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niconico概要

「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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利用者数・男女/年代比

約2,245万人

※2019年9月30日時点

3

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540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307万人約5,864万人

Google AnalytcsによるMAU

約476万人
ユニークブラウザ数

Google AnalytcsによるDAU

ユニークブラウザ数

約7,466万人

登録会員数(ID発行数)

約171万人

プレミアム会員数

【※】

ログイン＋非ログイン視聴DAU

10代
8%

30代
27%

40代
17%

50代
6%

10代
8%

30代
28%

40代
17%

50代
7%

20代
36%

その他
4%
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niconicoが提供するTwitterスポンサーシップとは

動画の企画制作と、Twitter上での広告配信がセットとなったメニューです。
ドワンゴが動画制作（キャスティング～動画納品まで）を行い、その動画を

Twitterにて広告配信します。（※広告配信運用は貴社取引代理店様対応となります。）

製品の訴求やPRのノウハウを活かした
プロモーション動画の制作

Twitter上で最適なターゲットへリーチ

プロモツイート

×

niconicoのユーザーに情報発信

PR動画制作+動画広告配信

dwango Twitter
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パックメニュー概要

御社製品のPR動画をインフルエンサーを使って制作し、多数のファンにTwitterでリーチ！

動画制作とプロモーションをワンストップで実施できるお得なパックメニューです

「niconico×Twitter」動画制作パック

●ドワンゴ制作によるPR動画を制作

・インフルエンサーが出演

・15秒～30分程度のプロモーション動画

・内容に応じて1-2本を制作
※企画内容によって本数が変更する可能性がございます。

ここがお得

※画像はイメージです

制作動画をツイート配信

実質動画制作と動画広告が無料!

1000万円～(税抜)

5

制作動画をツイート配信

ドワンゴ制作PR動画 niconicoビデオAD配信

御社orインフルエンサーアカウントでプロモツイート

※グロス
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キャスト概要

niconicoで人気のインフルエンサーを起用し、あらゆるジャンルの作品を納品します。
弊社から商材に合ったキャストをご提案させて頂きます。

製品の世界観に合わせて、
コスプレイヤーがプロモビデオに登場

世界のプロリーグで活躍中の
「FAV Gaming」が動画に登場！

上記のジャンル以外にも、ニコニコ動画で活躍する「踊り手」や「歌い手」
「描いてみた」などを使ったPR動画の作成も可能です。

ニコニコ動画で人気のゲーム実況者が
ゲームの魅力を最大限に引き出す！

コスプレイヤー eスポーツチーム

ゲーム実況者
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パックメニュー詳細

Twitter
広告配信費用
（1000万円）

プロモーション
動画制作費

※グロス価格

通常メニュー
約1500万円

パックを適用の場合
1000万円

訴求効果の高い
動画を作りたい

ターゲットを絞って
訴求したい

効率よくプロモー
ションしたい

多数の層に
リーチしたい

コストを抑制して
効率的にPR！

niconico
動画制作費用
広告配信費用
（500万円）

7

制作から運用までワンストップで実施 制作費を抑えて効率的に情報拡散

サービス 内容 実施金額（税抜）

インフルエンサー
・インフルエンサーが出演の紹介動画の制作

・15秒～30秒程度を想定

・内容に応じて1-2本制作 通常1500万円相当

↓
1000万円～

niconico
・動画制作及び進行ディレクション

・niconicoビデオAD配信（200万円分の広告枠を保証）

Twitter
・1000万円～分のプロモツイートを実施

（御社またはインフルエンサーアカウントから実施)

