
2016年 1 - 3月期2018年 4–6月期

広告媒体資料

2019年1-3月期メニュー

© 2019 Laboratory Corporation All Right Reserved



販売店や催事場の最寄り駅、路線を検索しているユーザー訴求など

配信時間帯の指定も可能です！

TOPICS

2月・3月は お菓子・ギフト訴求シーズン



はじまりの春、駅すぱあとアプリの新規ユーザーが増える新生活シーズンに

新社会人や大学生に向けたターゲティングが効果的です！

TOPICS

3月・4月は新生活応援シーズン



鉄道・路線バス・飛行機・フェリーなど様々な公共交通機関の情報を用いて、

お客様に最適な乗り換えを案内するナビゲーションアプリです。

駅すぱあとアプリとは？



性別 年齢 未既婚率

世帯収入職業

※Fastask調べ（2016年6月調査実績） 5

駅すぱあとアプリのユーザー属性



利用頻度

利用頻度

利用者分布

※Google Analytics調べ（2015年11月実績） 6

中部
約12.5％

東北
約3.7％

中国
約2.2％

九州・沖縄
約3.3％

四国
約1.2％

近畿
約18.4％

北海道
約2.0％

関東
約56.6％
(東京は 25.6％)

駅すぱあとアプリのユーザー属性
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広告メニュー



320*50

検索連動広告
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検索結果一覧・詳細画面に、目的駅を指定をして広告掲載できる検索結果連動型広告メニューです。

店舗誘導や駅周辺を利用するユーザーのエリアターゲティングに最適です。

指定駅を経路検索するユーザー、過去 30日以内に日常的に指定駅を検索していたユーザーへ掲載が可能です。

※掲載料金は概算のお見積となります。

※掲載量（ imp）・単価は想定であり、その数値を保証するものではございません。

※拡張配信の配信枠はオールリーチ配信の枠と同様です。

※乗車駅もしくは、下車駅のみの指定も可能です。

※バス停留所の指定も可能です。

メニュー詳細

メニュー名 駅指定配信

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px  ／ ヨコ300px × タテ250px

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB以内 ／ 
ヨコ300px × タテ250px　40KB以内、
テキスト：20文字上限×2行（320×50サイズの部分のみ）

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各3本まで

原稿差替

1回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた場合のみの
対応

掲載期間
5日～1ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金
通常　　　　　　　配信＠   0.2円（最低申込み金額 100,000円）
初回お試しプラン　配信＠  0.08円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 配信開始日の 3営業日前

備考

ご希望エリアでパッケージも可能です。

ご希望の駅の掲載量やお見積りのご案内も可能ですので、

お気軽にお問い合わせください。

駅指定配信

全国の駅
に対応！



特定の路線を指定して広告を掲載できる検索結果連動広告メニューです。

交通広告などと合わせてご掲載いただくと一層効果が上がることが見込めます。

指定路線を経路検索するユーザー、過去 30日以内に日常的に指定路線を検索していたユーザーに掲載が可能です。

※掲載料金は概算のお見積となります。

※掲載量（ imp）・単価は想定であり、その数値を保証するものではございません。

※拡張配信の配信枠はオールリーチ配信の枠と同様です。

※乗車駅もしくは、下車駅のみの指定も可能です。

※バス停留所の指定も可能です。

メニュー詳細

メニュー名 路線指定配信

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px 

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB以内 
テキスト：20文字上限×2行

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各3本まで

原稿差替

1回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた場合のみの
対応

掲載期間
5日～1ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金
通常　　　　　　　配信＠  0.20円（最低申込み金額 100,000円）

初回お試しプラン　配信＠  0.08円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 配信開始日の 3営業日前

備考
ご希望の路線毎に掲載量やお見積りのご案内も

可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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路線指定配信

