
Zenback ADS Guide 

http://www.sixapart.jp/zenback/ads/               2013/8/7 更新 
    

月間 約1.5億imp 国内約1万超の有力ブログに、あなたの広告を。 
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 関連するブログ記事を「つなげる」ブログ横断ツールです 
  その記事に関係する自分や他のZenbackユーザーのブログ記事、関連 
  するキーワードを表示し、他のブログと緩やかにつながります。 
 
 きになる話題を「ひろげる」ソーシャルメディア連携ツールです 
  「TwitterやFacebookなどのソーシャルボタン」「その記事について 
  の最新のTwitterのつぶやきや、はてなブックマークコメント」を表示、 
  ソーシャルメディアで話題をひろげます。 
 
 国内のあらゆるブログサービスでご利用いただいています 
  Movable Type、Wordpress、TypePad、ココログ、アメブロ、FC2、 
  ライブドアブログなどたくさんのブログサービスでご利用いただいて 
  います。 

月間約1.5億imp、1,500万UUの 
Zenbackブログネットワークに広告を掲載し、 
サイトに新しい読者を呼び込みましょう。 

ソーシャルボタン 

関連記事 

記事への反応 

Zenback ADS とは 

2 

<Zenbackをご利用いただいているブログの一例> ※2013年6月1日現在 

Zenback とは… 

関連キーワード 

ガンダム速報／ロケスタ社長日記／404 Blog Not Found／マンガ食堂／ 

jasmin jasmin女医の子育て。／マカロン由香の『本日の一皿☆』／ 

Web制作の小技／やまもといちろうBLOG／極東ブログ／ webDICE 

godmotherの料理レシピ日記／Future Insight／ ＠ EAA!! 

情報の海の漂流者／脱社畜ブログ／日本珍スポット100景 

株式会社LIG [リグ]／THE HAM MEDIA BLOG／スチームパンク大百科 

iPhone持って廃墟いてくる／卓球動画でうまくなろう 

機内食・ドットコム／東京ナイロンガールズ／ネタフル／ iPhone女史 

Zenback ADS 
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出稿メリット 

メリット３：実際にみられた数 と サイトへの誘導数 を報告します。 

メリット２：クリエイティブ作成の手間いらず！ツイートする感覚で 
      お気軽にご出稿ください。 

メリット１：ブログ記事下の関連情報として広告を表示するため、 
      オウンドメディアコンテンツの拡散に最適です。 

Zenback ADSの表示回数は、ユーザーがブラウザでZenbackの位置までスクロールし、広告が表示され
たときにカウントしています。つまり、「実際にユーザーが広告をみた数」をもとにプラン料金を設定 
しているため、どこに表示されるかわからない通常のアドネットワーク広告よりもお得です。 
また、掲載終了後、表示回数と広告URLのクリック回数をレポートします。 

通常、広告バナーのFlash原稿の制作には1本5万円～20万円、制作期間は1週間以上かかります。 
Zenback ADS なら、用意するのは140字の告知文とURLだけ。 
掲載料以外に費用をかけず、ツイートする感覚でお気軽にご出稿いただくことができます。 

オウンドメディアを始めてみたけど、なかなか新しい読者を獲得できない…そんな悩みはございません
か？Zenback ADSなら、ブログ記事下の関連情報として広告を表示するため、オウンドメディアコンテ
ンツの拡散、新規読者の獲得に貢献できます。 
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カテゴリ＆デバイス指定可能 

NEW! ご要望の多かった、カテゴリおよびデバイス指定に対応いたしました。 

※2013/6/1現在 当社調べ 

カテゴリ内訳 
 
IT・ビジネス・ライフハック 
     400,000imp/日 (20%) 
 
スポーツ・グルメ・大人の趣味 
     200,000imp/日 (10%) 
 
ヤング・エンタメ 
     200,000imp/日 (10%) 
 
定番・おもしろネタ 
     200,000imp/日 (10%) 
 
ノンジャンル 
 1,000,000imp/日 (50%) 
 
※1社独占の場合の数値となります。 
※保証値ではございません。ご注意ください。 

デバイス内訳 
 
PC・タブレット 
    1,800,000imp/日  (90%) 
 
スマートフォン（iPhone, Android)  
       200,000imp/日   (10%) 
 
