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掲載メニューの役割2019年7月-9月
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マス

パーソナル

 プレミアムパネル
 プレミアムディスプレイ(静止画, 動画)
 Video Ad (動画広告)
 Webチラシ優先表示
 チラシスポットプラン
 自治体・官公庁メニュー

 チラシプレミアム
 クロスレコメンド
 ココチラ
 Shufoo! Audience Targeting Ad
 アプリターゲティング
 Webチラシ流通タイアップ
 タイムライン
 ピックアップ

 電子DM
 お気に入りクーポン
 LINE連携
 ブラウザASP・アプリASP

露出数や金額は別紙サービス一覧に基づきます。
サービスの改変に伴い、露出数や費用が変更になることがございます。



チラシプレミアム
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このタイミングで
1チラ

シPVと

カウン

ト

エリアを指定してターゲティングをすることが可能

チラシがユーザーに能動的に見られて初めて料金が発生

新聞非購読者に届く、WEBチラシ

GISツールを用いてユーザーのチラシ閲覧地域を特定

タイミング

期 間 最大31日間掲載可能

配信範囲 店舗近隣～全国

露出数

範囲や掲載回数によって変動
例）東京都のスーパー1チラシ1回あたり

平均369チラシPV

初期登録費

店舗情報変更費

不要

配信エリア
カスタマイマイズ費

10,000円/店舗

チラシ登録代行費

店舗紐づけ代行費

チラシ内リンク設定代行費

5,000円/チラシ

500円/店舗

500円/箇所

チラシ配信・掲載費 10円/チラシPV

チラシプレミアム
2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を
食べ尽くす

シュフースーパー / 小石川店 チラシ画像が
表示された
タイミングで
1チラシPVと
カウント

料金

PV・クリックカウントレポート 10,000円 / 式

凸版で作業を代行をする際の費用

タイミング

配信範囲

料金

期間

露出数

20時開始推奨（任意）
20時～24時：明日のチラシ
0時～20時：今日のチラシとして掲載

郵便番号調査が必要な配信エリアの場合



配信エリアの初期設定値（WEBチラシ）は、

店舗所在地のブロックと業態のカテゴリに応じ、下記のとおり定めています。

Aブロック

東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 愛知県

大阪府 京都府 兵庫県 福岡県
その他 道県

Bブロック

N o カテゴリ Aブロック Bブロック

1
スーパー 3km 5km

G M S 10km 20km

2
食品・菓子・飲料・酒・日用品 3km 5km

コンビニ 5 0 0 m 2km

3 ドラッグストア 3km 5km

4 家具・ホームセンター 10km 20km

5 家電店 10km 20km

6 ショッピングセンター・百貨店 15km 30km

7 ファッション 5km 10km

8 キッズ・ベビー・おもちゃ 5km 10km

9 眼鏡・コンタクト・ケア用品 5km 10km

1 0 車・バイク 10km 20km

1 1 スポーツ用品・自転車 10km 20km

1 2 携帯・通信・家電 3km 5km

1 3 通販・ネットショップ 10km 20km

1 4 花・ギフト・手芸 5km 10km

N o カテゴリ Aブロック Bブロック

1 5
本・雑誌・音楽・DVD・ゲーム 5km 10km

映画 15km 30km

1 6 リサイクル 3km 5km

1 7 ヘルス&ビューティ・フィットネス 5km 10km

1 8
マンション・戸建・ リフ

ォーム・レンタル収納 15km 30km

1 9 旅行・ホテル・リゾート 15km 30km

2 0 学習塾・カルチャー・教育・教習所 3km 5km

2 1 レストラン・デリバリー・外食 5km 10km

2 2 フォトスタジオ・プリントサービス 10km 20km

2 3 アミューズメント 15km 30km

2 4 保険・共済・金融 5km 10km

2 5 冠婚葬祭・イベント 5km 10km

2 6
プレゼントキャンペーン・クーポン 10km 20km

2 7 T V局・新聞社・フリーペーパー・その他 15km 30km

※初期設定値以外の独自配信エリアをご希望の場合は、別途ご相談ください。

配信エリア初期設定について2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

マンション・戸建・
リフォーム・レンタル収納

プレゼントキャンペーン・クーポン26



0分

カウント1

見る（1回目） 見る（2回目）

5分

チラシPVのカウント方法

チラシ画像を完全表示または、
ユーザーが拡大・縮小時にカウント

５分以内の
重複カウントは排除

弊社関係ドメインやご利用企業HPからのP Vは排除

チラシ閲覧数（チラシP V）のカウントは、厳しい定義で
ルールを設定いたしました。

意味のある閲覧のみカウントをさせていただきます。

チラシＰＶという独自の指標

2019年7月-9月
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掲載フローと注意事項をご確認ください

10営業日前 9営業日前

1営業日 3営業日

6営業日前

3営業日

3営業日前

掲載開始の10営業日前
までにお申込みください！

掲載当日

3営業日

・Shufoo!申込書

・店舗リストのご提出

お申込み

内容確認

チラシ掲載開始
までの日数

W eb入稿時

登録代行時

チラシWeb入稿時

・Shufoo!店舗設定

・ASP設定

・完了ご連絡

チラシ登録代行時

・Shufoo!店舗設定

・ASP設定

・入稿用サーバ設定

・完了ご連絡

・Web入稿操作方法のご確認

・店舗情報のご確認

・お客様HPのASP設定

・チラシ入稿データ準備

・店舗情報のご確認

・お客様HPのASP設定

・入稿用サーバ設定のご確認

・チラシ入稿データ準備、入稿

・チラシデータ登録

・チラシ登録内容確認 チ
ラ
シ
掲
載
開
始・チラシデータ確認

・チラシデータ登録

・チラシ登録内容確認

※上記は、お申込みから掲載までの一般的なスケジュールです。内容によっては若干前後することがありますのでご了承ください。

お客様作業 弊社作業

お申込みについて 設定・ご確認について 入稿・登録について

掲載までのスケジュール

申込書、店舗リストの情報は、Shufoo!をご利用いただくにあたって、
データベースに登録する為の基礎情報となります。
非常に重要な情報になりますので、
余裕をもってのご提出をお願いします。

100店舗以上の場合は、3営業日での設定完了が難しい可能性がございます。
多数の店舗登録の際は、弊社営業へ事前にご相談ください。

申込書、店舗リストは弊社指定のフォーマットへ漏れなくご記入を
お願いいたします。

申込書、店舗リストの内容に不備がある場合は掲載ができません。
あらかじめご了承ください。

〈Shufoo!設定〉
事務局にて店舗設定完了後、連絡をさせていただきますので、
お手数ですがShufoo!上での表示確認をお願いいたします。
店舗設定が完了した時点で、
Shufoo!上で店舗情報が検索できる状態になります。

〈ASP設定〉
ASP設定はお客様のHPに事務局の発行するタグを設定していただきます。
設定方法につきましては、別冊マニュアルをご参照ください。

〈入稿用サーバー設定〉
チラシ登録代行の場合、データ入稿用のサーバーの準備が必要となります。
※詳しくはご相談ください。

チラシ登録代行をご利用の場合は、
3営業日前までに入稿データを入稿用サーバーにアップし
掲載依頼をお願いします。

Web入稿をご利用の場合でもサーバーの込み具合により、
掲載反映までにお時間がかかる場合がございます。
余裕をもって入稿をいただきますようお願いします。

2019年7月-9月
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タイムライン ピックアップ

STO REプラン

店舗毎に地域のお客様へお店独自の情報を発信

お気に入り

チラシでは伝えきれない

お店の今日のおすすめを

写真＋テキストで表示

特におすすめの

単品や企画を

ズバリ表示

お気入り登録ユーザーへ

クーポン企画を届ける

お気に入りクーポン

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

イベントカレンダー

その日ならではや

日付・曜日恒例企画を

カレンダーでお知らせ



STO REプラン

STOREプランは、お客様にとって
「私の良く行くお店」ならではの情報を伝えられます。

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



STORE
プラン

月 額 5 , 0 0 0 円 / 店

利用可能メニュー

・店舗を中心に2km（固定）

・チラシプレミアム併用の場合、チラシプレミアム

配信設定距離に準拠

STO REプラン

STOREフリープラン：月額０円/店（配信範囲は店舗を中心に0.5km固定）
タイムライン×２/月 ピックアップ×２/月 お気に入りクーポン×２/月まで

・ タイムライン ：1日 4本迄

・ ピックアップ ：本数無制限

・ お気に入りクーポン：本数無制限

・ イベントカレンダー：本数無制限

配信エリア

1日あたり167円

2019年7月-9月
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クロスレコメンド
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クロスレコメンド

スペック

商品名 プレミアムディスプレイ

配信対象 Shufoo!アプリ（ Android / iOS）

掲載期間 3 . 5日間 ～（その間1ユーザーに何度でも表示）

広告形態 アプリ起動時にポップアップで表示されます

枠数 2枠

想定露出回数 1 , 0 0 0 , 0 0 0 i m p  ( 3 . 5日間 )

料金 7円 / i m p

原稿サイズ 左右640×天地960ピクセル

最大容量（KB） 500KB以下

形式

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

任意

クロスレコメンド

Shufoo!アプリ (iOS/Android), スマホブラウザ, PCブラウザ

期間中の指定各店舗のチラシ

左右600pix / 天地500pix

Shufoo!内で行っております各種キャン

ペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。

スマホアプリ スマホブラウザ

PCブラウザ

シュフースーパー

大特価市

収納時

ー

期間中の指定各店舗のチラシ閲覧UU

※画像全面クリッカブルエリアとなります。
※期間中１店舗１広告のみ表示可能です。
※設定期間内において、指定店舗内の全てのチラシ上に表示されます。
※ブラウザASPについては表示・非表示の設定が可能です。
※Shufoo!側のアプリ・PC・スマホブラウザの出し分けは不可となります。
※クライアント様側のアプリASPには実装しておりません。（PC・スマホブラウザのみ実装）
※貴社ご判断の元、提携のメーカー様等の告知をいただくことも可能です。
※クロスレコメンド上の広告内容の掲載可否については貴社に一任いたします。
※動画・アニメーションは配信できません。