全路線に
対応！



検索結果一覧・詳細画面に、都道府県や地域 (市区町村)を指定をして広告掲載できる

検索結果連動型広告メニューです。特定地域でのエリアターゲティングに最適です。

指定エリアを経路検索するユーザー、過去 30日以内に日常的に指定エリアを検索していたユーザーに掲載が可能です。

※掲載料金は概算のお見積となります。

※掲載量（ imp）・単価は想定であり、その数値を保証するものではございません。

※拡張配信の配信枠はオールリーチ配信の枠と同様です。

※乗車駅もしくは、下車駅のみの指定も可能です。

※バス停留所の指定も可能です。

メニュー詳細

メニュー名 エリア指定配信

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px  20KB以内 
テキスト：20文字上限×2行

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各3本まで

原稿差替

１回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた場合のみの
対応

掲載期間
5日～1ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金
通常　　　　　　　配信＠  0.20円（最低申込み金額 100,000円）
初回お試しプラン　配信＠  0.08円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 配信開始日の 3営業日前

備考
ご希望のエリア（都道府県別）の掲載量やお見積りのご案内も

可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

11

エリア指定配信

47都道府県
に対応！
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【必須】
・320*50バナー
・リンク先URL

【任意】
・300*250バナー
・リンク先URL

【任意】
最寄り〜店舗ま
での
所要時間など
(上限20文字)

【必須】
 店舗名など
（上限20文字)

気象情報と位置情報を掛け合わせ、ユーザーの気象状況に合う広告を配信できるメニューです。

雨の日のサービス訴求や、夏の高気温にあわせたビアガーデンの集客など、梅雨や夏のプロモーションに効果的です。

メニュー詳細

メニュー名 気象連動配信

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px  ／ ヨコ300px × タテ250px

形式
GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となりま
す

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20ＫＢ以内  
ヨコ300px × タテ250px　40KB以内
テキスト：20文字上限×2行（320×50サイズの部分のみ）

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 気象連動１セグメント各 1本

原稿差替 掲載期間中の原稿差し替え不可

掲載期間
５日～１ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金

設定費用30,000円（申込み金額 300,000円以上で設定費用
無料）
※通常配信広告のお申込みが必要です（最低申し込み金額
100,000円）

入稿期限 配信開始日の 3営業日前

※気象は降水確率をもとに条件設定をしています。雨の設定は降水確率 50%以上です。

※気象状況と掛け合わせる位置情報は、次の優先順位で取得いたします。

　１．ユーザーの現在地および出発駅２．到着駅

※ご希望に応じて到着駅の情報を優先することも可能です。

気象連動型広告



到着駅・利用路線を指定して、他の広告を非表示にし広告主様の広告のみを表示するメニューです。

ページ全体での訴求が可能なため、広告の視認性が高く、非常にインパクトのあるメニューです。

メニュー詳細

メニュー名 ジャック広告

対象OS iOS　Android

サイズ
ヨコ320px × タテ50px（必須）   ／ ヨコ300px × タテ250px
テキスト：20文字上限×2行(320×50サイズの部分のみ )

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB以内 ／ 
ヨコ300px × タテ250px　40KB以内、
テキスト：20文字上限×2行（320×50サイズの部分のみ）

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各３本まで

原稿差替

1回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた場合

　のみの対応

掲載期間 1週間～2週間

掲載量 セグメントを指定いただき、お問い合わせください。

料金 別途お見積もり

入稿期限 5営業日前

備考
ご指定頂いた駅をジャックすることが可能なため、ご利用希望の駅の空き
状況については、随時お問い合わせください。

※原稿レギュレーションは駅指定配信に準拠します。

※デフォルトは乗車駅、下車駅、経由駅に連動します。

※具体的な配信駅は別途お問い合わせ時にご確認ください。

※ご相談頂ければ指定駅の追加等も対応可能です。
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ジャック広告



①320*50バナー（※必須）
想定CTR:0.1-0.13%

②ネイティブ広告（※任意）
想定CTR:0.1-0.18%

③300*250バナー（※必須）
想定CTR:0.05-0.08%

各バナー枠（①、③）は必須入稿ですが、ネイティブ広告枠（②）は任意です。※ご入稿されない際は非表示

各枠ごとに、リンク先のご指定が可能です。

14

ジャック広告：配信枠について



セグメント配信



セグメント一覧

駅すぱあとターゲティング配信

駅デモグラフィック配信
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終電を指定して検索した人にピンポイントで配信できるメニューです。