※1社独占の場合の数値となります。 
※保証値ではございませんのでご注意ください。 
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プラン詳細 
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■掲載サイト：Zenback設置全ブログ 
■入稿物  ：(1) 広告タイトル（40字まで） ※文頭に【PR】と自動で付与します。 
  (2) 広告画像（110pix×110pix, PNG or GIF or JPEG） 
  (3) 広告本文（100字まで）  
  (4) 広告リンク先（１箇所） 
■指定項目 ：カテゴリ、デバイス、掲載期間指定可能 
■レポート ：広告本文の表示回数、1～4のクリック回数（合算） 
■原稿本数 ：1枠1本まで 
■掲載期間 ：お申込imp数消化まで 

こんな風に表示します 

プラン名 表示回数 価格(税込) 

Zenback ADS 50 500,000imp ¥52,500 

Zenback ADS 200 2,000,000imp ¥105,000 

※上記以外のご予算の場合はご相談ください。ご希望に応じてご提案いたします。 
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まずはテスト出稿を 
Zenback ADSでは、毎月先着10社まで、テスト出稿クライアントを募集して
います。ぜひお試しくださいませ。 

プラン名 表示回数 価格(税込) 

Zenback ADS トライアル 500,000imp 無料 

ご利用条件： 
・受付は毎月先着10社様限定となります。 
・初回のクライアント様にかぎらせていただきます。 
・広告掲載基準に基づき掲載可否審査させていただきます。 
・掲載カテゴリ、デバイス、掲載期間などすべて当社におまかせいただきます。 
・掲載終了後、クリック数レポートをご提出いたします。 
・テスト掲載の内容、レポート数値など、当社ホームページ、出稿資料等にて 
 ご紹介をさせていただきます。 
 
ご利用方法： 
・次頁のご出稿方法に基づき、プラン名を「トライアル」としてご入稿くださ
い。プリペイドコード購入を省略いただけます。 
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ご出稿までの３ステップ 

STEP0： http://ads.zenback.jp にアクセス 
 
STEP1：入稿フォームに必要事項を入力・送信 
  【広告主名・広告内容・希望プラン・指定カテゴリ・掲載開始希望/終了日（ある場合）】 

       をご記入のうえ、シックス・アパートまでお送りください。 
 
   ※Zenbackご利用のお客様は、管理画面から直接ご入稿いただけます。 

 
STEP2：ECバイヤーズ※のプリペイドコードを返信 
  広告掲載基準に基づいてシックス・アパートにて掲載可否を審査し、結果をメールでご連絡 

    いたします。「掲載可」の連絡を受け取りましたら、メール記載のECバイヤーズ購入リンクにて 
    該当プランをご購入のうえ、プリペイドコードをご返信ください。 
      
                   ※ECバイヤーズはシックス・アパート製品を扱うECサイトです。 
   ※万が一、連絡メールが届かない場合はお問い合わせください（ads@zenback.jp） 

 
STEP3 : コード照合後、通常1～2営業日内に掲載スタート！ 
     掲載終了後、【広告の表示回数・クリック回数】をレポートいたします。     
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お申込・ご入金にあたって 

＜お申込にあたって＞ 
 
・入稿フォーム送信時点で、お申込完了となります。 
 
・お申込後、お客様都合でのキャンセルは極力お控えくださ 
 い。たびたびのキャンセルがあった場合には、今後のお申 
 込をご遠慮させていただく場合がございます。 
 
・お申込前のご確認、お問い合わせは別途、お問い合わせ 
 フォームよりお願いいたします。 
 
＜ご入稿にあたって＞ 
 
・１枠につき広告原稿は１本までとなります。 
 
・1枠での差し替えは不可とさせていただきます。 
 
・リンク先ＵＲＬは掲載開始までにオープンしてください。 
 
・プリペイドコード確認次第に可能なタイミングより 
 （通常1～2営業日以内）掲載開始し、お申込imp数 
 消化まで掲載いたします。 
  
 掲載開始日、掲載終了日のご指定がある場合は、ご入稿時  
 にお知らせください。 
  
 プリペイドコード送信後、掲載開始日までに2営業日以上  
 余裕がない場合は、可能なタイミングからの掲載開始とな 
 ります。 

＜ご入金にあたって＞ 
 
・ECバイヤーズでのお支払いは即日コード発行可能な 
   クレジットカード払いを推奨しています。 
 見積書・納品書・領収書の発行も承ります。 
 
・その他、コンビニ決済、銀行振込等の決済方法がござい  
 ますが、入金確認、コード発行までに1日～2日程度お時 
 間をいただきます。掲載開始日のご指定がある場合は、  
 掲載開始までに十分余裕がある場合のみご利用ください。 
 
