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広告掲載基準 ※必ずお読みください 



TOPページ 

クーポン情報・新商品情報 オススメサイト 

媒体概要 ２ 

Club Donpen Mobileは、総会員数450万人以上のドン・キホーテ店舗と連動した無料会員サイトになります。 
ユーザーは、流行に敏感な20代～40代の男女を中心に、30,000人以上／月のペースで確実に増えており、そのほとんどが実際
に店舗を利用しているアクティブユーザーになります。 

占い 天気予報 

フューチャーフォン スマートフォン 
店舗情報 

コンテンツ系・その他 

クーポン情報・新商品情報 オススメサイト コンテンツ系・その他 

ドン・キホーテグループのオリジナル電子マネー 
『majica』が、2014/3/18よりサービス開始!! 
 
 
 
 
 

 

①ポイントが貯まる! 
②お得に買える会員価格! 
③会員限定サービスが続々登場! 

お得満載の 

③大 
特典 



３ 会員属性 

男女比率 

年代別【女性】 

職業別 

年代別【男性】 

キャリア別 

0% 

5% 

32% 

28% 

23% 

12% 
～10歳 

10代 

20代 

30代 

40代 

50歳～ 

0% 

4% 

27% 

27% 

26% 

16% 

～10歳 

10代 

20代 

30代 

40代 

50歳～ 

39% 

26% 

12% 

9% 

14% 
docomo 

au 

softbank 

iphone 

android 

38% 

62% 

男性 

女性 

16% 

39% 

4% 

23% 

8% 
10% 

学生 

会社員 

自営業 

主婦 

アルバイト 
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■掲載基準 
株式会社リアリット（以下、「媒体社」といいます。）にお申込みの広告について掲載の可否は、媒体社が決定します。広告表現、広告する商品もしくはサービス、広告のリンク先サイト
の内容または広告のリンク先サイトにおいて提供されている商品もしくはサービスのいずれかが下記に該当すると判断される広告は、掲載できかねますのでご了承ください。また、一部
の業種については、詳細な規約がございますので、別途お問合せの上、ご確認下さい。 
 
・法令または公正競争規約に反するもの、またはそのおそれがあるもの 
・公序良俗に反するものまたは社会秩序を乱すもの、またはそのおそれがあるもの 
・犯罪その他の法令違反行為を誘発するおそれのあるもの 
・暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定又は美化するもの 
・許可・認可を要する業種で許可・認可を取得していない広告主のもの 
・詐欺的な、いわゆる不良商法とみなされるもの 
・責任の所在が明確でないもの 
・虚偽、誇大なもの 
・アダルト、風俗関係のもの 
・性に関する表現で、露骨、わいせつなもの 
・投機・射幸心を著しくあおるおそれがあるもの 
・醜悪、残酷、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの 
・第三者を誹謗中傷しているもの 
・第三者の権利（著作権、商標権等の知的財産権、名誉、プライバシー、肖像権など）を侵害するもの 
・第三者に対して、不法または不当に不利益を与えるもの 
・非科学的または迷信に類するもので、ユーザを迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの 
・内外の国家・民族などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの 
・国際親善を害するおそれのあるもの 
・政治、宗教に関するもの 
・武器、凶器、銃刀類、賭事、ギャンブル、たばこの通信販売 
・販売者の所在地・ 連絡先等が不明確な通信販売 
・広告内容とリンク先の内容が著しく異なるもの 
・媒体社またはその関連会社の基幹事業との競合サービス 
・その他、媒体社が不適切だと判断するもの 
※媒体のイメージやユーザの属性等を考慮し、広告表現を変更していただくことがございます。 
※掲載を承認もしくは拒否した広告について媒体社はその理由を説明する義務を負いません。 
※本掲載規約を満たさなくても個別判断により掲載可とされる場合があります。また、本掲載規約に個別記載がない項目についても内容により掲載できない場合があり  
   ますのであらかじめご了承ください。 
※広告内容およびリンク先サイト内での全ての情報、商品およびサービスに関するユーザからのクレーム等については、広告主の責任において対処されるものであり、 
  媒体社は責任を負わないものとします。 
※本規約の掲載基準に反する事実が判明した場合は直ちに広告掲載を停止し、申込内容に応じた金額を請求致します。また、当該広告により当社が被った損害の賠償を請求致し
ます。 
 
