画像はクリエイティブに適した画像を準備ください。

※別途入稿シートをお送りいたします。

（5営業日前）

任意営業日AM10時～配信いたします。

※別途、LP計測用のタグ発行も可能です（計測内容：ページPV.読了率,滞在時間など）
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広告掲載基準

・探偵業
・懸賞サイト(メールアドレス、個人情報収集目的のサイト)
・ペニーオークション
・情報商材（投資術、視力回復法、○○メソッドetc）
・アダルト商材全般
・国内で承認されていない医薬品、医療機器
・ネットワークビジネス、連鎖販売取引
・バイナリーオプション、商品先物取引
その他、当社が不適切と判断した企業・業種

■掲載不可業種

■遷移先ページに関する基準

・ 法人、もしくは当社が掲載可能と判断した団体であること(個人事業主は不可)
・ 責任の所在、または広告主が不明確でないこと
・ 内容およびその目的が不明確でないこと
・ 内容に虚偽があるか、または誤認されやすい表現／内容でないこと
・ 公正／客観的な根拠なく、「日本一」「No.1」など最大級／絶対的な表現を使用していないこと
・ 不良商法、詐欺的内容でないこと
・ 関係諸法規を遵守していること
・ 医療、医療品、化粧品において、効能／効果などが厚生労働省の承認する範囲を逸脱していないこと
・ 公序良俗に反さないこと
・ 猥褻な内容を含まないこと
・ 暴力、賭博、麻薬、売春を肯定または美化するものでないこと
・ 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれのあるものでないこと
・ 犯罪行為とならないまたは犯罪行為に結びつくことがないこと
・ 氏名、写真、肖像、商標、著作物、財産、プライバシーなどを無断で使用するなど、
第三者の権利を侵害するものでないこと

・ 特定の法人、団体または個人を攻撃し、もしくは誹謗中傷しないこと
・ 日本体育協会のアマチュア規定に反して、競技者または役員の氏名、写真、談話等を使用していないこと
・ 政治／宗教団体の勧誘を目的としていないこと
・ 視聴覚に悪影響を及ぼす恐れのないこと
・ 掲載申込み時、または掲載開始後、リンク先サイトの内容または表現が著しく変化しないこと
・ リンク先サイトが掲載申込み時から掲載終了時まで確実に存在していること
その他当社が不適切と判断する場合
・オールアバウト運営サイト並びに一部のサイトを除き、
ビジネスモデルが成果報酬型サイト（アフィリエイトサイトを含む）およびそれと同等と判断したサイトは掲載不可
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入稿規定 / 誘導クリエイティブに関する審査基準

1 禁止事項
・タイトル本文内の改行
・利用者が不快に感じる文字の使用
・意味不明な文字の羅列
・装飾的なスペースの使用
・顔文字の使用
・機種依存文字の使用

2 注意事項
・同じ種別の記号は２つまで連続して使用可能です
・括弧記号（例：（ ）、「」、【】）はセットで使用ください（片方のみはNG）

3 表現について（以下に該当するクリエイティブは掲載不可）
・過度の肌露出がある画像
・性を連想させるもの（画像・テキスト）
・ユーザーに不快感・嫌悪感を与えるおそれがあると弊社が判断するもの
（体の特定部位の協調、外傷や病気の強調・訴求、ホラー要素の強いもの、昆虫・爬虫類など）
・誘導タイトルと遷移先コンテンツの関連性が低いもの
・不正確な情報など、ユーザーに誤解を与えるおそれのあるもの
・誇張表現
・投機心・射幸心をあおる表現のもの
・薬機法違反のおそれのあるもの
・ユーザーに配慮した文言がないもの（動画、年齢制限)
・その他、当社が不適切と判断したクリエイティブ

４ サムネイルについて（以下に該当する画像は不可）
・ロゴやイラストを除く文字乗せ（スマホ画面での視認性の考慮、PCでの右記の表示の考慮）
・特定部位のビフォア・アフター画像