・プロモツイート運用

備考

※プロモツイートの運用についてはTwitter代理店で行います。

※動画の本数はご要望をヒアリング後確定させていただきます。

※PR動画はキャスティングやお客様のご要望によっては追加制作費が発生する可能性がございます。
※実施金額・キャスティング内容により、広告提供額を増額させて頂く場合がございます。
※プロモツイートについては必ず予算分を消化いただくようお願いいたします。
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niconicoビデオAD PCメニュー詳細

niconicoビデオAD PCストリーミング保証型

特徴 ユーザーが再生ボタンを押した後、本編動画再生前に音声有りで動画広告が再生されます。

配信タイプ インプレッション課金

配信
料金

セグメントなし 0.8円

セグメント2つまで 1.2円

セグメント3つ以上 1.4円

配信
量

セグメントなし 250,000インプレッション以上でご指定ください。

セグメントあり 200,000インプレッション以上でご指定ください。

セグメント内容 性別(男、女)、年齢 (13歳以上64歳まで1歳ごと)、興味関心、地域(都道府県)

配信期間
7日間から1か月間を自由設定 ※平日13時頃配信開始、平日休日問わず13時配信終了
(13時以外の開始・終了時刻をご希望の場合はお問合せください)

入稿締切 配信開始7営業日前

入稿内容

動画データ

動画の長さ 5秒以上

ファイルサイズ 100MB以内

ビットレート 上限なし

解像度 16:9（最低サイズ 640 x 360pix）

フォーマット
ファイル形式 ：.mp4
動画コーデック：H.264
音声形式 ：AAC

コンパニオン
バナー規定

横300×縦250pix (GIF/JPG) 60KB以内
アニメーション不可

リンク先URL
1クリエイティブに1リンク先を指定可能
※各1,024文字以内
※動画とコンパニオンバナーのリンク先は同一とさせていただきます。

備考
最大入稿本数 ：10本
最大差し替え回数：9回(リンク先のみの変更も差し替え扱いとなります)

レポート

・インプレッション数(動画/バナー)
・クリック数(動画/バナー)

・動画総秒数に対する25%、50%、75％、100％視聴完了数
・ビューアビリティ ビュー数/ビュー率

※ブラウザ上でクリエイティブの50%が連続で2秒間表示されている場合、
アクティブビューとしてカウントされます。

注意点

・配信プラットフォームはPCのみとなります。

・在庫についてはお問い合わせください。

・プレミアム会員は表示されません。

・1分未満の動画など、一部の動画には配信されません。

・コンパニオンバナーの入稿は必須ではございません。

・お申込み頂いたインプレッション数に達しなかった場合は、掲載期間を延長させて頂きます。

・期間中、インプレッション数が均等に消化されない場合がありますがあらかじめご了承ください。

・広告の仕様、およびページイメージは予告なく変更となる場合があります。

・詳細は別紙掲載ガイドラインをご参照ください。

・広告配信時のキャプチャは送付いたしかねます。

・音量が大きすぎる場合は修正を依頼させていただきます。

『niconicoビデオAD』

表示領域
コンパニオン

バナー
表示領域

動画広告再生5秒後にスキップするか選択可能

『niconicoビデオAD』

表示領域全体が

クリッカブルとなります。

(スキップボタン除く)
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niconicoビデオAD SPメニュー詳細

注意点

・配信プラットフォームはSPのみとなります。アプリ・webの両方に配信されます。 ・スキップボタンはございません。動画秒数のカウントダウンが動画左下に表示されます。

・端末を横向きにすると、動画が全画面表示になります。 ・在庫についてはお問い合わせください。

・プレミアム会員には広告は表示されません。 ・縦画面の場合、プレミアム会員誘導が動画下部に表示されます。

・1分未満の動画など、一部の動画には配信されません。 ・お申込み頂いたインプレッション数に達しなかった場合は、掲載期間を延長させて頂きます。

・期間中、インプレッション数が均等に消化されない場合がありますがあらかじめご了承ください。 ・広告の仕様、およびページイメージは予告なく変更となる場合があります。