■規約の変更 
当社は本規約をいつでも予告なしに変更することができるものとします。 
 

広告掲載基準 ※必ずお読みください 
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注意事項 
■受注・入稿は弊社からの受領メールをもって、正式な受付とさせて頂きます。弊社から受領メールをお送りしていない案件に関しましては、 

  対応いたしかねますので、予めご了承ください。 

■仮押さえはご依頼をいただいてから5営業日の18:00迄とさせて頂きます。それまでにご連絡がない場合は、自動的に枠を開放させて頂きます。 

■仮押さえ、ご発注後のクライアント様の差し替えは一切受け付け致しかねます。 

■お申込から入稿までは、全てメールでのやりとりとさせて頂きます。 

■お申し込み後のキャンセルにつきましてはお受けすることができません。万一、キャンセルする場合には、掲載料金を全額ご負担ください。 

■当サイトのコンテンツや情報は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。 

お問い合わせ先 
【お問い合わせ先】  日本商業施設株式会社 施設営業部  広告営業課 

              〒134-0081 東京都江戸川区北葛西4-14-1   TEL:03-5667-7624     FAX:03-5676-5063 

【お問い合わせメールアドレス】  media_all@realit.co.jp 

注意事項/免責事項＆問い合わせ先 

■免責事項 

・天変地異、停電、通信回線の事故、第三者によるハッキングやクラッキング等、当社の責めに帰すことができない事由により、広告枠に広告が  

 表示されない場合また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には、当社は一切の責任を負わないものとします。故意または 

 過失等、当社の責めに帰す事由による場合はその限りではありません。ただしインプレッション保証広告枠において、 

 保証内容を基本掲載期間内に履行した場合を除きます。 

・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なんら保証をおこないません。 

・広告の表示に関して、利用者の使用機器、ソフトウェア、通信回線の動作保証はおこないません。 

免責事項 



６ 広告メニュー① ＜ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝﾌｯﾀｰﾃｷｽﾄ＞ 

※2：広告スペース 

Sub：タイトルタイトル 

【ドンキクーポン情報】 

・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・
・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ 
http://donpen/jp/ 

[PR]=========== 
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● 
http//○○○○jp/?d 

 

※1 

※2 

  

掲載面  メールマガジンフッター 
  

掲載期間  1週間（月曜日配信開始⇒日曜日配信終了） 
  

掲載タイプ  通数保証 
  

露出数 

 1,500,000通以上 ※UU 800,000通以上 

 ※上記配信通数は、掲載期間中に配信されるメールマガジンの   

  最低通数保証となります。 
  時期によっては極端に多くなる場合がございます。 

  

料金  ¥400,000円 
  

クリックレート  0,1～0,2％想定 
  

備考  セグメント配信不可・クリックインセンティブなし 
  

  

入稿素材  テキスト・リンク先URL（1箇所） 
  

テキスト素材 
＜本文＞ 

 30文字（全角）以内 

 ※10文字 × 3行 

 ※”【PR】＝＝＝～”の下に広告文面を記載致します。 
  

備考 

 ・文字色の変更、絵文字等の使用はできません。 

 ・英数字・記号は半角文字指定となります。 
 ・カナ文字は全角文字指定となります。 

 ・半角文字0.5文字とカウントします。 

 ・URLは当サイト管理のURLに変換させていただきます。 
  

入稿締切  広告掲載開始日の10営業日前の18：00まで 
  

※1：ドン・キホーテのクーポン情報スペース 

定期的に配信しているドンキクーポン情報のメールマガジンの 

フッター部分に掲載いたします。 

※原稿には事前審査がございます。 

スペック 

原稿仕様 

掲載イメージ 

※フィーチャーフォンとスマートフォン、両方で見れるサイトが必須となります。 



７ 広告メニュー② ＜ﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ＞ 
※原稿には事前審査がございます。 

原稿仕様 
  

入稿素材  ﾃｷｽﾄ・URL 
    

ﾃｷｽﾄ素材 

 PR文面   / 全角100文字（半角200文字）まで※200ﾊﾞｲﾄ 
          ※10文字 × 10行推奨        
          ※”【PR】＝＝＝～”の下に広告文面を記載致します。 
 URL     / 当サイト管理のURLに変換させて頂きます。 