JPEG

最大容量

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



LINE連携
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LINE連携

チラシ・タイムラインをLINEに自動配信

Shufoo!で配信・掲載されるコンテンツを
自動的にLINEにも配信することができます

コンテンツのリーチ拡大と運用負荷軽減を
リーズナブルな価格でご提供いたします

専用ビューワー

今日のオススメ！

Shufoo!DB

チラシを入稿

タイムラインを投稿

連携サービスの
利用料金

5,000円

店舗あたり月額

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

※Shufoo!の①チラシプラン、②STOREプロプランのいずれかをご契約頂いていることと

ＬＩＮＥの有料プランをご契約頂いていることが前提です。

※別途、Shufoo!の利用料、ＬＩＮＥの利用料が必要です。

※連携配信の通数もLINEの従量課金対象となりますのでご注意ください。

※連携対象として①チラシ、②STOREプロプラン、③両方の選択が可能です。

料金は変わりません。

※料金は、LINEのプランに合わせて定期的に改定致します。

※LINEのプラン変更にともない旧LINE＠との新規連携は2019年6月末で終了しております。

※STOREプロプランを連携した場合に連携するコンテンツはタイムラインのみです。

ピックアップ、お気に入りクーポンは連携しません。



ココチラ
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ココチラ

外出中ユーザーへのタイムリーな告知で買い物行動を変えるサービス

ビーコンを用いてユーザーの来店を検知、
配信の効果測定が可能（無料オプション）

Shufoo!スーパー/ 店

【★日曜限定企画★第２弾★】

＼＼１０分で完売する“煮豚 ”／／

をまるまる一本召し上がれ♪

画面イメージ

レポート項目
・PUSH通知数
・PUSH開封数
・来店検知数
（ビーコン設置時のみ）

Shuスーパー/ 店

【★日曜限定 企画★第

２ 弾★ 】＼＼ １０分で

完売 する “煮豚 ”／／を

まるまる一本召し上がれ

〈来店検知用ビーコン〉

※検知範囲は（大）50     m 、（中）3   0   m 、（小）5mから選択可能

※スマートフォンのBluetooth機能をオフにしているユーザーの来店は

カウントされません。その他の要因により、検知できない場合がございます。

⇒検知数の2～3倍程度が、ココチラ閲覧者の来店数の目安となります。

Shufoo!アプリ(iOS / Android)

タイミング

最大31日間掲載可能（要確認）

1店舗あたり最大5か所

1か所100ｍ～500ｍの範囲で設定可能

指定範囲、掲載日数や配信エリアによって変動

初期設定料：無料

10円 /PUSH配信につき

※管理画面で月間費用上限を設定可能

来店検知用ビーコン費：担当までお問い合わせください。

ジオフェンスを活用して意図した
タイミング・エリアに広告を配信

PUSH通知を受け取ったユーザーの想定来店率

1％～25％

Shuスーパー/○○店

Shuスーパー/○○店

焼きたてパンで
お花見を楽しみませんか♪

Shuスーパー/ 店

【★日曜限定 企画★第

２ 弾★ 】＼＼ １０分で

完売 する “煮豚 ”／／を

まるまる一本召し上がれ

Shuスーパー/ 店

【★日曜限定 企画★第

２ 弾★ 】＼＼ １０分で

完売 する “煮豚 ”／／を

まるまる一本召し上がれ

終業後、徒歩で
帰宅しているユーザー

子供と公園で
遊んでいるユーザー

休日に家族で外出し、帰宅するために
駅を利用しようと考えているユーザー

ご出稿企業様が指定した
ジオフェンスにユーザーが入ったタイミング

配信範囲

料金

配信対象

期間

露出数

2019年7月-9月
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ココチラ効果検証

配信費用：4,050円
1人あたりの来店コスト：225円

 ココチラ通知数：405

ココチラ配信費用
※ココチラ：10円/通知

Shuスーパー/ 店

【★日曜限定企画★第２

弾★】＼＼１０分で完売

する“煮豚”／／をまるま

る一本召し上がれ

ユーザーへの通知数 ココチラの開封数 ココチラ閲覧後の来店数

405通 31開封 18人

7.7% 58%

・・・ ・・・

※中規模スーパーにてビーコンを用いた来店測定を行った結果

2019年7月-9月
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スギ薬局様
「新店舗オープン記念」

ファミリーマート様
「Fit&Go」

ミニストップ様
「たっぷりプリンパフェ」

ココチラ活用事例
2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0
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アプリASP

自社アプリを簡単立ち上げ

Shufoo!チラシアプリ機能を流用

自社アプリの画面イメージ

集客

囲い込み

機能を流用

自社
アプリ
ＡＳＰ

費用

標準機能

オプション機能

店舗ページ、チラシ、

PUSH配信、お知らせ

タイムライン、外部リンク

初期 200万円
運用費 別途お見積
※51店舗以上は＠2000円 / 店・月

初期 10万円
1配信 500円/店・１回

初期 都度見積もり
ID配信 @1円/店・１回

アプリユーザー限定配信

会員ID連携

2019年7月-9月
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（50音順）アプリASP導入事例

コーナン商事様

マルエツ様 ユニー様

上新電機様

西松屋様

カインズ様

他、引合い多数

イオンマーケティング様 イズミ様 オークワ様

2019年7月-9月
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電子 DM
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電子DM

チラシ閲覧履歴などによるShufoo!会員のターゲティング配信

Shufoo!会員に対して、性別／年代／エリア／
チラシ閲覧履歴によるターゲティング配信ができます

アライアンスアプリにも配信可能。詳しくは担当者にお問い合わせください。

配信対象

<デバイス>
Shufoo!アプリ(iOS / Android)
<対象>
Shufoo!アプリ会員

セグメント項目
性別／年代／都道府県（Myエリア）／
チラシ閲覧履歴

入稿形態

①入稿フォーム（テキスト指定含む）

②画像（PNG）2種

詳しくは入稿仕様書をご用意しています

配信枠 １日1  枠

表示期間 配信日より最長31日間（任意）

料金 15円 / ID配信

最低出稿金額は15万円

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

開封後画面
最大10ページまで
表現可能
※縦スワイプで閲覧

マイページ
DM一覧

最終ページで
5ポイントのShufoo!ポイントをユーザーに付与しております。
※ポイント付与無しでの掲載も可能です。

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。



掲載開始
5営業日前

掲載終了後
5営業日以内

お申し込み ご入稿 掲載/配信
掲載レポート

ご提出

※3

掲載終了

掲載フローと注意事項をご確認ください

掲載までのスケジュール2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

※配信日の確定にはお申込書を記載の上、送付をお願いします。詳しくは担当者にご確認ください。
※本メニューは全て決定された企業様が優先となり、
枠をキャンセルする際はお申込み時の費用全額がキャンセル料として発生します。

※ご入稿は、原則完全原稿にてお願いいたします。ご入稿後、弊社にて最終的な掲載判断としてクリエイティブチェックをさせて頂きます。
場合によっては、一部修正をしていただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。（LP審査は行っておりません）



プレミアムパネル

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



プレミアムパネル

Shufoo!でとにかく目立つ! １ユーザー１回必ず表示

※リーチ数・CTRは想定値となります。保証するものではございません。

※上記はアプリ版のみの想定値となります。

スマホ
アプリ

スマホ
ブラウザ

PC
ブラウザ

対応デバイス
×ボタンで通常のトップページ画面に遷移します

ご指定
遷移先

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

50万※

3.5日間で

ユーザーにリーチ

Shufoo!内で行っております各種キャンペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

Shufoo!起動時に

必ず表示

サイト誘導に最適

広告が全画面表示

Shufoo!アプリをタッチ

CTR：5％

（想定値）

＜アプリ版の場合＞



スペック

商品名 アプリ・プレミアムパネル

配信対象 Shufoo!アプリ（Android / iOS）

掲載期間 日間～（その間1ユーザーに限り1回のみの表示）

広告形態 アプリ起動時にポップアップで表示されます

枠数 1枠

想定露出回数 5 0 0 , 0 0 0ユニークユーザー

料金 250万円 / 3 . 5日間

原稿サイズ 左右640×天地 960ピクセル

最大容量（KB） 200KB以下

形式 JPG / png

開始曜日・時間 ①木曜12:00～日曜23：59②月曜0：00～木曜11：59

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

※セグメント対応はしておりません。

※広告主様名を画像内に必ず記載ください。

※掲載の10営業日前までにクリエイティブ審査が必要となります。

※インターフェイスや画面遷移はリニューアルにより変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

※アプリのバージョンによっては、広告が表示されません。

※動画・アニメーションは配信できません。

※アプリダウンロード・アップデート後の初回起動時はチュートリアルが表

示されるため、広告が表示されません。

2回目の起動時に表示されます。

※iOSのみ広告下部に『Shufoo!内で行っております各種キャンペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。』と表示されます。

画像全面がクリッカブルエリアとなります。

リンクも設定可能（１つまで）

料金詳細：アプリ版

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

Shufoo!内で行っております各種キャンペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。

ユーザーが×を
押すと表示終了

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

Shufoo!内で行っております各種キャンペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。

Shufoo!アプリ(iOS / Android)

3.5日間～(1ユーザーに限り1回のみの表示)