・詳細は別紙掲載ガイドラインをご参照ください。 ・広告配信時の画面キャプチャは送付いたしかねます。

・音量が大きすぎる場合は修正を依頼させていただきます。

androidアプリ 横画面配信イメージ

iOSアプリ 縦画面配信イメージ

『niconicoビデオAD』

表示領域

このwebサイトにアクセス>

広告 0:01

【このwebサイトにアクセス】文字を

タップするとリンク先に遷移します

※iOSアプリは常時表示、全画面表示も同様

niconicoビデオAD SPストリーミング保証型

特徴 動画を選択した後、本編動画再生前に音声有りで動画広告が再生されます。

配信タイプ インプレッション課金

配信
料金

セグメントなし 0.8円

セグメント2つまで 1.2円

セグメント3つ以上 1.4円

配信
量

セグメントなし 250,000インプレッション以上でご指定ください。

セグメントあり 200,000インプレッション以上でご指定ください。

セグメント内容 性別(男、女)、年齢 (13歳以上64歳まで1歳ごと)、興味関心、地域(都道府県)

配信期間
7日間から1か月間を自由設定 ※平日13時頃配信開始、平日休日問わず13時配信終了
(13時以外の開始・終了時刻をご希望の場合はお問合せください)

入稿締切 配信開始7営業日前

入稿内容

動画データ

動画の長さ 5秒以上 6秒以内

ファイルサイズ 20MB以内

ビットレート 映像＋音声 1Mbps以内

解像度 640 x 360pix（16:9）

フォーマット
ファイル形式 ：.mp4
動画コーデック：H.264
音声形式 ：AAC

リンク先URL
1クリエイティブに1リンク先を指定可能
※各1,024文字以内

備考
最大入稿本数 ：10本
最大差し替え回数：9回(リンク先のみの変更も差し替え扱いとなります)

レポート
・インプレッション数
・クリック数
・動画総秒数に対する25%、50%、75％、100％視聴完了数と視聴完了率

9
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ご実施までの流れ

●お申込みフロー：Twitter取扱代理店経由でのお申込みとなります。
動画の制作はドワンゴまたはドワンゴ経由でインフルエンサーに発注いたします。

10
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開
始

クライアント様 ドワンゴ
Twitter代理店

（プロモツイート）

1～2週間 3～4週間

●メニューご実施までの流れ：配信開始予定日より、約1ヶ月半以上の期間が必要となります。

※上記期間より短い場合も都度お問合せください。
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注意事項
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■動画の企画制作に関して
・キャスティングに関して、案件単位で都度可否確認をさせて頂きます。
・タレントによってNGが出る場合がございます。ご了承くださいませ。

・ドワンゴが制作する動画の権利処理の範囲については、ドワンゴより事前に
ご案内のうえ、別途書面にてご確認いただきます。

■予算消化に関して
・こちらのスポンサーシップ広告は広告出稿額全額消化を原則とさせて頂きます。
・プロモトレンド・ファーストビュー等のメニューはスポンサーシップ対象外となります。

■配信に関して
・配信はクライアント様、もしくはインフルエンサーのアカウントから配信となります。

※実施企画に応じて都度ご相談させてくださいませ。

・配信時は必ずTAPのチェックボックスを外してください。

・広告管理キャンペーンの作成時に、特定のスポンサーシッププログラムを紐付けて
配信をお願いします。
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演者のキャスティングについて

幅広いキャスティングに対応いたします

キャスティングは、niconicoで活躍するコスプレイヤー、eスポーツチーム、

ゲーム実況者や、その他のジャンルで活躍されているクリエイターの案内

も可能です。

ご不明な点やご要望がございましたら、お問い合わせください。
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お問い合わせ

広告のお申込み・お問合せについて

●niconico広告・配信等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。

実施事例集についてもご用意しております。

・株式会社ドワンゴ info-ad@dwango.co.jp

●Twitter広告に関してはTwitter担当者までお問い合わせ下さい。

※本パッケージに関しての取り扱いはTwitter社とTwitter取扱代理店間の契約書に準拠します

mailto:info-ad@dwango.co.jp