    

備考 

 ・文字色の変更、絵文字等の使用はできません。 
 ・英数字・記号は半角文字指定となります。 
 ・半角カナ文字は使用できません。 
 ・半角文字0.5文字とカウントします。 
 ・値段表記がある場合、「税込」・「税抜き」の記載は必須となります。 
 ・値段表記の「,」は使用できません。 

    

入稿締切  広告掲載開始日の10営業日前の18：00まで 

  

掲載面  メールマガジン中段 
  

掲載期間  1日（月曜日～水曜日のなかから選択可） 
  

掲載タイプ  想定通数保証 
  

配信通数  配信通数は、都度ご相談下さい。   ※最低配信通数は7万通 

料金  FP：＠2.0～3.5 / SP：＠6.0～7.0 ※セグメント内容により変動 
  

掲載枠数 

 最小：1週間/1枠 
 ※上記枠数は、全配信した場合です。 
 最大：1週間/6枠以上 
 ※上記枠数は、セグメントをした場合です。 

  

備考 
 クリックインセンティブなし 
 細かなセグメント可（店舗・年齢・性別・FP/SP・キャリア等 要相談） 

  

スペック 掲載イメージ 

○○○×ｸﾗﾌﾞﾄﾞﾝﾍﾟﾝﾓﾊﾞｲﾙ 

＜クラブドンペンモバイルからのお知
らせ＞ 

この度、○○○○からドン・キホーテ
の店舗をご愛顧いただいている皆様に

感謝を込めて! 

耳よりな情報をお届け致します。 

（株）ドン・キホーテ 

タイトル 

本文 

【PR】--------------------- 

○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○ 

URL：× × × × × × × × × × 

-------------------------- 

企業名もしくは
サイト名 

原稿を作成して 
ご入稿ください 

 

 
※内容により、修正さ

せていただく場合がご

ざいます。 

※FP/SPそれぞれで見れるサイト推奨。 

※銀行系・消費者金融系ｸﾗｲﾝﾄ様は掲載不可となります。 

※クライアントの商品や原稿により、 

 「気になる商品はコチラをクリック↓」等の一文を入れさせて頂く事がございます。 

※千葉県・茨城県のClub Donpenﾓﾊﾞｲﾙ会員には、現在のところﾒｰﾙ配信ができませんので、予めご了承下さいませ。 

※各店舗の会員属性により、ｾｸﾞﾒﾝﾄの条件次第では配信されない地域がございますので、予めご了承下さいませ。 

 
 



Sub：タイトルタイトル 

【タイアップ内容告知】 

●・・・・・・・ ・・・・・・ ・
・・・・・・・・・ ・・・・・・ ・ 
http://donpen/jp/ 

【クライアント様PR告知】  
● ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・
・・・ ・・・・ ・・・・ ・・ ・・・ 
http//○○○○jp/?d 

 

広告メニュー③ ＜ﾀｲｱｯﾌﾟ＆ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ＞ 

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
ペ
ー
ジ 

クライアント
ページにリンク 

ｱﾝｹｰﾄﾍﾟｰｼﾞ
にリンク 

・当メニューは、プレゼント協賛を条件としております（20名様分推奨）。 
・広告スペースは、メールマガジンの“クライアント様PR告知”箇所のみになります。 
 広告スペース以外の内容につきましては、当社にて作成いたします。 

※原稿には事前審査がございます。 

スペック 

原稿仕様 

掲載イメージ 

質問項目○○○ 

  

掲載面  メールマガジン全面（掲載箇所は「ｸﾗｲｱﾝﾄ様PR告知」） 
    

掲載期間  平日（月曜日～木曜日のなかから選択可） 
    

掲載タイプ  想定通数保証 
    

配信通数/料金 

  60,000 通       ¥450,000     

  60,001 通 ～ 80,000 通  /   @8     

  80,001 通 ～ 100,000 通  /   @7     

  100,001 通 ～ 300,000 通  /   @6     

  300,001 通 ～ 500,000 通  /   @5     

  500,001 通 ～ 700,000 通  /   @4     

  700,001 通 ～ 900,000 通  /   @3     

  900,001 通 ～ 1,200,000 通  /   @2     

  1,200,001 通 以上     /   @2     
 ※上記金額にｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾍﾟｰｼﾞ制作費は含まれております。 
 ※ﾀｲｱｯﾌﾟ用のプレゼント配送費は別途承ります。 