500,000imp

形式

原稿サイズ

想定露出数

広告形態

配信対象

掲載期間

枠数

料金

最大容量

開始曜日・時間

JPG / PNG

200KB以下

左右640pix×天地960pix

アプリ・プレミアムパネル

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



スペック

商品名 スマホブラウザ・プレミアムパネル

配信対象 スマホブラウザトップページ

掲載期間 1週間（その間1ユーザーに限り1回のみの表示）

広告形態 サイト訪問時にポップアップで表示されます

枠数 1枠

想定露出回数 3 5 , 0 0 0ユニークユーザー

料金 30万円 / 1週間

原稿サイズ 左右640×天地960ピクセル

最大容量（KB） 200KB以下

形式 jpg  / png

開始曜日・時間 木曜12:00～翌週木曜11:59

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

※セグメント対応はしておりません。

※広告主様名を画像内に必ず記載ください。

※掲載の10営業日前までにクリエイティブ審査が必要となります。

※インターフェイスや画面遷移はリニューアルにより変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

※動画・アニメーションは配信できません。

料金詳細：スマホブラウザ版

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

ユーザーが×を
押すと表示終了

Shufoo!内で行っております各種キャンペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。

Shufoo!内で行っております各種キャンペーンについて

Apple社は一切関与しておりません。

1週間(その間1ユーザーに限り1回のみの表示)

35,000imp

画像全面がクリッカブルエリアとなります。

リンクも設定可能（１つまで）

形式

原稿サイズ

想定露出数

広告携帯

配信対象

掲載期間

枠数

料金

最大容量(KB)

開始曜日・時間

商品名

JPG / PNG

左右640pix×天地960pix

スマホブラウザ・プレミアムパネル

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



スペック

商品名 Shufoo! トッププレミアムパネル

配信対象 PCブラウザトップページ

掲載期間 1週間（その間1ユーザーに限り1回のみの表示）

広告形態 サイト訪問時にポップアップで表示されます

枠数 1枠

想定露出回数 2 5 , 0 0 0ユニークユーザー

料金 25万円 / 1週間

原稿サイズ 左右600×天地 500ピクセル

最大容量（KB） 200KB以下

形式 jpg  / png

開始曜日・時間 木曜12:00～翌週木曜11:59

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

※セグメント対応はしておりません。

※広告主様名を画像内に必ず記載ください。

※掲載の10営業日前までにクリエイティブ審査が必要となります。

※インターフェイスや画面遷移はリニューアルにより変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

※動画・アニメーションは配信できません。

※トップレクタングルとの競合排除はいたしません。

プレミアムパネル（左右６００×天地５００pix）

料金詳細：PCブラウザ版

25,000imp

1週間(その間1ユーザーに限り1回のみの表示)

画像全面がクリッカブルエリアとなります。

リンクも設定可能（１つまで）

形式

原稿サイズ

想定露出数

広告携帯

配信対象

掲載期間

枠数

料金

開始曜日・時間

最大容量(KB)

Shufoo!・トッププレミアムパネル

JPG / PNG

左右640pix×天地960pix

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



プレミアムパネル活用事例

イオンモール様
「BLACK FRIDAY」

森永製菓様
「チョコボール」

サッポロビール様
「YEBISUビール」

商品告知、ブランディング キャンペーン告知

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



※掲載可否のご連絡は、申込書受領日により5営業日以内とさせていただきます。

※ご入稿は、原則完全原稿にてお願いいたします。ご入稿後、弊社にて最終的な掲載判断としてクリエイティブチェックをさせて頂きます。

場合によっては、一部修正をしていただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

掲載開始日の10営業日前までにクリエイティブの事前審査が必要となります。

※広告枠メニューは全て決定された企業様の優先となり、

枠をキャンセルする際は枠メニューの費用全額がキャンセル料として発生します。

掲載開始
5営業日前

掲載終了後
5営業日以内掲載

プレミアムパネル（ブラウザ）・バナー/木曜正午～木曜正午掲載
プレミアムパネル（スマホアプリ）/木曜正午～日曜24時、月曜0時～木曜正午

お申し込み ご入稿 掲載/配信
掲載レポート

ご提出
掲載終了掲載開始

掲載フローと注意事項をご確認ください

掲載までのスケジュール2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



プレミアムディスプレイ

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



プレミアムディスプレイ

ご指定
遷移先

アプリ起動

アプリ起動後のホーム画面に表示される高露出メニュー

立ち上がりの
ホーム画面に

表示

静止画と動画に対応

1週間の内2枠 (3.5日間ごとに1枠)

価格は300万円～ (次ページ詳細記載)

※デバイスの環境上、あるいはユーザーの設定上、
ファーストビューでのクリエイティブの見え方は変化いたします。

期間中、1人何度でも閲覧可能

広告枠
立ち上がりの
ホーム画面に

表示

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



プレミアムディスプレイ (静止画)

スペック

商品名 プレミアムディスプレイ (静止画)

配信対象 Shufoo!アプリ (iOS / Android)

掲載期間 3.5日間～ (期間中、常に表示)

広告形態 アプリ起動後最初のホーム画面に表示

枠数 1枠

想定露出回数 1,000,000imp(3.5日間)

料金 400万円 / 3 . 5日間

原稿サイズ 静止画：336pix×280pix・300pix×250pix
※2種の画像サイズをご準備ください。

最大容量（KB） 100KB以下

形式 JPEG,GIF,PNG

開始曜日・時間 ①木曜12:00～日曜23：59②月曜0：00～木曜11：59

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

(想定 4円/imp)

タイトル
広告主名

静止画

※デバイスの環境上、あるいはユーザーの設定上、ファーストビューでのクリエイティブの見え方は変化いたします。
※セグメントは切れず全国一斉の配信となります。

2019年7月-9月
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プレミアムディスプレイ (動画)

スペック

商品名 プレミアムディスプレイ

配信対象 Shufoo!アプリ（ Android / iOS）

掲載期間 3 . 5日間 ～（その間1ユーザーに何度でも表示）

広告形態 アプリ起動時にポップアップで表示されます

枠数 1枠

想定露出回数 5 0 0 , 0 0 0再生

料金 300万円 / 3 . 5日間

左右640×天地 960ピクセル

最大容量（KB） 200MB以下

動画時間

形式 MP4、FLV、MOV

開始曜日・時間 ①木曜12:00～日曜23：59②月曜0：00～木曜11：59

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

3.5日間～ (期間中、常に表示)

プレミアムディスプレイ (動画)

Shufoo!アプリ (Android/iOS)

アプリ起動後最初のホーム画面に表示

(想定 6円/再生)

動画＋テキスト：300×250pix / 動画部分のみ：300×168pix

※広告配信時のサイズ/形式は自動で最適化されます。原稿は事前に要確認。推奨は640×360pix 以上
※再生回数とは、広告サイズの50％以上が画面に表示され、その状態が1秒以上継続し動画再生された状態を指します。
※動画の長さによって、再生完了率は変わりますのであらかじめご了承ください。
※デバイスの環境上、あるいはユーザーの設定上、ファーストビューでのクリエイティブの見え方は変化いたします。
※セグメントは切れず全国一斉の配信となります。

Shufoo!アプリ (iOS / Android)

500,000再生

200MB以下

広告表示サイズ

30秒以内

タイトル
広告主名

＜タイトル＞
18文字以内

＜広告主名＞
10文字以内

動画
クリックすると動画拡大

想定露出回数

広告携形態

配信対象

掲載期間

最大容量

開始曜日・時間

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



※掲載可否のご連絡は、申込書受領日により5営業日以内とさせていただきます。

※ご入稿は、原則完全原稿にてお願いいたします。ご入稿後、弊社にて最終的な掲載判断としてクリエイティブチェックをさせて頂きます。

場合によっては、一部修正をしていただく可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

掲載開始日の10営業日前までにクリエイティブの事前審査が必要となります。

※広告枠メニューは全て決定された企業様の優先となり、

枠をキャンセルする際は枠メニューの費用全額がキャンセル料として発生します。

掲載フローと注意事項をご確認ください

掲載までのスケジュール

掲載開始
5営業日前

掲載終了後
5営業日以内掲載

お申し込み ご入稿 掲載/配信
掲載レポート

ご提出
掲載終了掲載開始

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



Video Ad

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



Video Ad

※広告配信時のサイズ/形式は自動で最適化されます。※掲載の14営業日前までにクリエイティブ審査が必要となります。

※表示環境【OS】Mac OS 10.5, iOS6.1以上 , Android 5.0以上※iPadに関しましては、表示環境対象外となります。

※自治体チラシ等特定のチラシがある場合、その下に表示されます。

チラシ一覧のファーストビューに
動画広告を優先的に表示

他動画広告媒体と比較して
買い物意欲の高い主婦層をターゲットにし、
動画を流すことが可能です

チラシ一覧画面のファーストビュー（3枠目）
に表示されるため、アプリ内でも
目立って告知することが可能です。

ファーストビュ
ー表示

ご指定
遷移先

スペック

配信対象
Shufoo!アプリ（Android / iOS）

全ユーザー チラシ一覧上位に表示

期間 3.5日間

配信エリア 全国

※都道府県別に配信希望の場合は担当者までご連絡ください。

枠数 １枠

想定再正回数 400,000再生

原稿サイズ 左右640×天地360（推奨）

形式・容量 MP4/FLV/MOV 200MB以下

時間 30秒以内

遷移先URL 1つまで

レポート 再生回数、クリック数、CTR

開始曜日・時間
①木曜12:00～日曜23：59

②月曜0：00～木曜11：59

料金 100万円

※再生回数とは、広告サイズの50％以上が
画面に表示され、その状態が1秒以上継続し
動画再生された状態を指します。

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

クリックすると動画拡大

Shufoo!アプリ (iOS / Android)
配信対象

開始曜日・時間

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



優先表示

2019年7月-9月
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優先表示

1週間、毎日チラシ一覧のファーストビューに優先的に表示

(チラシ一覧画面)

