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自動車関連情報メディア『カーナリズム』

月間 PV

600万 300 万

月間 UU

カーナリズムはレスポンス（https://response.jp/）の姉妹サイ
トとして2017年1月に誕生した自動車情報メディアです。レスポン
スは、自動車に特化したニュースメディアとなっており、カーナリズム
はニュースだけでなく車種情報や車の選び方やお出かけ情報といっ
た自動車を軸にした幅広いコンテンツを取り扱っております。

コンテンツの取り扱いジャンルが豊富なことから、ライトな車好きからコ
アな車好きまで幅広い層を読者に持っています。

お昼休みの時間帯である12時～13時、帰宅後から就寝前までの
20時～22時がアクセスの多い時間帯となっています。

＜対応デバイス＞
ＰＣ／ＳＰ

カーナリズム（https://matome.response.jp/）
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ライトな車好きからコアな車好きまで！
20代後半から40代前半が半数以上を占めています！

71%

男性

ユーザ属性

18-24

10%

25-34

28%

35-44

31%

45-54

19%

55-64

9%

65+

3%

約58%
20代後半－40代前半

レスポンスと比較した場合、カーナリズムのほうが女性ユーザが多いです。
また、年齢層も少し若めとなっています。
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ユーザの「知りたい」「気になる」を満たすコンテンツが豊富にあり、
SEOに強いメディアです。

メディアの特徴

上位キーワード 検索順位

ミニバン 1位&2位

SUV 1位

ナンバープレート 1位&2位

新型車情報 1位

軽自動車 2位

コンパクトカー 2位

オイル交換時期 1位

広い車 1位

車検シール 1位

チャイルドシート 義務 1位

レースクイーン 画像 1位&2位&3位

※この他にも多数上位に来ているキーワードがあります。
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広告商品のご案内
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広告商品詳細

掲載面 記事ページ

掲載期間
①1週間（想定）
②1週間（想定）
③2週間（想定）

掲載量
①500,000imp 保証
②1,000,000imp 保証
③2,000,000imp 保証

料金
①¥625,000
②¥1,200,000
③¥2,200,000

表示形式 ローテーション

備考
エリア指定配信も可能です。お見積りは都度お
問い合わせください。

原稿規定

サイズ 300×250

ファイル
JPEG,PNG,GIF(ALTなし)
※Flash原稿不可

容量 100KB以内

各ページファーストビューの大型枠に掲載！

PCプライムディスプレイ

記事ページ

300x250
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【作成フロー】

① ご要望に基づき、編集部で
原稿を作成致します。

② 作成した原稿の内容につ
いてご確認頂きます。

③ 校了後、通常記事と同じ
フォーマットにて公開致しま
す。

④ 公開後はアーカイブされ、
通常記事と同様に保存さ
れます。

広告商品詳細

メニュー スタンダード プレミアム バルクパック

記事本数 1本 1本 3本

料金 ¥1,000,000 ¥2,000,000 ¥2,550,000

PV 10,000保証 30,000保証 計30,000保証

URL
1本まで（※差替不可）
-URL設置なしも可能

備考

◆ 二次利用（コンテンツへの外部誘導や素材提供な
ど）も可能です。料金はお問い合わせください。

◆ タイトルの右上に広告であることを表す【PR】マークを
設置させて頂きます

◆ ネイティブADにつきましては、外部サイトへの配信は
一切行われません

◆ PV保証についてはカーナリズムの広告枠やCynergi
Platform(P.10参照)を利用した送客を行います。

クライアントサイト
(LPページ)

記事体裁の広告により、より自然に読者へ訴求します！

ネイティブアド

URL

タイトル

メインビジュアル

本文
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カーナリズムプッシュ通知
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広告商品詳細

メニュー カーナリズムプッシュ通知

概要
カーナリズムに訪れているユーザでプッシュ通知のパーミッション

を取得しているユーザに対してプッシュ広告を配信

料金 ¥500,000

プッシュ数 30,000保証

誘導先 基本カーナリズム内のページに限定します。

備考
◆ ネイティブアドとの組み合わせの広告メニューになります。
◆ 通常のメルマガよりも高い効果が期待できます。



カーナリズムSP動画プッシュ広告
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広告商品詳細

メニュー カーナリズムSP動画プッシュ広告

形式 動画 静止画(画像＋テキスト)

料金 ¥1,000,000 ¥800,000

imp 100,000保証

URL
1本まで（※差替不可）
200文字以内でお願いします。

備考
◆ 動画の場合、ページを開くと自動で再生されます。最初と

最後にテキストを入れることも可能です。
◆ 静止画の場合、静止画＋テキスト広告が表示されます。

原稿規定

形式：mp4（youtube動
画でも可能です。）
秒数：30秒以上推奨
サイズ：16：9
容量：10MBまで
テキスト：どちらも20文字まで

形式：jpge/png
サイズ：300×160pix
容量：50KBまで(画像)
テキスト：
タイトル全角15文字まで
本文全角35文字まで

クライアントサイト
(LPページ)



カーナリズムDSP
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リターゲティング、拡張配信メニュー（例）