    

備考 
 クリックインセンティブなし 

 セグメント可（店舗・年齢・性別・キャリア） 
  

  

入稿素材  画像・テキスト（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾍﾟｰｼﾞ・ﾒﾙﾏｶﾞﾍﾟｰｼﾞ・ｱﾝｹｰﾄﾍﾟｰｼﾞ） 
    

テキスト素材 
＜画像データ＞ 

 ⇒企業ロゴ 200 × 40Pixel   ※gif形式にて2.048ﾊﾞｲﾄ以下 

 ⇒商品画像 200 × 200Pixel ※gif形式にて3.584ﾊﾞｲﾄ以下 
    

テキスト素材 
＜ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾍﾟｰｼﾞ＞ 

  ＜テキストデータ＞ 

  ⇒ ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ概要 /   全角90文字以内 ※180ﾊﾞｲﾄ 

  ⇒ 応募期間 /   期間指定（1週間） 

  ⇒ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ内容 /   商品名・当選者数 

  ⇒ ｸﾗｲｱﾝﾄ様PR文面 /   全角90文字以内 ※180ﾊﾞｲﾄ 

    ※必須項目ではありません。 

  ＜メールマガジン＞ 

  ⇒ ｸﾗｲｱﾝﾄ様PR文面 /   全角90文字以内 ※180ﾊﾞｲﾄ 
    

テキスト素材 
＜ｱﾝｹｰﾄﾍﾟｰｼﾞ＞ 

  ＜アンケート＞ 

  ⇒ 選択式 /   択一式・マルチ式から選べます。 

  ⇒ 質問は最大5問まで /   全角30文字以内 ※60ﾊﾞｲﾄ 

  ⇒ 1つの質問につき       

    選択肢は最大5つまで /   全角30文字以内 ※60ﾊﾞｲﾄ 
    

入稿締切   広告掲載開始日の12営業日前の18：00まで 
  

８ 



９ 入稿規定 ＜ﾀｲｱｯﾌﾟ＆ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ＞ 

キャンペーン概要 

・商品説明 etc 

    【応募期間】 

   2014年●月●日 

 ～2014年●月●日まで 

HOME 

上記に同意して応募する 

【注意事項】 
・個人情報に関する記載 
・応募に関する規則  etc 

企業ロゴ 

●●●×クラブドンペンモバイル 

タイアップキャンペーン 

商品画像 

  プレゼント内容 

  ●●●×●名様 

【キャンペーン概要】 

 ・テキスト 90文字以内 ※180ﾊﾞｲﾄ 

【応募期間】 

 ・期間指定 ※1週間 

【プレゼント内容】 

 ・商品名、当選者数 

【クライアント様PR文面】 

 ・テキスト 90文字以内 ※180ﾊﾞｲﾄ 

※必要項目ではありません 

※外部リンク不可 

※当社サイトキャンペーンの内容にそぐわ

ない場合、修正させていただく場合がござ

います。 
クライアント様PR文面 

当社作成ページのため、 
原稿の指定はご遠慮ください 

※タイアップ＆メールマガジンにつきましては、タイアップを目的とした露出をさせていただきます。 

※商品点数、画像点数、文字数などにつきましては内容によりご要望を承ることも可能です。  

○○○×Club Donpen Mobile 

●タイアップ内容
○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○ 

（株）ドン・キホーテ 

タイトル 

本文 

●クライアント様PR文面
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○ 

【クライアント様PR文面】 

・テキスト 100文字以内 ※200ﾊﾞｲﾄ 

・外部リンク可 

 ※内容により、修正させて 

  いただく場合がございます。 

 ※文頭に“●” などを入れ、 

  上記のタイアップ文面と 

  分けて表記させていただきます。  

当社作成箇所のため、 
原稿の指定はご遠慮ください 

広告ＰＲ箇所のため、 
原稿を作成してご入稿ください 

※原稿には事前審査がございます。 
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