一週間毎日

想定露出回数
373,000チラシPV（全国）

スペック

商品名 優先表示

配信対象 Shufoo!アプリ (iOS/Android), スマホブラウザ, PCブラウザ

掲載期間 1週間

配信エリア 全国、エリア、都道府県

枠数 2枠

想定露出回数 3 7 3 , 0 0 0チラシPV（全国）

料金 全国配信時 400万円

開始曜日・時間
木曜 20 :00～翌週木曜 19：59

掲載開始の10営業日前までにお申し込みください。

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

※配信日の確定にはお申込書を記載の上、送付をお願いします。詳しくは担当者にご確認ください。

※本メニューは全て決定された企業様が優先となり、

枠をキャンセルする際はお申込み時の費用全額がキャンセル料として発生します。

※デバイス・機種によりファーストビューに全て掲載されない場合がございます。

※お気に入り登録ユーザーには掲載期間中毎日実施されます。

※インターフェイスや画面遷移はリニューアルにより変更する場合がございます。あらかじめご了承ください

※同一タイミングにて選挙関連等のチラシが存在する場合は、それ以降の表示になります。

※同一期間内の2枠分の表示についての順番はユーザーごとにランダムです。

※料金は3ヵ月毎に見直しを実施しております。予めご了承下さい。

アプリ

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

チラシ一覧の
ファーストビューに

チラシを掲載



エリアプラン

都道府県プラン

北海道 ¥448,000

青森県 ¥252,000

岩手県 ¥168,000

宮城県 ¥252,000

秋田県 ¥168,000

山形県 ¥168,000

福島県 ¥252,000

茨城県 ¥308,000

栃木県 ¥252,000

群馬県 ¥252,000

埼玉県 ¥490,000

千葉県 ¥448,000

東京県 ¥798,000

神奈川県 ¥658,000

滋賀県 ¥252,000

京都府 ¥252,000

大阪府 ¥616,000

兵庫県 ¥448,000

奈良県 ¥252,000

和歌山県 ¥168,000

新潟県 ¥252,000

富山県 ¥168,000

石川県 ¥168,000

福井県 ¥168,000

山梨県 ¥168,000

長野県 ¥252,000

岐阜県 ¥252,000

静岡県 ¥308,000

愛知県 ¥602,000

三重県 ¥252,000

鳥取県 ¥168,000

島根県 ¥168,000

岡山県 ¥252,000

広島県 ¥308,000

山口県 ¥168,000

徳島県 ¥168,000

香川県 ¥168,000

愛媛県 ¥252,000

高知県 ¥168,000

福岡県 ¥448,000

佐賀県 ¥168,000

長崎県 ¥252,000

熊本県 ¥168,000

大分県 ¥168,000

宮崎県 ¥168,000

鹿児島県 ¥168,000

沖縄県 ¥252,000

北海道・東北エリア(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) ¥800,000

関東エリア(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川) ¥1,800,000

中部・甲信越エリア(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重) ¥1,100,000

関西エリア(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) ¥1,000,000

中・四国エリア(鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知) ¥600,000

九州・沖縄エリア(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) ¥700,000

エリアや都道府県単位でご利用いただけます

全国プラン

全国 4,000,000円

料金詳細：優先表示
2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

※都道府県より狭いエリアでのご指定はいただけません。

※料金は3ヵ月毎に見直しを実施しております。予めご了承下さい。



チラシスポットプラン

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



チラシスポットプラン

店舗をお持ちでないお客様がエリアを指定して
配信1セットからご利用いただける定額プラン

※チラシ登録費は基本サービス料金に含まれます。

※チラシ内リンク設定は10箇所まで。10箇所以上は500円/箇所。

※1チラシ8ページまでです。8ページを超える場合は別途ご相談ください。

※PV・クリックカウントレポートは事前にお申込みが必要となります。
PV・クリックカウントレポートをご提供します

1セット
朝PUSH

夜PUSH
配信対象

Shufoo!アプリ (iOS/Android), 
スマホブラウザ, PCブラウザ

（提携先サイト含む）

※提携先や一部のデバイスでは配信・掲載されない場合があります。

タイミング

期間 配信日より最長31日間（任意）

配信範囲 全国、エリア、都道府県

露出数 全国配信時 想定60,000チラシPV

料金 全国配信時 90万円/セット～
※セット数に応じて金額をディスカウント

配信対象

タイミング

配信範囲

料金

想定露出回数

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

1セットは夜（明日のチラシ）と
朝（今日のチラシ）のPUSH通知に乗せた
配信となります。（デフォルト設定の場合）

複数セットを実施の場合、
セット毎にクリエイティブの変更も可能です。

20時開始推奨（任意）
20時～24時：明日のチラシ
0時～20時：今日のチラシとして掲載

ご契約セット数問わず、初回配信日（１セッ
ト目配信日）より最大31日間までご掲載い
ただけます



※料金は3ヵ月毎に見直しを実施しております。予めご了承下さい。

1セット 2セット 3セット 4セット 5セット 6セット 7セット

北海道・東北エリア
(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)

¥170,000 ¥280,000 ¥350,000 ¥430,000 ¥480,000 ¥520,000 ¥540,000

関東エリア
(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)

¥410,000 ¥700,000 ¥900,000 ¥1,100,000 ¥1,200,000 ¥1,250,000 ¥1,300,000

中部・甲信越エリア
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重)

¥240,000 ¥410,000 ¥540,000 ¥610,000 ¥690,000 ¥720,000 ¥750,000

関西エリア
(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)

¥230,000 ¥400,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥650,000 ¥700,000 ¥740,000

中・四国エリア
(鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)

¥130,000 ¥240,000 ¥310,000 ¥350,000 ¥400,000 ¥430,000 ¥450,000

九州・沖縄エリア
(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

¥160,000 ¥260,000 ¥330,000 ¥410,000 ¥460,000 ¥490,000 ¥530,000

全国プラン

エリアプラン

チラシ
・
配信

掲載費

1セット 2セット 3セット 4セット 5セット 6セット 7セット

配信金額 ¥900,000 ¥1,500,000 ¥1,900,000 ¥2,300,000 ¥2,600,000 ¥2,800,000 ¥2,900,000

想定PV 60,000PV 114,000PV 165,000PV 207,000PV 247,000PV 278,000PV 300,000PV

料金詳細：チラシスポットプラン
2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



都道府県プラン

1セット 2セット 3セット 4セット 5セット 6セット 7セット

北海道 ¥90,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥250,000 ¥270,000 ¥300,000 ¥320,000

青森県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

岩手県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

宮城県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

秋田県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

山形県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

福島県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

茨城県 ¥65,000 ¥100,000 ¥140,000 ¥170,000 ¥190,000 ¥210,000 ¥220,000

栃木県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

群馬県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

埼玉県 ¥100,000 ¥170,000 ¥230,000 ¥270,000 ¥300,000 ¥330,000 ¥350,000

千葉県 ¥90,000 ¥140,000 ¥200,000 ¥250,000 ¥270,000 ¥300,000 ¥320,000

東京都 ¥170,000 ¥270,000 ¥360,000 ¥450,000 ¥510,000 ¥550,000 ¥570,000

神奈川県 ¥135,000 ¥230,000 ¥300,000 ¥360,000 ¥410,000 ¥450,000 ¥470,000

新潟県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

富山県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

石川県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

福井県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

山梨県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

長野県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

岐阜県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

静岡県 ¥65,000 ¥100,000 ¥140,000 ¥170,000 ¥190,000 ¥210,000 ¥220,000

愛知県 ¥120,000 ¥200,000 ¥270,000 ¥330,000 ¥360,000 ¥400,000 ¥430,000

三重県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

1セット 2セット 3セット 4セット 5セット 6セット 7セット

滋賀県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

京都府 ¥65,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

大阪府 ¥130,000 ¥220,000 ¥280,000 ¥340,000 ¥390,000 ¥420,000 ¥440,000

兵庫県 ¥100,000 ¥160,000 ¥210,000 ¥250,000 ¥280,000 ¥300,000 ¥320,000

奈良県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

和歌山県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

鳥取県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

島根県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

岡山県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

広島県 ¥65,000 ¥100,000 ¥140,000 ¥170,000 ¥190,000 ¥210,000 ¥220,000

山口県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

徳島県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

香川県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

愛媛県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

高知県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

福岡県 ¥100,000 ¥160,000 ¥210,000 ¥250,000 ¥280,000 ¥300,000 ¥320,000

佐賀県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

長崎県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

熊本県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

大分県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

宮崎県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

鹿児島県 ¥35,000 ¥59,000 ¥72,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000 ¥120,000

沖縄県 ¥55,000 ¥95,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥180,000

料金詳細：チラシスポットプラン
2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

※料金は3ヵ月毎に見直しを実施しております。予めご了承下さい。

※都道府県より狭いエリアでのご指定はいただけません。



チラシスポットプラン活用事例

商品告知、ブランディング

ゲオ様
「お盆セール」

サントリー酒類様
「金麦」

伊藤園様
「カテキン緑茶」

キャンペーン告知

セブン-イレブン様
「年賀状印刷」

キャンペーン告知

資生堂様
「TSUBAKI」

P＆G様
「レノア」

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



10営業日前 9営業日前

1営業日 3営業日

6営業日前

3営業日

3営業日前

掲載開始の10営業日前
までにお申込みください！

掲載当日

3営業日

・Shufoo!申込書

・店舗リストのご提出

お申込み

内容確認

チラシ掲載開始
までの日数

登録代行

・Shufoo!店舗設定

・ASP設定

・入稿用サーバ設定

・完了ご連絡

・店舗情報のご確認

・お客様HPのASP設定

・入稿用サーバ設定のご確認

・チラシ入稿データ準備、入稿

チ
ラ
シ
掲
載
開
始

・チラシデータ確認

・チラシデータ登録

・チラシ登録内容確認

※上記は、お申込みから掲載までの一般的なスケジュールです。内容によっては若干前後することがありますのでご了承ください。

お客様作業 弊社作業

お申込みについて 設定・ご確認について 入稿・登録について

掲載フローと注意事項をご確認ください

掲載までのスケジュール

申込書、店舗リストの情報は、Shufoo!をご利用いただくにあたって、
データベースに登録する為の基礎情報となります。
非常に重要な情報になりますので、
余裕をもってのご提出をお願いします。

