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「ニコニコ」概要

3

「ニコニコ動画」「ニコニコ生放送」などの各種サービスからなる、
投稿されるコメントと映像がもたらす一体感の中でコンテンツを視聴するサービスです。

即時性

双方向

能動的

特
徴

・即時性×コメントを通じたコミュニケーションという特性から、Buzzの発生が期待できます。
・リアルタイム配信なのでプレスリリースやニュースよりも、いち早くユーザーに対してリーチする事が可能です。

・コメントを通じたコミュニケーションにより、感情・感動を共有し、他メディアにはない一体感を生み出せます。
・アンケート機能などを活用することで、ユーザーが番組作りに参加できる次世代型の番組展開が可能です。

・番組を視聴しているユーザーは、自ら番組を探し視聴しています。他のメディアと比較して、
能動的に番組を視聴しているためユーザーに対して深くリーチすることが可能です。
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「ニコニコ」会員数・属性
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約2,000万人

※2020年9月30日時点

68% 32%

男女比率 年代比率 アクセス推移
曜日別PV数

土日・祝日や大型連休等に利用者が増加

【※】プレミアム会員とは
月額550円にて、専用回線での快適な視聴や、
生放送の優先視聴ほか様々な特典を受けられます。

時間帯別ＰＶ数

20時～0時にかけてピークを迎える詳細は別紙属性データをご覧下さい。

ログイン＋非ログイン視聴MAU

約279万人約4,815万人

Google AnalyticsによるMAU

約402万人
ユニークブラウザ数

Google AnalyticsによるDAU

ユニークブラウザ数

約8,300万人

登録会員数(ID発行数)

約159万人

プレミアム会員数
【※】

ログイン＋非ログイン視聴DAU

10代
7%

30代
30%

40代
17%

50代
8%

20代
33%

その他
5%
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趣味嗜好（ギャンブル）
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Source: 2018年9月 日本インフォメーション株式会社調べ

ニコニコ利用者の15％がギャンブル関連の趣味を持ち、月平均予算が高い

ニコニコ利用者

15％
非利用者

5％＞

■ギャンブルが趣味

非利用者の約3倍

ニコニコ利用者

95％
非利用者
94％＞

■ギャンブルにお金を使う割合

9割以上がお金を使う

50%

43%

28%

37%

22%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非利用者

niconco利用者

■月に使う平均予算

1万円以上 3千～1万円未満 3千円未満

80％が毎月3千円以上使用
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ギャンブル利用頻度
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Source: 2018年9月 日本インフォメーション株式会社調べ

ニコニコ利用者

35％
非利用者
11％＞

■ギャンブル利用率

非利用者の3倍

4%

23%

40%

35%

35%

28%

14%

10%

7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非利用者

niconco利用者

■ギャンブルの利用頻度

週３、４回以上 週１、２回ぐらい 月１、２回ぐらい
３ヶ月に１、２回ぐらい 年に１、２回ぐらい

0.0

10.0

20.0

30.0

パチンコ パチスロ 競馬 競艇 オートレース 競輪 その他

■利用ギャンブル種別
niconico利用者 非利用者

23％が週半分以上利用

非利用者の約5倍

ニコニコ利用者はギャンブル利用率・利用頻度が高い
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TV視聴について
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TVを見ない/あまり見ないPC利用者数が最も多く、TV以外のリーチに最適

TV視聴しないPC利用者保持数

約111万人以上

⇒ 市場全体のPC利用者は微増し、TV視聴ライトユーザーが増加
※テレビを視聴しない（5％）、テレビの利用時間が1日あたり30分未満の視聴者（8％）をライトユーザー（合計12％）と定義

TVを見ないPC利用者に
リーチするならニコニコ!

Source: 2017年3月 Nielsen Netview Lifestyle



ニコニコ 競馬関連コンテンツのご紹介
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ニコニコの競馬の取り組みについて
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企画力を生かしてコア層からライト層まで
幅広く関心を集める競馬関連コンテンツを配信しています

【競馬チャンネル・レース中継】 【リアルダビスタ】 【関連チャンネル／特番】

「ニコニコ競馬チャンネル」を軸に
各競馬場のレースを生中継。

・川崎競馬場
・浦和競馬場
・園田競馬場
・ばんえい競馬場
・笠松競馬場
・高知競馬場 など

競馬ファンなら1度は遊んだことが
ある｢ダービースタリオン｣
をニコニコを使ってリアルに再現。

先輩馬主や調教師の方にアドバイス
をもらいながらユーザーみんなで
購入する馬を決めたり、馬に名前を
つけたりして出産、育成、レースデ
ビュー、引退まで追いかけます。