ページ全体での訴求が可能なため、広告の認知性が高く、店舗誘導や駅周辺を利用するユーザーのターゲティングに

最適です。

※掲載料金は概算のお見積となります。

※掲載量（ imp）・単価は想定であり、その数値を保証するものではございません。

※ご希望の駅の掲載量やお見積りのご案内も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

メニュー詳細

メニュー名 終電指定配信

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px  ／ ヨコ300px × タテ250px

形式
GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となりま
す

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB以内 
ヨコ300px × タテ250px　40KB以内
テキスト：20文字上限×2行（320×50サイズの部分のみ）

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各3本まで

原稿差替

1回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた
場合のみの対応

掲載期間
5日～1ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金 通常　配信＠   0.35円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 5営業日前

320×50 【必須】
・320*50バナー
・リンク先URL

300×250 【任意】
・300*250バナー
・リンク先URL

【任意】
最寄り駅〜店舗までの
所要時間(上限20文字)

【必須】
店舗名など
（上限20文字)

終電ターゲティング配信



グルメフェスやフードイベントへのユーザーに絞って広告を配信できるメニューです。

野外イベントの告知・集客や、アウトドアレジャーなどに向けた商品・サービス等の訴求に効果的です。

セグメント広告配信

メニュー詳細

メニュー名 セグメント広告配信（グルメフェス好きユーザー）

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB 以内 
テキスト：20文字上限×2行

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各3本まで

原稿差替

1回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた場合のみの
対応

掲載期間
5日～1ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金
通常　　　　　　　配信＠  0.25円（最低申込み金額 100,000円）
初回お試しプラン　配信＠  0.10円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 3営業日前

備考

ご希望エリアでパッケージも可能です。

ご希望の駅の掲載量やお見積りのご案内も可能ですので、

お気軽にお問い合わせください。

（通勤・出張・グルメフェス好きターゲティング）



国勢調査等の公のデータ（性年代、家族構成、職業、家計収入、地価等）を元に、

全国の駅を、周辺居住者属性に基づきデモグラフィック化したメニューです。

各グループ・クラスターの中から、広告主様のターゲット層に合うものを指定していただくことで

駅を切り口としたデモグラフィックターゲティングが可能です。

※掲載料金は概算のお見積となります。

※掲載量（ imp）・単価は想定であり、その数値を保証するものではございません。

※拡張配信の配信枠はオールリーチ配信の枠と同様です。

※乗車駅もしくは、下車駅のみの指定も可能です。

※エリアセグメントに時間帯を掛けあわせて指定することも可能です

※バス停留所の指定も可能です。

メニュー詳細

メニュー名 駅デモグラフィック広告

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB以内
テキスト：20文字上限×2行

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 1セグメント各3本まで

原稿差替

１回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて

予め入稿いただいた場合のみの対応

掲載期間
5日～1ヶ月（開始日任意）

※指定期間に限らず、上限予算の消化次第終了

料金
通常　　　　　　　配信＠  0.25円（最低申込み金額 100,000円）

初回お試しプラン　配信＠  0.08円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 3営業日前

都心へ通勤独身貴族
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駅デモグラフィック配信

子育てマイホーム 病院・大学教員の
ひとり暮らし寮

超高級住宅地の
エグゼクティブ



駅すぱあとユーザーセグメント配信

※掲載料金は概算のお見積となります。

※掲載量(imp)・単価は想定であり、その数値を保証するものではございません。

駅すぱあとアプリ内の全枠を活用することで、幅広くリーチできるローテーションバナーメニューです。

ビジネスマンやお出かけファミリーなどの経路検索をするユーザーに対してのアプローチできます。

また、指定した期間内に駅すぱあとアプリを利用したユーザーに掲載されます。　　※指定した駅などに左右されません。

　

メニュー詳細

メニュー名 オールリーチ配信

対象OS iOS　Android

サイズ ヨコ320px × タテ50px  ／ ヨコ300px × タテ250px

形式 GIF/JPEG/PNG 形式　※  GIFアニメーションは不可となります

容量
ヨコ320px × タテ50px 　20KB以内 ／ 
ヨコ300px × タテ250px　40KB以内、
テキスト：20文字上限×2行（320×50サイズの部分のみ）