Carnalism Ad Network
車好き（ライトな層からコア層まで！）に特化したアドネットワークを構築！

現状よりも効果的な広告配信を実現しました

掲載面
商材に最適なアドネットワーク（本紙含
む）（Google/Facebookなど）

掲載期間 ご希望期間で配信

想定数値 ご希望条件から都度御見積

価格
300,000円～
※クリック課金
※単価はセグメントにより変動

ご入稿素
材

広告クリエイティブ一式（制作費別途）

記事内の
キーワード

その他行動
データ

流入元

弊社メディア 外部サイト



株式会社イードでは、カーナリズム以外にも21ジャンル50メディアを運営しており、

課題解決ソリューションも多数ございます。

課題に合わせて広告をカスタマイズすることも可能ですのでお気軽にお問合せ下さい。

例）

■カーナリズムネイティブアド＋ＡＳＰを活用した獲得施策

■カーナリズムユーザへリーチできるイードＤＳＰ

■カーナリズムネイティブアド＋ＳＮＳ運用型広告メニュー

その他広告メニューについて

自社ASP「チャレンジングジャパン」
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媒体の枠を超えて、貴社掲載コンテンツを潜在顧客にアプローチいただけるプランです。

10を超える多様な媒体から、貴社掲載コンテンツに関心のある読者のみを誘導するクリック課金型*のメ
ニューです。

記事ページの文章直下の「注目の記事」に掲載いたします。
※掲載媒体・掲載位置はシステムにより最適な形で自動振分け。
※貴社側で媒体や掲載位置のご指定は出来ません。
※CTRの高い媒体に表示比率をあげていく、効果的なシステムです。

ポイント
◎プロの編集者により、潜在顧客に刺さる効果的な見出しを作成します。
◎媒体を超えて、関心の高い読者に情報を届けることが可能です。
◎ページ滞在時間・読了度の高い*優良ユーザーを送客します。
（*自社Google Analytics 調べ）

ご出稿ページ

弊社メディア

月間総在庫2億インプレッションの弊社メディア群より、優良ユー
ザーを貴記事ページへ送客します。

※媒体の指定は出来ません

PCご掲載位置
SPご掲載位置

Cynergi platform(シナジプラットフォーム)
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メールでの
お申し込み

掲載開始掲載可否
各メニュー入稿

締め切りまでにご入稿
お申し込み確定空枠確認

■ 掲載開始までの流れ

■ お申し込みにあたって

・お申し込みを頂く前に、必ず当該商品・当該サービスの掲載可否確認のお問い合わせをお願い致します。
・掲載可否の回答は、「可」「不可」のみでお答え致します。
※掲載可否の理由につきましては、回答致しかねますのでご了承ください。

・お申し込み・ご入稿は弊社からの受領メールを持って、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、対応致し
かねますので、予めご了承くださいませ。
・仮押さえはご依頼いただいてから、5営業日とさせて頂きます。それまでにご連絡が無い場合、自動的に開放をさせて頂きます。
・お申し込みからご入稿までは、全てメールでのやり取りになります。
・広告原稿は入稿後に弊社広告掲載規約及び制作規定による審査がございます。規定などに抵触する場合、
修正をお願いすることがございます。
・広告の仕様は、2018年7月現在のものであり、サイズ・容量などは変更になる場合がございます。
・利用者や広告主のサービス向上を目的とした調査などを、広告メニューを活用して行う場合がございます。
・競合・同載の調整は致しませんのでご了承ください。

■ 入稿規定

・広告原稿：各広告メニューをご参照下さい。
・入稿締切日：お問い合わせ下さい。
・入稿方法：Ｅメールで担当まで、添付ファイルにてご入稿ください。入稿確認後、受領メールをお送りいたします。
・リンク先について：動作確認の関係上、掲載開始日の５日前までに指定のＵＲＬを立ち上げてください。

入稿規定
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■ 広告掲載規定

・弊社が掲載に不適当と判断した場合、掲載をご遠慮させて頂く場合がございます。何卒ご了承ください。

■ 注意事項

・各広告枠の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、お申込み前に必ず
ご確認下さい。
・資料に記載されているバナー表示数値に関して、期間内に保証表示回数を欠損した場合、その保証表示
を達するまで、延長となりますので、予めご了承下さい。
・広告内容変更初日の午前10時から同日14時までの間および終了日23時59分から終了日翌日9時59分ま
での時間は掲載調整時間とし、調整時間内での不具合につきましては責任を負いかねます。予めご了承
ください。
・火災、停電、天災地変等の不可抗力やシステムの定期的なメンテナンスのため、広告を掲載及び配信さ
れない時間がございます。
その場合、月間48時間を超えない場合、また配信に関しては、24時間以内に配信された場合は免責とい
たしますので御了承ください。
・2018年7-9月媒体資料・過去事例で使用しております画像データは、広告商品の説明・紹介、企画書
作成、拡販資料としての利用目的に限定します。また、画像はあくまでも他社の過去事例であることを
ご理解ください。同様のクリエイティブ、同様の素材を作成することはできません。
・記載されている料金は税抜きの価格となっております。ご了承ください。

広告掲載規定・注意事項
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イードマッピング・媒体一覧

媒体名 取扱いニュースジャンル

カーナリズム 自動車

Response 自動車

RBB TODAY IT・ビジネス

INSIDE 一般ゲーム（国内・スマホ）

ReseMom 教育・受験

CinemaCafe.net 映画

NEWS CAFE 生活情報ポータルサイト

CYCLE style スポーツ

Game Spark コアゲーム（海外・PC）

アニメ！アニメ！ アニメ

e燃費 燃費・環境

Diet Club ダイエット

GameBusiness.jp ゲーム

Expo TODAY 展示会・イベント

Push on! カー用品

Scan Net Security セキュリティ

Spyder7 エンタメ（男性向け）

CAR CARE PLUS 自動車（修理・メンテナンス）

マネーの達人 マネースキル

ユーザー年齢 高

女
性
向
け

男
性
向
け

ユーザー年齢 低
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お問い合わせ

株式会社イード
メディアマーケティング本部
コンテンツマーケティング事業部

担当：河口 武志
電話：03-5990-5339 
Mail：t-kawaguchi@iid.co.jp