公式チャンネル以外にも競馬関連の
チャンネルは20以上。

またニコニコオリジナル番組として
競馬の予想番組や声優やタレント出
演による企画番組などを多数放送。

年間1000レース以上放送！ 大型プロジェクトを展開！ 多様なコンテンツを配信！
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コンテンツのご紹介① ニコニコ競馬チャンネル

10

89% 学生
11％

20代
16％

30代
35％

40代

28％

50代
10％ SP

28％ PC
72％

※2020年～全番組実績平均から算出

男女比率 年代比率 視聴デバイス比率

※詳細ニコニコ競馬チャンネルをご参照下さい。
http://ch.nicovideo.jp/ニコニコkeiba

全国の地方競馬場レース中継を実施
※金沢競馬場を除く

年間1,000レース以上
を生中継！

視聴者は30代以上が7割
非常に高い男性比率

ミドル層男性向け商材
のプロモーションに最適！

11%競馬チャンネルの視聴者層は
男性メイン、使用デバイスはPC
7割以上とリテラシー高め傾向
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コンテンツのご紹介②リアルダービースタリオン
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ゲーム「ダービースタリオン」開発者の薗部博之氏をはじめ、
先輩馬主やプロの調教師にアドバイスをもらいながら、みんな
で購入する馬を決めたり、馬に名前をつけたりして出産、育成、
レースデビュー、引退までを追いかけていきます。

競馬シミュレーション「ダビスタ」を
ユーザーとリアルに再現した一般参加企画！

4年目を迎えた視聴者参加型企画です

【スケジュール／実施履歴】

・2017年2月 セリ。母親となる牝馬を購入
｢シュシュブリーズ｣

・2018年4月 種付。父親を決めて種付け

※2018年5月 牝馬｢ファニーフラッシュ｣を購入

・2018年～2019年 妊娠期間

・2019年3月 出産（シュシュブリーズの2019）

・2019年～2021年 牧場育成

・2021年～ 入厩、調教、デビュー

男性
65％

女性
35％

30代
38％

20代
13％

40代
27％

大学生
5％

50代
10％

高校生 2％

小中学生 6％

動物番組感覚の定点放送で女性人気も

男女比率 年代比率

競馬ファン以外の
ユーザーにも人気です！

※2020年～全番組実績平均から算出
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コンテンツのご紹介②リアルダービースタリオン 生放送番組について

12

馬房定点生放送・特別番組

日本初⁈のサラブレッドの出産生放送！
仔馬の様子も放送中！

愛らしい馬の様子を馬房から定点カメラで毎日生放送！

平均視聴者数 約2万人

平均コメント数 約4千件

繁殖牝馬’’シュシュブリーズ‘’と
仔馬の様子を馬房から定点生放送

毎日放送：16：50～23：00

3月の第3子誕生で
Twitterトレンド入り！

競争牝馬’’ファニーフラッシュ‘’の
毎日の様子を馬房から定点生放送

火・木・土・日放送
13：50～22：00

レース出走時や
イベント時には
特番生放送！

リアルダビスタの生放送は2頭の牝馬をメ
インに定点カメラで馬房の様子を配信する
【馬房定点生放送】と、レース出場や厩
舎のイベント時に配信する【特別番組】
の2種類。【定点生放送】は毎日配信され
ています。

◆馬房定点生放送実績
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コンテンツのご紹介②リアルダービースタリオン 馬たちのご紹介
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生年月日：2019年3月18日
父：クロフネ

生年月日：2020年3月13日
父：モーリス

娘

みんなの母馬
シュシュブリーズ

栗毛×白靴下のおしゃれ女子
ファニーフラッシュ

名前の由来はフランス語のChouchou Brise「お気に入りの
そよ風」の意。母馬ブリズデロートンヌから着想し命名。2
頭の仔馬はどちらも額に光る白い星印がチャームポイント。