100店舗以上の場合は、3営業日での設定完了が難しい可能性がございます。
多数の店舗登録の際は、弊社営業へ事前にご相談ください。

申込書、店舗リストは弊社指定のフォーマットへ漏れなくご記入を
お願いいたします。

申込書、店舗リストの内容に不備がある場合は掲載ができません。
あらかじめご了承ください。

〈Shufoo!設定〉
事務局にて店舗設定完了後、連絡をさせていただきますので、
お手数ですがShufoo!上での表示確認をお願いいたします。
店舗設定が完了した時点で、
Shufoo!上で店舗情報が検索できる状態になります。

〈ASP設定〉
ASP設定はお客様のHPに事務局の発行するタグを設定していただきます。
設定方法につきましては、別冊マニュアルをご参照ください。

〈入稿用サーバー設定〉
チラシ登録代行の場合、データ入稿用のサーバーの準備が必要となります。
※詳しくはご相談ください。

チラシ登録代行をご利用の場合は、
3営業日前までに入稿データを入稿用サーバーにアップし
掲載依頼をお願いします。

Web入稿をご利用の場合でもサーバーの込み具合により、
掲載反映までにお時間がかかる場合がございます。
余裕をもって入稿をいただきますようお願いします。

2019年7月-9月
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【APPENDIX】
Shufoo!DMPとは
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▶スーパー