・掲載申込受領メールに記載された期日までにご返信がない 
 場合、申し込みは一旦キャンセルとなり再度掲載申し込み 
 が必要となりますので、ご注意ください。 
 
 なお、再申し込みの場合、プリペイドコードの再購入は 
 不要です。 
 
・未消化imp分の御返金は致しかねます。 
 掲載終了日をご指定の場合で、未消化impが生じた場合に 
 は、残りimp数とプリペイドコードとを御連絡いたします 
 ので、次回お申し込み時にご利用くださいませ。 
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原稿規定 
(1) 広告タイトル 
・半角/全角ともに40字以内としてください。 
・右の使用可能文字、使用不可文字をご参照ください。 
・文頭に【PR】と自動で付与します。 
 
(2) 広告画像 
・天地110pix×左右110pix 
・PNG または GIF または JPEG 
・プログレッシブJPEG不可 
 
(3) 広告本文 
・半角/全角ともに100字以内としてください。 
・右の使用可能文字、使用不可文字をご参照ください。 
 
(4) 広告リンク先 
・リンク先URLにシャープ(#)の使用はできません 
 （一部のブラウザで動作しないため）。 
 
※1行あたりの文字数、文字サイズ、文字色などは各ブログ
の設定に依存します。あらかじめご了承ください。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用可能文字 

【 半角 】 
 !? ,:;“#$%&‘()*+-=./0123456789@ 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}  
【 全角 】 
 漢字・ひらがな・全角カタカナ・数字・アルファベット・ギリシャ文字・ 
 ロシア文字など 
【 以下の記号 （全角） 】 
 、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆ー―‐ 
 ／＼…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－± 
 ×÷＝≠≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄￠％＃＆＊＠ 
 §☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨ 
 ～￢⇒⇔∀∃∠⊥∥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬￡Å‰♯♭♪†‡¶ 
 ─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂ 

使用不可文字 

【半角チルダ／波線記号 ~ 】 
【半角円マーク／円記号 ¥ 】 
【半角不等号記号 < > 】 
【TABスペース】 
【外字および特殊記号】 
 半角カタカナ・半角カギカッコ・半角句読点・半角中黒・丸数字・ 
 カッコつき文字・ トランプマーク・太い矢印など 
【機種依存文字】 
 文字コードの13区にある文字（Shift-JISコードNo.8540～889E） 
 例： ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 
    ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ  ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹ 
    ㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡ 
    〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻∮∑∟⊿ 
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広告掲載基準 
＜広告掲載基準＞ 
 
広告の掲載可否については、シックス・アパート株式会社が掲載基準に基づいて判断・決定いたします。 
 
１．掲載に関する基本基準 
・広告内容およびリンク先の運営者が不明確である広告は掲載いたしません。 
・Zenbackの信頼と品位を損なう広告は掲載いたしません。 
・公序良俗に反する広告は掲載いたしません。 
・法令等に反する表現のある広告は掲載いたしません。 
・虚偽、誇大、誤認のおそれのある広告は掲載いたしません。 
・著作物などを無断で使用していたり、権利を侵害している恐れのある広告は掲載いたしません。 
・その他、シックス・アパートが不適当と判断した広告は掲載いたしません。 
 
２．掲載不可となる業種例 
・Zenbackのイメージにそぐわないもの、ユーザーに不快感を与えるおそれのあるもの 
・政党の訴求、宗教法人の勧誘または布教活動に関わるもの 
・その他、シックス・アパートが不可と判断したもの 
 

※ご出稿にあたって、事前に掲載可否の確認やご相談などございましたら、 
 お気軽に下記サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。 
 
 http://www.sixapart.jp/zenback/ads/ 



http://www.sixapart.jp/zenback/ads/ 

お問い合わせ・ご出稿のご相談はこちらまで 


