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Push on! Mycar-lifeは、プロショップ訪問記、人気ブログや全

国のカーオーディオショップ検索など、より楽しく豊かなカーライフを

提案。最新のカーオーディオ情報を配信する専門メディアです。

Push on! Mycar-life

https://www.mycar-life.com/

Media introduction
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日本唯一のカーオーディオ情報サイト
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日本最大の自動車総合サイト 日本唯一のカーオーディオ情報サイト

2つのサイトが提携することでカーオーディオ業界に大きな情報発信力が産まれます

クルマに興味を持つユーザーが集まるレスポンスと、カーオーディオに興味を持つユーザーが集まるMycar-life。

この2サイトが組み合わさることで多くのユーザーにカーナビ・カーオーディオの魅力を発信することが出来ます

×

日本唯一の
カーオーディオ
情報サイト

月間PV：100万PV/月間：UU40万人、

2005年12月にオープンしたカーオーディオ専門

のバーティカルサイト。特にプロショップへ足を運ぶ

カーオーディオに関心の高いユーザーに広く認知さ

れている。クライアント情報を中心に、ハイエンド

ユーザーが興味を持つ企画を毎日更新して掲載

する。

日本最大の自動車総合サイト

月間PV：5000万PV/月間UU：800万人を誇

る日本最大の自動車総合サイト。自動車に興味

を持つ多くのユーザーが集う。新車・モーターショーか

ら自動運転に至るまでオートモーティブ全般のニュー

スを提供している。

Mycar-lifeプロデュース

により、カーオーディオ企

画をレスポンスが掲載。

レスポンスユーザーに対し

てカーオーディオへ興味を

持ってもらう初心者向き

内容を中心にカーオー

ディオの楽しさを訴求して

いきます。記事は自動的

にMycar-lifeにも転載

されます。

Mycar-lifeが特集し

た記事をレスポンスに

転載することで、深い

カーオーディの世界を

レスポンス読者にも

知ってもらいます。今

までアプローチしにく

かった層に興味を持っ

て も ら い Mycar-life

へ誘導いたします。
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Push on! Mycar-life について
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Push on! Mycar-lifeは、カーオーディオに特化したバーティカルサイトです

月間 PV

100 万 40 万

Facebook

0.16 万

月間 UU

※2021年12月現在

自動車 チューニングパーツ デモカー企画

カーオーディオ情報 プロショップ情報
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リーチ力
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メディアの枠を超えて幅広く拡散されています

掲載された記事は、レスポンス、キュレーションメディア、媒体公式 SNSなどを通じて幅広く拡散されます。

メディア内での露出に止まらず、多くの方とのコニュニケーションの接点を創出することができます。

ブランド

キュレーション
メディア

SNS

ターゲット
ユーザー

レスポンス
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ユーザー特性
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自動車カスタム意欲の高いユーザー

40代～50代のカーオーディオ関心層はもちろん

チューニングやカーメンテナンスに関心がある、車好きユーザーが多く訪れています

クルマをいじることが好き

Push on! Mycar-lifeではカーオーディオや自動

車等、「カーライフ」に関する情報を得るために見る

興味関心はカーオーディオ・クルマ

年代は40～50代

カーオーディオを筆頭に、メンテナンスやチューニングなど、

クルマに対して興味の強いユーザーが集まっています

カーオーディオに関心の高い 40～50代、男性
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ユーザー特性
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◆Pushon!Mycar-life トピック