▶食品・菓子・飲料・日用品・コンビニ

▶ドラッグストア

▶家具・ホームセンター

▶家電店

▶ショッピングセンター・百貨店

▶ファッション

▶キッズ・ベビー・おもちゃ

▶眼鏡・コンタクト・ケア用品

▶車・バイク

など20カテゴリー以上

ユーザーの興味・関心を測る

「閲覧店舗カテゴリー」
ユーザー毎に独自に規定した

「買い物行動圏」

A 店

B店

C 店

買い物
行動圏

※緯度・経度は世界測地系
※緯度・経度はcsvファイルで複数指定可

Shufoo!DMPとは

年間3,000万人のShufoo!ユーザーのデータベース！

任意の緯度経度/都道府県を買い物行動圏に含むユーザーや

任意のチラシ閲覧カテゴリのチラシ閲覧ユーザーを

セグメントできます。

チラシ閲覧店舗

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

Shufoo!
DMP



Shufoo!DMPの活用①

アプリターゲティング

2019年7月-9月
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アプリターゲティング

商品購入や来店可能性の高いユーザーを狙って
Shufoo!アプリ上でアプローチ

スペック

配信対象
Shufoo!アプリ（Android / iOS）

ホーム画面

期間 開始日・終了日任意

セグメント項目

【基本項目】

買い物行動圏（都道府県or緯度・経度）/ 

チラシ閲覧カテゴリ

【オプション①】

閲覧企業 / 閲覧グループ / 閲覧店舗
※詳細は次ページ参照

【オプション②】

天気予報 / 気温（気温差）/ 湿度

枠数 3枠 / 日

原稿サイズ 左右320×天地100ピクセル

形式・容量 jpg /  png 50KB以下

遷移先URL 1つまで

レポート imp数、クリック数、CTR

料金
2円/1imp （最低出稿金額 15万円/週）

※オプション①利用の場合:1imp 3円（最低出稿金額15万円/週）

※オプション②利用の場合:1imp ４円（最低出稿金額50万円/月）
※実績に応じてご請求となります。

※空き枠、想定impはお問合せください。

※同一期間内において、セグメント別にクリエイティブやリンク先を変更する場合、
追加費用がかかります。（１種につき10,000円～）

※掲載の10営業日前までにクリエイティブ審査が必要となります。

※アプリのバージョンによっては、広告が表示されません。

※動画・アニメーションは配信できません。

日常の買い物行動圏、閲覧チラシのカテゴリなどでセグメント

ターゲティングしたユーザーへShufoo!上で広告を配信

天気予報・気温（気温差）・湿度によるセグメントも可能

※お申込み前に掲載可否をお問い合わせください。

広告面

右下から出現

13秒後クローズ

セグメント項目

料金

配信対象

原稿サイズ

遷移先URL

形式・容量

枠数

レポート

左右320pix×天地100pix

JPG/PNG 500KB以下

2019年7月-9月
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【基本項目】

チラシ閲覧カテゴリ／
買い物行動圏（都道府県／緯度経度リスト）

【オプション項目】

閲覧企業 / 閲覧グループ /閲覧店舗/

天気予報 /気温（気温差）/ 湿度

Shufoo!DMPデータから
セグメントを指定

Shufoo!アプリの
指定グメントへ
広告配信

広告面タップで
指定先へ遷移



※性別・年代別のセグメントは利用できません。

項目 セグメント

買い物行動圏

（緯度・経度指定）

任意の緯度・経度(地図もしくは緯度・経度リストのcsvファイル)を指定
※緯度・経度は世界測地系 ※csvファイルでは複数の緯度・経度を一括で指定

買い物行動圏

（都道府県指定）

任意の都道府県を指定
※複数の都道府県を指定

閲覧カテゴリ

スーパー 食品・菓子・飲料・酒・日用品・コンビニ ドラッグストア 家具・ホームセンター

家電店 ショッピングセンター・百貨店 ファッション キッズ・ベビー・おもちゃ

眼鏡・コンタクト・ケア用品 車・バイク スポーツ用品・自転車 携帯・通信・家電

通販・ネットショップ 花・ギフト・手芸
本・雑誌・音楽・DVD・ゲーム・
映画

リサイクル

ヘルス&ビューティ・フィットネス
マンション・戸建・リフォーム・
レンタル収納

旅行・ホテル・リゾート 学習塾・カルチャー・教育・教習所

レストラン・デリバリー・外食 フォト・プリントサービス 保険・共済・金融 冠婚葬祭・イベント

閲覧企業
任意の企業のチラシを閲覧しているユーザーを指定

※Shufoo!掲載企業のデータを他社が利用する場合は、掲載企業の許可が必要となります

閲覧グループ
任意のグループ名(チェーン名)のチラシを閲覧しているユーザーを指定

※Shufoo!掲載企業のデータを他社が利用する場合は、掲載企業の許可が必要となります

閲覧店舗
任意の店舗のチラシを閲覧しているユーザーを指定

※Shufoo!掲載企業のデータを他社が利用する場合は、掲載企業の許可が必要となります

気象 ユーザーのマイエリアの天気予報 /気温（気温差）/湿度を指定

基本項目

「買い物行動圏（都道府県／緯度・経度）」「閲覧カテゴリ」
「閲覧企業」「閲覧グループ」「閲覧店舗」「気象条件」でセグメント可能。

※「閲覧企業」「閲覧グループ」「閲覧店舗」「気象条件」でのセグメントをご利用される場合は オプションセグメント費用が適用されます。

オプション
セグメント
項目①

オプション
セグメント
項目②

アプリターゲティング：セグメント項目2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



アプリターゲティング：活用事例2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

●キリンビール様

●セブン‐イレブン様
●亀田製菓様

●メルシャン様

【事例２】 特定チェーン店舗を行動圏に持つユーザーへキャンペーン／新商品の告知

【事例３】 アンケートページへ遷移させ買い物主婦の声を収集／Ｓｈｕｆｏｏ！掲載後の効果検証

【事例１】 商品／キャンペーン告知とサイト誘導

●キユーピー様●サラヤ様



Shufoo!DMPの活用②

Shufoo! Audience Targeting Ad

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



Shufoo! Audience Targeting Ad

商品の購入可能性の高いユーザーを狙って
外部メディア上でアプローチ

スペック

配信対象 LINEアプリ or  DSP or クックパッドアプリ

期間 2ヶ月間以内で個別相談（月曜日開始）

セグメント項目

【基本項目】

買い物行動圏（都道府県or緯度・経度） チラシ閲覧カ

テゴリ

【オプション】

閲覧企業 / 閲覧グループ / 閲覧店舗 etc…
※詳細はセグメント項目ページ参照
※クックパッドアプリへの配信は
別途お問い合わせください

レポート 利用金額 / imp/クリック数 / CTR / CPFなど

料金 100万円～
（最低月間50万円の利用～）

※ご希望の配信セグメント及び広告効果における想定数値はお問合せください。

※配信開始17営業日前までにお申込みが必要となります。

※LINE公式アカウントが必要となります。

お申込み時にアカウント情報を共有いただきます。

※配信開始12営業日前までにクリエイティブ審査が必要となります。

※配信開始日は月曜日固定となります。尚、祝日の場合は翌営業日となります。

※各期日に遅延が生じた場合や、再審査が必要になった場合は、1週間単位で 配

信開始に遅れが生じますので、ご注意ください。

●タイムライン
●ニュース

or 広告ネットワーク

日常の買い物行動圏・閲覧チラシの
カテゴリなどでユーザーをターゲティング

ターゲティングしたユーザーに対して
LINEもしくはDSP（国内主要WEBサイト）で広告を配信

Shufoo!
DMP

Shufoo!DMPをもとに外部メディアへターゲティング広告を配信

クックパッドアプリの広告枠に配信が可能。
詳細は別途お問い合わせください。

(最低月間50万円の利用～)
※クックパッドアプリへの配信は別途お問い合わせください。

セグメント項目

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

各種DSPへの広告出稿プランでは来店の検知が可能です

【代理店様へ】本メニューのみ販売条件が異なります。
別途弊社へお問い合わせください。



商品が配下されている、タイアップ先の流通チェーン店舗への送客を目的に、

流通チェーン店舗を買い物行動圏に含むユーザーを対象に、大手SNSで広告を配信。

Shufoo! Audience Targeting Ad 活用事例

企業名

大手ＳＮＳ

タイムライン上に広告配信

リンクページ

各チェーン店舗
一覧ページへ

広告の目的

商品が配下されている店舗への送客

企業名

広告の目的

商品が配下されている店舗近隣
ユーザーにレシート応募CP告知

キャンペーン
詳細ページへ

大手ＳＮＳ

タイムライン上に広告配信

ライオン株式会社様サントリー酒類株式会社様

2019年7月-9月
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項目 セグメント

任意の緯度・経度（地図もしくは緯度・経度リストのcsvファイル）を指定可能
※緯度・経度は世界測地系 ※csvファイルでは複数の緯度・経度を一括で指定可能

買い物行動圏

（緯度・経度指定）

買い物行動圏（都道府県指定） 任意の都道府県を指定可能※複数の都道府県を指定可能

閲覧カテゴリ

スーパー 食品・菓子・飲料・酒・日用品・コンビニ ドラッグストア 家具・ホームセンター

家電店 ショッピングセンター・百貨店 ファッション キッズ・ベビー・おもちゃ

眼鏡・コンタクト・ケア用品 車・バイク スポーツ用品・自転車 携帯・通信・家電

通販・ネットショップ 花・ギフト・手芸 本・雑誌・音楽・DVD・ゲーム・映画 リサイクル

ヘルス＆ビューティ・フィットネス
マンション・戸建・リフォーム・
レンタル収納

旅行・ホテル・リゾート 学習塾・カルチャー・教育・教習所

レストラン・デリバリー・外食 フォト・プリントサービス 保険・共済・金融 冠婚葬祭・イベント

閲覧企業 任意の企業のチラシを閲覧しているユーザーを指定可能

閲覧グループ 任意のグループ名（チェーン名）のチラシを閲覧しているユーザーを指定可能

閲覧店舗 任意の店舗のチラシを閲覧しているユーザーを指定可能

アンケート活用 Shufoo!アンケート結果を活用してユーザー指定が可能

デバイス iPhoneアプリ Androidアプリ

性別 男性 女性

年齢

12歳未満 12歳‐19歳 20歳‐24歳 25歳‐29歳

30歳‐34歳 35歳‐39歳 40歳‐44歳 45歳‐49歳

50歳‐54歳 55歳‐59歳 60歳以上

未既婚 既婚 未婚

職業

公務員 経営者・役員 会社員(事務系) 会社員(技術系)

会社員(その他) 自営業 自由業 専業主婦

パート・アルバイト 学生

子あり/なし 子供あり 子供なし

通信キャリア docomo au SoftBank Y!mobile

Shufoo! Audience Targeting Ad：セグメント項目

2019年7月-9月
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自治体・官公庁メニュー

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



自治体・官公庁メニュー

自治体・官公庁から住民のShufoo!ユーザーに
電子チラシで情報をお届けできるサービスです

1 住民サービス
紙メディアでは閲覧しにくい層への配布
・ WEBメディア接触時間の増加、見たいときに見られる
・ 拡大表示ができるので、紙メディアより見やすい

2 地域振興・産業活性
観光・物産等の地元の活性化を目的とした自治体圏外からの
地元誘引やECの紹介、促進

3 選挙告知
選挙の活用、投票促進啓蒙、日程・投票会場等の選挙情報告知

※「自」都道府県、「自」市区町村のみ
「優先表示」されます。その他エリアに
ついては優先表示されません。

※優先表示について、同時期に他 優
先チラシの掲載があった場合、
選挙関連⇒優先表示（一般企業）
⇒自治体の並び順となります。

役所

※区域内配信時のみ、

他チラシより
優先して表示

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を
食べ尽くす

シュフースーパー / 小石川店

※チラシ登録費は基本サービス料金に含まれます。

※チラシ内リンク設定は10箇所まで。10箇所以上は500円/箇所。

※1チラシ16ページまでです。

※適用条件

自治体・官公庁プランの適用については、広告主は自治体、官公庁に限り、配信コンテンツとしても

明確に広告主を記載した物に限ります。

ＯＫ：○○庁、○○県庁、○○市役所、○○区役所 ＮＧ：○○商工会議所、○○財団法人、○○団体

※店舗名、チラシ双方に広告主の記載が必要です。

配信対象

Shufoo!アプリ（Android / iOS）

スマホサイト、PCサイト

（提携先サイト含む）

※提携先や一部のデバイスでは配信・掲載されない場合があります。

タイミング
20時開始推奨（任意）
20時～24時：明日のチラシ
0時～20時：今日のチラシとして掲載

回数・期間 同一版2セット、最大31日間掲載可能

配信範囲 全国、都道府県、市区町村指定

露出数 全国配信時 想定 1 1 4 ,000チラシPV

費用

自県配信：40,000円

自市区町村配信：30,000円

※10県以上配信でディスカウント（次ページ）

※県別提示の場合 1県あたり 10,000円追加

クリックカウントレポート：10,000円 / 1チラシ

2019年7月-9月
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自治体・官公庁向けメニュー

自治体（都道府県庁）の場合

単価（1チラシ2セット配信）

自治体（市区町村役所）の場合

単価（1チラシ2セット配信）

官公庁（中央省庁）の場合

単価（1チラシ2セット配信）

配信エリア － 自県 他県 10県選択 全国

金額 － ￥40,000 ￥40,000 ￥200,000 ￥600,000

配信エリア 1県 全国

金額 ￥40,000 ￥600,000

配信エリア 自市区町村 自県他市区町村 他県 10県選択 全国

金額 ￥30,000 ￥40,000 ￥40,000 ￥200,000 ￥600,000

2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



自治体・官公庁 事例

自治体(都道府県庁)

東京都様

自治体(市区町村役所)

北海道長沼町様

官公庁(中央省庁)

内閣府 大臣官房政府広報室様

＜警視庁様 導入事例＞
https://biz.shufoo.net/case_study/other/2831/

2019年7月-9月
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10営業日前 9営業日前

1営業日 3営業日

6営業日前

3営業日

3営業日前

掲載開始の10営業日前
までにお申込みください！

掲載当日

3営業日

・Shufoo!申込書

・店舗リストのご提出

お申込み

内容確認

チラシ掲載開始
までの日数

登録代行

・Shufoo!店舗設定

・ASP設定

・入稿用サーバ設定

・完了ご連絡

・店舗情報のご確認

・お客様HPのASP設定

・入稿用サーバ設定のご確認

・チラシ入稿データ準備、入稿

チ
ラ
シ
掲
載
開
始

・チラシデータ確認

・チラシデータ登録

・チラシ登録内容確認

※上記は、お申込みから掲載までの一般的なスケジュールです。内容によっては若干前後することがありますのでご了承ください。

お客様作業 弊社作業

お申込みについて 設定・ご確認について 入稿・登録について

掲載フローと注意事項をご確認ください

掲載までのスケジュール2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0

申込書、店舗リストの情報は、Shufoo!をご利用いただくにあたって、
データベースに登録する為の基礎情報となります。
非常に重要な情報になりますので、
余裕をもってのご提出をお願いします。

100店舗以上の場合は、3営業日での設定完了が難しい可能性がございます。
多数の店舗登録の際は、弊社営業へ事前にご相談ください。

申込書、店舗リストは弊社指定のフォーマットへ漏れなくご記入を
お願いいたします。

申込書、店舗リストの内容に不備がある場合は掲載ができません。
あらかじめご了承ください。

〈Shufoo!設定〉
事務局にて店舗設定完了後、連絡をさせていただきますので、
お手数ですがShufoo!上での表示確認をお願いいたします。
店舗設定が完了した時点で、
Shufoo!上で店舗情報が検索できる状態になります。

〈ASP設定〉
ASP設定はお客様のHPに事務局の発行するタグを設定していただきます。
設定方法につきましては、別冊マニュアルをご参照ください。

〈入稿用サーバー設定〉
チラシ登録代行の場合、データ入稿用のサーバーの準備が必要となります。
※詳しくはご相談ください。

チラシ登録代行をご利用の場合は、
3営業日前までに入稿データを入稿用サーバーにアップし
掲載依頼をお願いします。

Web入稿をご利用の場合でもサーバーの込み具合により、
掲載反映までにお時間がかかる場合がございます。
余裕をもって入稿をいただきますようお願いします。



iPhone/iPad Android

アプリダウンロードはこちら

シュフードースーパー / 小石川店

生鮮特価市！鮮度自慢の
食材がとにかく安い！！

ニッポンの美食を食べ尽く
す

シュフースーパー / 小石川店

アプリダウンロードQR
2019年7月-9月
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Shufoo!掲載基準
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出稿主は、原則として、以下各号に該当又は、該当するおそれのある内容の情報素材を掲載してはならないものとします。
(1) 青少年に有害と思われる表現を使用するもの
・暴力、犯罪を肯定し、または助長している
・賭博、麻薬、売春等の犯罪行為を肯定・美化しているもの
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与え、善良な風俗に反しているもの
・性に関する表現で、卑猥性の高いもの
・掲載内容に無関係で必然性がないのにも関わらず、水着姿および裸体姿等の表現がある
・ギャンブル等を肯定している
・その他風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れがあるもの