画像サイズ 800×600px
画像容量 2.5MB
画像形式 Jpeg
文字数 最大30文字
入稿本数 3本～10本推奨

※別途入稿シートをお送りいたします。

掲載イメージ
入稿形式

画像

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

画像

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

画像

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

※PC画面にて
、画像下半分
にテキストが
表示されます
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Appendix



9

▶All Aboutガイドを専門家として起用して制作したタイアップを
All About PrimeAd内「子育てママ」セグメントでの配信が行えるプラン。

タイアップ記事をAll About PrimeAdから子育てメディアを厳選し訴求

配信エンジン（AI）
機械学習最適化配信

詳細な
配信分析レポート

信頼性ある広告配信
アドベリフィケーションツール搭載

※オプション

ガイド編集タイアップ「子育てママ」セグメント配信プラン

企画形態 詳細

掲載デバイス PC＆スマートフォン

料 金
（トライアル金額）

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～

想定PV数 25,000PV

掲載開始日 水曜日

制作日数 30営業日程度

二次利用 別途お見積り

備 考

※標準アンケート【有】
※事前案件可否が必要です。
※媒体ごとの配信指定はできません。
※配信先は配信アルゴリズムにより
自動的に最適化されます。

集客

ターゲットが集まる子育てメディア
より集客致します。

記事下インフィード枠
からの集客

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。

タイアップ（PR）記事へ
集客をいたします。

認知 ⇒ 理解促進

Point
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企画形態 詳細

料金プラン

計1,500万円～
※記事提供費、誘導費を含む

※カスタム可能なメニューとなりますので、

適宜ご相談ください。

記事本数 要相談

実施期間 6か月～

納品体裁
原稿（画像＋テキスト）＋媒体ロゴ
例：文量：3,000文字程度

画像：3～4点

記事配信

プライムアド配信ブースト
「子育てママ」プランをセットで
ご提案いたします。

制作日数 60営業日程度

備考 /注意事項

※事前案件可否が必要です。
※支援提携メディアはご確認ください。
※制作オリエンテーションが必要となります。
※誘導プランも併せてご提案いたします。
※取材/撮影等内容によって費用変動がござい
ます。詳細については別途ご相談ください。

貴社オウンドメディアへのコンテンツ支援

メディアブランド
コンテンツ

ターゲットへの
プライムアド配信

All Aboutによる
ディレクション体制

Media 
brand

Media 
brand

All About PrimeAdから子育てメディアを厳選し訴求

コンテンツ制作

計測タグ発行

プライムアド
ブースト配信

ママの行動特性に着目した

All About PrimeAd「子育てママ」オウンドメディア支援

▶All About PrimeAd内子育てママメディアの協力もと
オウンドメディアコンテンツ制作～掲載支援が可能なプラン。

Point
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企画形態 詳細

料金プラン 900万円～ （2媒体以上）

プランニング
提携子育てメディアを活用した、
タイアッププランニングが可能です。

記事配信
各メディア掲載以外に、
プライムアド配信ブースト「子育てママ」
プランをセットでご提案いたします。

レポーティング
各媒体タイアップを統一レポートで
ご報告可能です。

備考 /注意事項

※事前案件可否が必要です。
※支援提携メディアはご確認ください。
※制作オリエンテーションが必要となります。
※誘導プランも併せてご提案いたします。
※取材/撮影等内容によって費用変動がござい
ます。詳細については別途ご相談ください。

子育てママ訴求でメディア横断でタイアップ設計をいたします。

メディアブランド
コンテンツ

プライムアド子育て
ママブースト配信

All Aboutによる
ディレクション体制

Media 
brand

Media 
brand

All About PrimeAdから子育てメディアを厳選し訴求

セグメント・クリエイティブ(誘導/記事)・メディア

ママの行動特性に着目した

All About PrimeAd「子育てママ」メディアオーケストレーションプラン

▶All About PrimeAd内子育てママメディア横断でのタイアップ企画が実施可能なプラン

Point