編集部にてデモカーを用意して、カーオーディオのみならずアフターマーケット製品の装着レビュー

を展開する企画がスタートしています。編集企画としてはカーオーディオ初心者が参考に出来る

ハウツー記事や、上級者が興味を持つ製品紹介などを記事化しております。

◆直近で読まれている記事ランキング

1. 注目モデルが続々登場! 2021年版 ドライブレコーダーのおすすめ10選

2. 【格安オイル入れてみた!】高級オイルから格安オイル。その違いは出るのか? 実体験

3. 【スロットルコントローラー付けてみた!】“欲しい!”が凝縮した1台3役のスロコン『BLITZ Thro Con』

4. 低音強化大全! その7 サブウーファーのサウンドチューニング法、解説

5. プロが伝授する、本格サウンドチューニング術!「基本と応用」第5回「イコライザー調整のやり方」

6. プロが伝授する、本格サウンドチューニング術!「基本と応用」第4回「クロスオーバーの詳細設定」

7. 「簡単サウンドチューニング」を実行し、“良い音”で日々のドライブを楽しもう♪

カーオーディオの記事を中心に、カーライフを豊かにする

チューニング関連の記事も多数読者の注目を集めています！
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Pushon!Mycar-life：企画記事例
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●製品紹介記事

新発売された製品やブランド、クローズアップして強く訴求をしたい製品を取

り上げて、ユーザーに深く理解を促し購買意欲を高める内容です。

●製品試聴記事

ナビを含むソースユニットやスピーカー・アンプなどターゲットを絞りクライアント

メーカーの製品を集めて試聴・記事化を行っています。この試聴記事は比

較試聴ではなく、各製品の良さをユーザーに伝える内容で掲載しています。

記事掲載見本 ショップ検索頁

●カーオーディオ使いこなし企画

製品の紹介だけではなく、より有効に使う方法や楽しさの広がる方法をプロ

ショップの意見を交えて企画化しています。

●その他、全国で行われるカーオーディオイベント取材記事や、カーオーディオ

プロショップ紹介記事などカーオーディオに関する幅広い内容を掲載しています。
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広告商品のご案内

AD menu
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広告メニュー・価格表
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●ゴールドスポンサー 100 万円/月（税別） 年額1,200万円（税別）

掲載バナーサイズ 幅300×高さ250pixel 200kB以内 GIF／JPEG

付帯記事4本。記事追加1本20万円 (税別)。

●シルバースポンサー 75 万円/月（税別） 年額900万円（税別）

●ブロンズスポンサー 50 万円/月 （税別） 年額600 万円（税別）

全ての記事はレスポンスへ転載されます。

※転載記事のPV報告は行っておりません。

掲載バナーサイズ 幅300×高さ175pixel 150kB以内 GIF／JPEG

付帯記事2本。記事追加1本25万円(税別)。

掲載バナーサイズ 幅300×高さ100pixel 100kB以内 GIF／JPEG

付帯記事1本。記事追加1本30万円(税別)。
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二次使用注意事項
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二次使用される場合は、以下項目のご承諾を前提としております。

１. 事前に二次使用掲載場所、及び掲載期間を必ずご教示ください。

２. 出演者、または執筆者の許諾が前提となります。

３. 出演者、または執筆者によっては二次使用、及び掲載期間が変動いたします。

４. 納品データに修正を加える際は、制作者または出演者、及び執筆者の許可が必要です。

５. 掲載場所の変更や追加、また掲載期間を延長される場合は、制作者または出演者、
及び執筆者の許可が必要です。

６. 一般参加者のプライバシー関するリストの譲渡は行っておりません。

７. 無断修正後の掲載事故やトラブルに関しては、弊社側は一切責任を追いません。

８. クレジットとして媒体名（引用：Pushon!Mycar-life）の記載または媒体ロゴの掲載をお願いいたします。

2022年3月時点
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入稿規定・広告掲載規定・注意事項
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メールでの
お申し込み

掲載開始掲載可否
掲載開始日の

5営業日前までに入稿
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、2022年3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：掲載開始日の5営業日前までにご入稿ください。

• 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。

◼ 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。

• 期間保証型の広告メニューは露出回数を保証するものではございません。

• 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。

• 当媒体資料・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。
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イードマッピング・媒体一覧
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媒体名 取扱いニュースジャンル

Response 自動車

mirai.Response 自動車ビジネス

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

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

Push on! Mycar-life 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

SeeingJapan 観光地情報

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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