(2) 投機、射幸心を著しく煽るもの
・紙幣、通貨（またはそれに類似するもの）を連想させる表現がある
・その他扇情的な文言や写真・図柄等を使用している

(3) 政治活動・問題について極端な主義主張を述べたもの、または公職選挙法に抵触するもの
(4) 宗教活動について主義主張を述べたもの
(5) 社会性、公序良俗に反するもの
・非科学的、または迷信に類するもので、Shufoo!の閲覧者を混乱させ、不安を与える
・第三者の財産侵害、名誉棄損、信用棄損、業務妨害となる恐れがある
・その他第三者に不利益を与える恐れがある
・その他第三者を誹謗中傷する恐れがある
・基本的人権を侵害し、差別を助長する
・国内外の国家、民族、皇室、王室もしくは元首、国旗または国際機関などの尊厳を傷つける恐れがある
・詐欺、欺瞞的なもの、またはいわゆる悪質商法とみなされるもの

(6) 内容に虚偽または誤認・錯誤の恐れがあるもの
・客観的な調査に基づいていないのにも関わらず、最大級表現（例：最大、最高）や優位性表現（例：日本一、No.1）等の不当・誇大表示がある
・明示的もしくは黙示的に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準による比較表現が含まれる
・断定的表現（例：完全、万能、安心）が含まれる
・実物や他のものよりも著しく優良であると誤認させたりする優良誤認表示、実物や他のものよりも安いと誤認させたりする有利誤認表示がある
・価格の不当表示（例：販売価格が特定顧客に限定されるのに記載されていない）や二重価格表示（例：比較対象価格が曖昧）が含まれる
・おとり広告（例：購入する際の条件が記載されていない）とみなされる表現が含まれる

Shufoo! 掲載基準2019年7月-9月
2019年6月発行 Ver.1.0



Shufoo! 掲載基準

(7) 犯罪的行為に結び付くもの
・投機、射幸心を著しく煽るもの
・法律、政令、省令、条例、その他規則などに違反するもの
・医療、医薬療品、化粧品、健康食品等において効能・効果性能を謳う商品等・サービスについて、薬機法を侵害している、もしくは厚生労働省
その他関係各省庁が承認する範囲を逸脱した表現をしている

・成人向け商品・サービス（例：酒類、インターネット異性紹介サービス）について、「●歳を過ぎてから」「●歳未満は利用できません」等の年齢規制の記載がない
・氏名、写真、談話及び商標、著作物等を無断で利用し、知的財産権等の権利を侵害していると当社が判断したもの
・プライバシーを侵害していると当社が判断したもの
・個人情報の取得、管理、利用等に十分な配慮がされていないと当社が判断したもの
・ハラスメント行為と当社が判断したもの

(8) 以下の商品・サービスに該当するもの
・成人を対象とした性的な商品、サービス
・児童ポルノを連想させるもの
・国内で承認されていない医薬品や医療機器
・脱法ドラッグ、合法ハーブ等と称されるもの
・偽ブランド品や海賊版のCD・DVD等の模倣品、偽造品
・銃器、弾薬、刀剣などの刃物、催涙スプレー、スタンガンなど主に武器として使用されるもの
・無限連鎖講（ねずみ講）へ勧誘したり、紹介したりするもの
・連鎖販売取引（マルチレベルマーケティング、ネットーワークビジネス）へ勧誘したり、紹介したりするもの
・超小型カメラなど、違法な盗聴、盗撮を目的とするもの
・クレジットカードのショッピング枠現金化サービス
・入札権購入型オークション（ペニーオークション等）
・マジコン

(9) 以下の業種・事業者・団体等に該当するもの
・貸し金業・その他金融業（一部を除く）
・風俗業
・美容外科
・ギャンブル・賭博業
・インターネット異性紹介業
・探偵・信用調査業
・宗教団体
・政治結社
・暴力団等の反社会的勢力
・過去にShufoo!掲載基準に違反した者
・その他Shufoo!事業のイメージにそぐわない業種・団体
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(10)公序良俗に反するもの
(11)当社が運営するサービス（Shufoo!を含む）と競合するサービスおよび当該サービスを運営する企業に関するもの
(12) 当社またはShufoo!の運営を妨げるもの
(13) その他当社、Shufoo!または他の掲載者の品位を損なうと当社が判断したもの
(14) 掲載内容その他につき責任の所在が不明確なものと当社が判断したもの
(15) 掲載内容およびその目的が不明確なものと当社が判断したもの
(16) その他、当社が不適切と判断したもの

2.Shufoo!掲載基準は、当社の判断により、随時更新できるものとします。

＜2019年2月28日施行＞
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広告サービス利用約款

Shufoo!の提供する各種広告サービスへの申込時は
以下の約款への同意が必要となります。

第1章 総 則

第1条 （定義）

本約款において次の各号に挙げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。

(1)「本サービス」とは、凸版印刷株式会社（以下「当社」といいます）が本メディアに広告を掲載または本メディアを通じて配信するサービスをいいます。

(2)「本広告」とは、出稿主が当社または代理店に本メディアへの掲載または本メディアを通じての配信を希望する広告をいいます。

(3) 「出稿主」とは、第3条（利用契約の成立）に基づき当社または代理店と利用契約を締結した、本サービスの利用者をいいます。

(4) 「本メディア」とは、当社が基本サービスとして各種情報を配信する対象の、当社が運営する「Shufoo!」サイト及びアプリケーションまたは当社が提携する

第三者（以下「提携先」といいます）が保有または管理するWebサイト及びアプリケーションを含む各種のメディアのWebサイト及びアプリケーションの

総称をいいます。

なお、本メディアの詳細については当社が別途提示するものとします。

(5)「広告原稿」とは、出稿主が当社または代理店に提供する本広告の原稿をいいます。

(6)「本システム」とは、本サービスを提供するために、当社または当社の委託先もしくは提携先が管理・運営するサーバ、回線、周辺機器、各種データベース

および関連アプリケーション等から構成される一連のシステムをいいます。

(7)「利用申込書」とは、本サービスの利用を申込むための、当社所定の各種の申込書をいいます。

(8)「Shufoo!掲載基準」とは、当社または提携先が定める、本サービスにおける広告の掲載の可否を定める広告の内容の基準であって、別途当社が提示するもの

または提携先が保有する基準をいいます。なお、Shufoo!掲載基準は、本メディアの種類ごとに複数種存在することがあります。

(9)「利用契約」とは、第3条（利用契約の成立）の規定に基づき、本約款の規定を契約条件として成立する、当社または代理店と出稿主との間で締結される

本サービス利用のための契約をいいます。

(10)「アクセスユーザー」とは、本メディアにアクセスしてその内容を受信・閲覧すると共に、本メディアを通じて配信される本広告を受信・閲覧する者を

いいます。

第2条 （約款の適用）

1.本約款は、本サービスを利用する出稿主と当社または代理店間に適用されるものとします。

2.出稿主が選択する個々の本メディアについて、当社が個別の利用約款およびその他の利用条件を定めている場合には、それらが本約款に優先して

適用されるものとします。

※WEBチラシについては別途約款がございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
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第2章 利用契約

第3条 （利用契約の成立）

1.本サービスの利用希望者（以下「利用希望者」といいます）は、当社所定の利用申込書に必要事項を記載した上、当社または代理店に提出して、

本サービスの利用の申込を行うものとします。なお、利用希望者は本約款の内容を承諾の上かかる申込を行うものとし、利用希望者が申込を行った時点で、

当社は、利用希望者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。

2.利用契約は、当社または代理店が前項の利用申込書を受領した後、利用希望者への利用申込書の受領の通知をもって成立するものとします。

3.利用契約の内容は、本約款によって定められるものとします。

4.利用契約成立後も、当社は、本サービス利用開始日を調整する権利を留保するものとします。

第4条 （契約成立後の出稿主の都合による解約）

出稿主は、利用契約の成立後においても、出稿主の都合で利用契約を解約できるものとします。

ただし、この場合、出稿主が当社に対し、利用契約で定める本サービスの利用料金を全額支払うことを条件とします。

第5条 （利用契約の解除）

出稿主が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社または代理店は、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

なお、当社および代理店は解除に伴う責任を負わないものとします。

(1) 出稿主が本約款または利用契約に違反し、当社または代理店がかかる違反の是正を催告した後も合理的な期間内に是正されない場合

(2) 利用申込書、その他各種書類または電子メールの記載内容が事実に反する場合

(3) 手形、小切手の不渡処分を受ける等、支払停止、または支払不能の状態になった場合

(4) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

(5) 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、もしくは競売の申立または公租公課滞納処分を受けた場合

(6) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更正手続の申立を受け、または自らこれらを申立てた場合、あるいは信用状態に重大な不安が生じた場合

(7) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合

(8) 前各号の一が発生するおそれがある場合
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第3章 利用料金の支払

第6条（利用料金）

本サービスの利用料金は、当社または代理店が別途提示する資料に定めるものとします。

第7条 （利用料金の支払）

1.当社または代理店は、毎月末日締切にて、前条に基づく利用料金の請求書を出稿主に交付します。

2.出稿主は、前項の請求に基づき、出稿主と当社または代理店が協議して定める時期・方法により、利用料金を支払うものとします。なお、

出稿主が本項に定める支払を完了しない場合には、当社または代理店は第14条（サービスの一時中断）第2項に基づき本サービスの提供を一時中断する

ことができるものとします。

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、出稿主は本サービスの提供を受けられないときでも利用料金の支払義務を免れないものとし、