■生年月日：2011年2月17日
■生産者：社台コーポレーション

白老ファーム
■通算成績：15戦2勝

名前の由来は母馬名「ファニーストーリー」の一部と「閃
光」を意味するフラッシュ。2018年10月28日大井競馬
場にてデビュー、一番人気を獲得。

■生年月日：2016年3月25日
■生産者：社台ファーム
■通算成績：6戦0勝DATA DATA

出場レースでは
ファンがオリジナルの
横断幕持参で応援！



競馬関連番組スポンサーメニューのご案内
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競馬関連番組スポンサーメニュー
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年間を通じてご要望に合わせた時期に訴求が可能！
競馬のコア・ライト層ファンの囲い込みに効果的です

【番組スポンサーメニュー】
ニコニコ競馬チャンネル

各番組ページ内のバナー掲載や放送前後のCM配信で
数万人の視聴者に向けたプロモーションを実施

PC SP 番組前後にCM配信

対象番組 番組数 想定視聴者数※ 価格(税抜)

●ニコニコ競馬チャンネル
「競馬実況」

●リアルダービースタリオン
「馬房定点」

7番組 10万人 500,000円

15番組 22万人 1,000,000円

33番組 50万人 2,000,000円

※視聴者数は実績を基にした想定数となります。確約数ではございません。ご了承ください。
※詳細は別紙のセールスシートをご参照ください。

●訴求したい期間にピンポイントPRが可能!

リアルダビスタ

競馬実況でコア層に訴求

馬房定点でライト層に訴求
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オプションメニュー「サラブレ」連動パック
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競馬情報誌「サラブレ」競馬情報サイト「サラブレモバイル」
と連動プロモーション実施可能です

ニコニコの競馬番組で展開するキャンペーンをKADOKAWAの競馬媒体で同時展開！
連動パックのお申込みでお得な価格でのご案内が可能です

詳細は営業担当にご相談ください
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お申込フロー／入稿規定（CM）

入稿規定

掲載のフロー

弊社から掲載可否結果と
掲載試合日程を
お伝えします

申込 掲載 報告書
送付入稿

掲載開始
7営業日前

掲載終了後
2～5営業日以内

掲載可否
希望掲載日程確認

17

※ 生放送ページのトップ、及びフッターには、広告が表示される場合がございますので、予めご了承下さい。
※ サイトリニューアル等で、ページデザインが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

番組内CM配信

テキストリンク

番組開始直前・終了後の計2回30秒間のCM、もしくは静止画の広告を配信致します。
合わせて画面上部にリンク付きのテキストを表示致します。
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入稿規定（バナー）
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入稿期限：生放送日の7営業日前 17:00

入稿内容

◆PC生放送視聴ページ上部
横970×縦250pix (GIF/JPG/PNG 1.5MB以内)
GIFアニメーション可、15秒以内、ループは3回まで

◆PC・SP生放送視聴ページ 番組情報欄内
横640×縦100pix (GIF/JPG/PNG 200KB以内)
GIFアニメーション不可

◆各リンク先URL
※PCとSPは同一リンク先をご指定ください。

備 考 ・インプレッション数とクリック数はご報告できません。
・PC生放送視聴ページ上部のバナー横に
【広告を閉じる】ボタンがあります。

・ページイメージは予告なく変更になる場合があります。

入稿期限 生放送日の7営業日前17:00

◆PC表示イメージ

横970×縦250pix

横640×縦100pix

横640×縦100pix

◆SP表示イメージ
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地方競馬中継
リアルダビスタ（シュシュブリーズ）
クラ
イア
ント

住信SBIネット銀行株式会社様

目的 SPAT4との提携開始を記念した
キャンペーン

施策

SPAT4との提携開始を記念したキャンペーンで、
競馬の生放送を見ているユーザーに訴求するた
め発注頂いた。キャンペーン期間をカバーする
ため４-５月で長期にわたり実施。他の生放送ス
ポンサーパックよりもクリック反応が良く。
生放送のコメントにも口座作った、持ってるな
どのコメント反応がありました。
リアルダビスタについては初受注案件です！

2019/5/6～実施

生放送来場者数 生放送コメント数

1日目：22,726人
2日目：22,149人

1日目：13,687件
2日目： 7,640件

2019年5月 公式生放送スポンサー事例

▲生放送中、常にバナーを表示
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お問い合わせ
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広告のお申込み・お問合せについて

●協賛メニューを含むニコニコ広告に関するお問い合わせにつきましては
以下までご連絡下さい。

株式会社ドワンゴ 広告営業部
Mail：info-ad@dwango.co.jp


	スライド番号 1
	会社/サービス概要
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	ニコニコ 競馬関連コンテンツのご紹介
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	競馬関連番組スポンサーメニューのご案内
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20