リンク先 1原稿につき1箇所

原稿本数 各3本まで

原稿差替

1回まで可  
※但し配信前の通常の入稿期限にて予め入稿いただいた場合のみの
対応

掲載期間
5日～11ヶ月（開始日任意）

※上限予算の消化次第終了

料金
通常　　　　　　　配信＠   0.10円（最低申込み金額 100,000円）

初回お試しプラン　配信＠   0.05円（最低申込み金額 100,000円）

入稿期限 3営業日前

備考

駅やエリアを指定することはできませんので、特定の駅やエリアへの掲
載をご希望の場合は駅指定配信などをご利用ください。

ご希望の掲載量にてお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。
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駅すぱあとユーザーセグメント配信

320×50

300×250

320×50

320*50
320×50



掲載イメージのご紹介

▼バナー広告（320x50枠） ▼テキスト広告（320x50枠）



掲載イメージのご紹介

▼ネイティブ広告

駅から徒歩 分！

期間限定クーポン配信中 〇〇東京店

【バナー広告】
◆容量
ヨコ320px　×　タテ50px　20KB以内(必須)
ヨコ300px　×　タテ250px 40KB以内

◆形式：GIF/JPEG/PNG

【テキスト広告】
テキスト：20文字上限×2行(320×50サイズ部分 )

※原稿本数 :1セグメント3本まで

■入稿規定

【①任意】
最寄り駅〜店舗までの
所要時間（上限20文字）

【②必須】
店舗名など（上限20文字）

【ネイティブ広告】

◆文字数

①任意：最寄駅からの所要時間箇所
文字数：上限20文字
※ご指定がない場合には店舗までの徒歩分数となります。

②必須:店舗名箇所
文字数：上限20文字

◆リンク先：1原稿につき1箇所まで

◆アイコン(任意)
ヨコ90px×タテ90px
JPEG形式

※ご入稿なしの場合はデフォルトのお店アイコン表示に
　なります。
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ご掲載までの流れ



掲載可否の問い合わせ時の場合

▼ 宛先

To：adinfo@val.co.jp

▼件名

【掲載可否依頼】広告主様名_メニュー名_配信日

▼内容

【代理店名】：

【広告主名】：

【クライアントURL】：
【媒体名】：

【メニュー名】：

【訴求内容・目的】：

【セグメント】：

【掲載期間】：

【予算】：

【備考】：

※駅指定・路線指定・時間帯指定・都道府県指定等、詳細を指定いただく場合は、

　その内容を記載ください。

ご入稿時の場合

▼ 宛先

To：adinfo@val.co.jp

▼件名

【入稿】広告主様名_掲載期間_メニュー名 _媒体名

▼内容

【代理店名】：

【広告主名】：

【クライアントURL】：
【媒体名】：

【メニュー名】：

【訴求内容・目的】：

【セグメント】：

【掲載期間】：

【申込金額】：

【備考】：

▼添付

入稿フォーマット、入稿画像

※駅指定・路線指定・時間帯指定・都道府県指定等、詳細を指定いただく場合は、

　その内容を記載ください。
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お問い合わせフォーマット

TEL：03-5373-3511
E-Mail：adinfo@val.co.jp

お問い合わせ窓口



株式会社ヴァル研究所（以下、「当社」といいます）が運営する広告媒体への広告掲載にあたり、広告主及び広告代理店は、次の基準に従うものとします。
 
１．次に該当する広告主については、掲載をお断りします。
 
・官公庁の認可、登録等が必要な業種において、その認可、登録等を受けていないとき。
・反社会的勢力に該当すると判断されるとき、若しくは反社会的勢力に関連している、又は関連しているおそれがあるとき。
・その他、当社が不適切と判断したとき。
 