出稿主から既に支払われた利用料金は当社または代理店から返却されないものとします。

(1) 出稿主の都合により本サービスの利用を一時停止する場合

(2) 出稿主の責に帰すべき事由により利用契約の全部または一部が解除された場合

(3) 出稿主の責に帰すべき事由により本サービスの提供が一時中断された場合

(4) 第14条（サービスの一時中断）に定める事由により本サービスの提供の遅延または一時中断が発生した場合

(5) 第15条（当社による本サービスの提供の終了）に定める事由により本サービスの提供を終了した場合

(6) 第4条（契約成立後の出稿主の都合による解約）または第5条（利用契約の解除）により利用契約の全部または一部が解約または解除された場合

第4章 本サービスの利用

第8条 （掲載の依頼）

1.出稿主は、広告原稿の入稿を行う際には、当社が指定する日時までに、当社の入稿ルール（広告原稿の形式・形態等）に従って入稿するものとします。

2.出稿主またはその指定する第三者において前項の規定が遵守されなかったことに起因する、本サービスの提供遅延、出稿主の意図と異なる掲載等の

問題が生じた場合といえども、当社および代理店は、通常行うべき本サービスの提供を誠実に履行したものとみなし、これについて出稿主は

異議を唱えないものとし、また当社および代理店はこれにより生じた損害につき免責されるものとします。

第9条（権利の許諾）

1.出稿主は、当社が本サービスの提供およびマーケティング活動のために必要な範囲で広告原稿または本広告を利用することを、

無償で許諾（広告原稿に含まれる著作権、商標権、肖像権その他の一切の権利に基づく許諾を含みます。）するものとします。

2.出稿主は、当社が自己の顧客に本サービスを提案する目的において、当社が紹介事例として広告原稿または本広告を利用することを無償で

許諾するものとします。

3.出稿主は、前2項に定める許諾に支障のないように、広告原稿に含まれる各種の権利（著作権、商標権、肖像権その他の一切の権利を含みます。）を

適切に処理した上で当社または代理店に提供するものとし、当該権利を原因として問題が生じた場合には、出稿主の責任と費用において

解決するものとします。

第10条 （広告原稿の保証）

1.出稿主は、本サービスの利用のために当社または代理店に提供する広告原稿について、次の各号に定める事項を保証するものとします。

(1) 著作権、商標権、肖像権およびその他の第三者の権利を侵害していないこと

(2) 不当景品類および不当表示防止法、不正競争防止法、薬機法およびその他の法令ならびに業界団体が定める規制に抵触していないこと

(3) 当社が別途提示するShufoo!掲載基準を遵守していること
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第11条 （本広告内容の変更等の措置）

1.当社は、次の各号のいずれか一つにでも該当した場合には、本広告の内容の変更の要請、出稿主に対する事前の通知を要することなく当社の裁量において

本サービスの提供を停止する等の措置を行うことができるものとします。

(1) 広告原稿が前条各号に定める保証に違反していると当社が判断した場合

(2) アクセスユーザーまたはその他の第三者よりクレームがあった場合

(3) その他当社が社会的に問題と判断し、即時の対応が必要と判断した場合

2.当社は、いかなる場合においても、前項に基づく措置を行ったことを原因とする料金の返還および債務不履行責任、不法行為責任、

その他の法律上の請求原因の如何を問わずその他の損害賠償の責任を負わないものとします。

第12条 （競合調整について）

当社では、事前に協議して合意した場合を除き、本サービスに関して、競合調整（ここで「競合調整」とは、類似商品・サービスに関する複数の広告が

同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。）を一切行いません。

第13条（トラブルへの対応）

出稿主による本サービスの利用に関連して、出稿主とアクセスユーザーもしくは第三者との間で何らかのトラブルが生じた場合、またはアクセスユーザー

もしくは第三者が当社、代理店もしくは当社の提携先に当該トラブルに基づく請求を行ってきた場合には、出稿主は自己の責任と費用をもって速やかに解決し、

当社、代理店および当社の提携先に一切損害を与えないものとします。ただし、明らかな当社の責に帰すべき事由に起因するトラブルについては

この限りではありません。

第5章 本サービスの提供

第14条（サービスの一時中断）

1.当社または代理店は、出稿主が本約款または利用契約に違反した場合には、出稿主に通知することなく、かかる違反が是正されるまでの間、

本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができるものとします。

2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。

(1)本システムの保守を行う場合

(2)本システムの障害等により、本サービスの提供が困難となった場合

(3)火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、運輸障害、戦争・暴動・労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合

(4)裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合

(5)当社が、運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要であると判断した場合

(6)その他やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難と当社が判断する場合
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第15条 （当社による本サービスの提供の終了）

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を終了するものとし、提供終了日をもって利用契約を解除することができる

ものとします。

(1) 提供終了日の30日前までに出稿主に通知した場合

(2) 情勢等緊急を要する事由により本サービスを提供できないと当社が判断した場合

(3) 天災地変、法令の改正等当社の責に帰さない事由により本サービスを提供できないと当社が判断した場合

第16条 （免責）

1.当社および代理店は、第14条（サービスの一時中断）及び第15条（当社による本サービスの提供の終了）に定める事由並びに次の各号に定める事由の

いずれかに起因して出稿主が被った損害について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を

負わないものとします。

(1)   火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、運輸障害、戦争・暴動・労働争議等の不可抗力

(2)   出稿主の設備の障害または本システムまでのインターネット接続サービスの不具合等出稿主の接続環境の障害

(3)   本システムからの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害

(4) 当社または提携先が第三者から導入しているコンピューターウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、

ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本システムへの侵入

(5)   善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本システム等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受

(6)   当社が定める手順・セキュリティ手段等を出稿主が遵守しないことに起因して発生した損害

(7)   本システムのうち当社の製造に係らないソフトウェア(ＯＳ、ミドルウェア)およびデータベースに起因して発生した損害

(8)   本システムのうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害

(9)   電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害

(10) 刑事訴訟法第218条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の

命令もしくは法令に基づく強制的な処分

(11) 委託先の業務に関するもので、委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合

(12) その他当社の責に帰すべからざる事由

2.本サービス利用開始期間の初日の掲載開始時刻から3時間の間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は、債務不履行責任、

不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

3.本サービス利用期間中に、本広告からのリンク自体が無効となった場合またはリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社または代理店は

本サービスを停止できるものとし、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

第17条（不保証）

当社または代理店は、本サービスを合理的範囲での注意をもって提供しますが、本サービスによる広告効果ならびに出稿主における売上の保証、

および本サービスの完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではなく、また本約款に記載する内容に従って本サービスを

誠実に提供することに努める限り、当社および代理店には故意、過失はないものとみなします。
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広告サービス利用約款

第6章 その他

第18条（機密保持）

1. 当社および出稿主は、本サービスの利用に関連して、相手方から開示を受けた秘密情報を機密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに

第三者に開示・漏洩してはならないものとします。ただし、当社は、本サービスの一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、

必要な範囲内に限り、かつ本条に定める義務を負わせることを条件に、出稿主の機密情報を開示できるものとします。

2. 前項の秘密情報には、次の各号に該当するものは含まれないものとします。

(1) 開示を受ける前に、既に公知であるか、自己において既に保有していた情報

(2) 開示を受けた後に、自己の責によらずして公知となった情報

(3) 正当な権限を有する第三者から取得した情報

(4) 自己が独自に開発または取得したことを証明できる情報

3. 第1項の定めにかかわらず、当社および出稿主は、裁判所または行政機関から法令等に基づき開示を求められた場合には、当該法令等に要求される

範囲で、秘密情報を開示できるものとします。ただし、当社および出稿主は、当該法令等により認められる限りにおいて、当該要求を速やかに

相手方に通知し、当該秘密情報の秘密性を保持するために合理的に取りうる手段がある場合には、その手段を取るべく努力するものとします。

第19条（再委託）

当社は、本サービスの提供のため、本サービスの一部を第三者に委託することができるものとします。

第20条（権利譲渡等の禁止）

出稿主は、当社の事前の書面による承諾なく、本約款および利用契約に基づく自己の権利・義務の全部または一部を、第三者に譲渡もしくは転貸、売買、

質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第21条 （損害賠償責任）

1. 出稿主が本サービスの利用に関連して、当社または代理店に損害を与えた場合、出稿主はその損害を賠償する責を負うものとします。

2. 本サービスの利用に関して、当社または代理店の責に帰すべき事由により出稿主に損害が発生した場合には、責ある当事者は、当該事由を

直接の原因として現実に生じた損害について、当該損害の原因となった利用契約に基づく本サービスの利用料金の総額を超えない範囲で、

その損害を賠償するものとします。

なお、いかなる場合においても、当社または代理店は、間接損害、特別損害、逸失利益およびその他の派生的に生じた損害については、

賠償の責を負わないものとします。

1. 本サービスの利用に関して、提携先の責に帰すべき事由により出稿主に損害が発生した場合には、

当社または代理店は賠償の責任を負わないものとします。
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第22条（反社会的勢力の排除）

1.     出稿主は、当社に対して、自己又は自己の役員もしくは経営を実質的に支配している者が、現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一にも

該当しないことを表明し、確約します。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、

その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます）であること。

(2)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

(3)反社会的勢力を利用して、業務を妨害し、又はその恐れのある行為もしくはその他の不正行為をしていること。

(4)反社会的勢力を利用して、名誉や信用等を毀損し、又はその恐れのある行為をすること。

(5)反社会的勢力を利用して、詐術、暴力行為もしくは脅迫的言辞を用いること。

(6)自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。

2.    当社は、出稿主が、前項の確約に反したことが判明した場合には、出稿主に対して何ら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。

3.    前項により当社が利用契約を解除した場合、当該解除に伴い出稿主に損害が生じても、当社は、これについて一切の賠償責任を負わないものとします。

4.   第２項の規定に基づき利用契約の解除がなされ、これにより当社に損害が生じた場合には、

当社は、出稿主に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。

第23条（約款の改訂）

当社は、自己の裁量により本約款を改訂できるものとします。ただし、既に成立している利用契約については、

当該利用契約の利用申込書を行った日（利用申込書記載の申込日）における本約款の各条項が適用されます。

第24条 （準拠法）

本約款および利用契約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第25条 （合意管轄）

出稿主と当社の間で紛議の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条 （協議）

本約款に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合には、出稿主と当社および代理店は、誠意をもって協議し解決するものとします。

本約款は2014年4月1日より実施します。

本約款は2019年2月28日に改訂しました。
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