２．次に該当する広告については、掲載をお断りします。
 
・日本国の法律、条例、条約等に違反しているもの、又は違反のおそれがあるもの。
・景品表示法若しくは各種業法並びに業界団体が定める規制等に違反しているもの、又は違反のおそれがあるもの。
・第三者の商標権、著作権、プライバシー権、その他の権利を侵害しているもの、又は侵害のおそれがあるもの。
・法律等の違反や社会秩序を乱す行為を助長するもの。
・誹謗中傷するものや名誉を棄損するもの。
・暴力や犯罪を肯定、美化、助長するもの。
・投機心、射幸心を過度に煽るもの。
・ユーザーが困惑、誤認するおそれのあるもの。
・ユーザーが不快感、嫌悪感、恐怖感を抱くおそれのあるもの。
・性風俗、アダルト、又はこれらに類似するもの（キャバクラ等）。
・連鎖販売取引、無限連鎖講、又はこれらに類似するもの。
・たばこに関するもの、又は喫煙行為を助長するもの（但し、マナー啓発等公共の利益に資すると認められるものは除く）。
・意見広告（但し、公共の利益に資すると認められるものは除く）。
・広告の内容や目的が不明確なもの、広告とリンク先との関連性が認められないもの。
・経路案内サービス等当社の事業に競合するもの。
・その他、当社が不適切と判断したもの。
 
３．次の広告については、掲載をお断りする場合があります。
 
・代替医療、エステティック、健康器具、健康食品、化粧品、医療機器、医薬品、又はこれらに類似するもの。
・先物取引、又はリスクの高い投資に関するもの。
・出会い系サイト、又はこれに類似するもの（異性紹介等）。
・政治、宗教に関するもの。
 
４．当社の広告掲載基準にかかわらず、広告内容に関する責任は広告主及び広告代理店にあり、当社は一切の責任を負わないものとします。
 
５．当社の広告掲載基準は、予告なく改定される場合があります。

広告掲載基準



当媒体の広告枠に掲載をご希望される場合、広告主及び広告代理店は以下の広告掲載規約（以下、「本規約」といいます）に従うものとします。

●広告掲載の中断又は内容変更について

・株式会社ヴァル研究所（以下、「当社」といいます）は、次の各号に定めるいずれかの事由に該当する場合には、広告掲載の全部又は一部を中断、又は掲載内容を変更する

ことがあり、この場合に当社はいかなる責任も負わないことを広告主及び広告代理店は承諾するものとし、かつ、広告代理店はこれについて広告主の承諾を事前に得るもの

とします。

（１）申込時に定めた広告内容と掲載内容（掲載表現）が異なる場合

（２）広告主サーバーへのリンク設定が正常に行われない場合

（３）広告主サーバーへのリンク設定が困難（サーバーダウン、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立てがあり、これにより当社が広告掲載を継続することが困難と判断した場合

（５）その他当社が一時的な中断が必要と判断した場合

●キャンセルについて

・広告主又は広告代理店の都合による入稿締切日以降のキャンセルは、有償とし、その金額は広告掲載料の100％とします。

●免責事項

・当社は、次の各号に定める事由により広告主又は広告代理店に発生した損害については、その法律構成を問わず、賠償の責任を負わないものとします。ただし、故意又は

重過失等、当社の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りではありません。

（１）天災、停電、戦争、テロ等の不可抗力に起因して広告が掲載されない場合又は掲載された広告からリンク先への接続ができない場合

（２）第三者によるハッキングやクラッキング等の当社の責めに帰すべからざる事由により広告が掲載されない場合又は掲載された広告からリンク先への接続が

　　　できない場合

（３）その他当社の責めに帰すべかざる事由

・当社は、掲載広告のクリック回数、コンバージョン等について保証を行いません。

・広告の表示に関して、ユーザーの使用機器、ソフトウェア、通信回線の動作保証は行いません。

●「広告掲載基準」に違反した場合

広告が当社の定める「広告掲載基準」に違反していることが判明した場合は、ただちに当該広告掲載を停止し、広告掲載料を請求いたします。又、当該広告により当社が被っ

た損害の賠償を請求いたします。

●規約や基準の変更

本規約や「広告掲載基準」はいつでも予告なしに改訂することができるものとします。

●適用開始時期

本規約は2016年4月1日掲載開始分より適用するものとします。
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広告掲載規約


