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© Dwango Co., Ltd. 2

ニコニコ概要 CONFIDENTIAL

「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

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

映像とコメントの一体型コミュニケーションという特性から、ユーザーの反応を瞬時に把握する事が可能です

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

ギフトやアンケート機能などを活用することで、ユーザー主体の参加型コンテンツ展開を実現いたします
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カドカワグループ/サービスのご紹介(一部抜粋)

◆ドワンゴ子会社

株式会社KADOKAWA Game Linkage

ゲーム関連の情報誌出版・Webメディア運営
e-sports事業企画・プロデュース

「niconico」等ITサービスおよびゲームの
企画開発・運営 リアルイベントの企画運営

株式会社スパイク・チュンソフト

ゲームコンテンツの
企画開発・運営

株式会社バンタン

ファッション・映像・
CG・フード等の技術者
養成スクール運営

◆ドワンゴ関連会社・事業

学校法人角川ドワンゴ学園

株式会社バーチャルキャスト

株式会社カスタムキャスト

VRコミュニケーション
サービス企画開発・運営

3Dアバター作成アプリ
企画開発・運営

通信制高等学校および
通信教育事業運営

株式会社ドワンゴ
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「ニコニコ」各種サービスのご紹介(一部抜粋)

ニコニコ動画 ニコニコ生放送 ニコニコ静画 ニコニコチャンネル

ニコニコニュース ニコニコアプリ ニコニコ大百科 ニコニコモンズ

ユーザー投稿動画にコメントをつけて
楽しむ動画ポータル

公式・ユーザー配信の生放送にコメン
トでリアルタイムにつながるサービス

イラスト投稿、漫画など静止画コンテ
ンツで遊べるサービス

1万件以上の公式コンテンツを提供す
るマルチコンテンツプラットフォーム

外部記事＆オリジナルのニュース記事
を提供するニュース媒体

基本無料で遊べる本格派ブラウザゲー
ムが盛りだくさん！

みんなで作る百科事典、ニコニコ版
ウィキペディア的サービス

音声・動画・画像素材を作ってシェア
するクリエイター互助サービス
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利用者数・男女/年代比

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 【※】

約2,000万人

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

ログイン＋非ログイン視聴DAU
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※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。

10代
6%

30代
30%

40代
17%

50代
9%

20代
34%

その他
4%
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Source：インプレス綜合研究所 動画配信ビジネス調査報告書2020

よく利用する無料の動画配信サービスランキングTOP10 知っているライブ配信サービス

よく利用する無料動画配信サービスTOP10に動画・生放送共にランクイン
またLIVE配信サービスの認知度調査では圧倒的な認知度で第1位に

28.5%

10.4%

56.1%

ニコニコ生放送が

認知度№1

利用サービスTOP10内に
2サービスがランクイン

無料動画媒体の市場利用状況

Source：MMD研究所・コロプラ合同調査「ライブ配信サービスに関する調査」2020年4月

※上位10位を抜粋
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「リモート観光ニコニコバスツアー」番組のご紹介
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‘’リモート観光’’
でオンライン市場に参入！

「これから行く観光地・旅行先」
を提案する地域振興エンタメ

「リモート観光ニコニコバスツアー」シリーズ開始の背景

【新型コロナウイルス感染拡大による影響】

Gotoキャンペーンが開始するも外出自粛を継続する

人も多く、旅行人口の回復は依然として課題の状態。

「3密」を避けたツアー企画など、観光産業側の新た

な課題となっています。

■動画配信サービスの利用が増加

全国2万人調査で

半数以上が「動画サービス
利用が増えた」と回答

消費スタイルの変化

2020年4月株式会社AJA調べ※インターネット調査

■仕事、飲み会、オンライン活動の拡大

テレワーク
オンライン会議
オンライン授業

オンライン飲み会
オンラインイベント
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「リモート観光ニコニコバスツアー」番組概要

9

リモート観光バスツアーで観光名所やご当地グルメを紹介

ニコニコ生放送を活用したオンラインバスツアー！

高画質配信＋リアルタイムコメントで’’視聴者みんなで遠足をしている‘’ような臨場感を味わえます

▲バスツアーで巡る名所とルートを説明 ▲バスガイドさんが東京タワーを詳しく紹介

▲リアルのバスツアーと同様に休憩時間もアリ ▲視聴者アンケート「とても良かった」が最多！

▲秋の北海道・羊ケ丘展望台から

▲小樽運河から絵になる風景を高画質配信
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「リモート観光ニコニコバスツアー」シリーズの歩み

10

5月

2020年

11月

9月

7月

12月

第1弾 銀座発東京の名所巡り 第2弾神奈川県の名所巡り〈鎌倉・横浜編〉

第4弾沖縄の名所巡り〈沖縄編〉第3弾 東京夜景・神奈川工場夜景巡り〈夜景編〉

第5弾 北海道の名所巡り〈札幌・小樽編〉

第7弾 大分県の名所巡り〈別府編〉

第6弾小松市の名所巡り〈小松編〉

第8弾京都の名所巡り

5月
2本目

7月
2本目

11月
2本目
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「リモート観光ニコニコバスツアー」視聴者属性・数値

シリーズ累計

視聴者数

約15.6万人超

2021年1月 ’’ニコニコバスツアー’’ニコニコチャンネル開設！

次回番組予定の最新情報や過去の番組
のアーカイブ、ダイジェストを掲載。

チャンネル登録者に
更新情報を通知！

23%

77%

男女比

その他 20代

0.5%

7.7%

13.6%

33.3% 30%

30代 40代 50代10代

15%

※2020年に実施した8番組の平均となります

約17.6万件超

※2020年に実施した8番組の累計となります

シリーズ累計

コメント数

男性比率が高め

年代比

30~40代が

中心

ユーザー満足度№1！視聴者アンケート98%が好評価

番組終了時の視聴者アンケート Q.今日の番組はいかがでしたか？

とても良い

まぁまぁ良い

92%
…

… 6%

ふつうだった

あまりよくない

よくない

…
…
…

1%

0%

1%

※2020年に実施した8番組の平均となります
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12

ニコニコ生放送「リモート観光バスツアー」の魅力

高画質配信 リアルタイム コミュニケーション

沖縄の海の
美しさも鮮やかに

伝えます

工場夜景だって
細部までくっきり！

とっておきの風景やイルミネーション、工芸
品やグルメも細部まで余すことなく魅力を伝
える美麗高画質映像でお届けします。

最大3Mbpsの高画質だから伝わる！ ご当地の「今」をそのままお届け

事後編集しない生中継で、生きた情報をその
まま視聴者にお届けできます。混雑状況や夕
暮れ時の様子など臨場感たっぷりの生放送。

旬のグルメも
リアルな人気を

生中継

臨場感たっぷり
の街ブラパート！

視聴者コメントを拾っての会話やアンケート、
クイズなど現場⇔視聴者⇔ほかの視聴者と3者
間でのコミュニケーションで盛り上がります。

視聴者とその場でやりとりできる

リアルタイムで
視聴者の意見を
アンケート！

ガイドさんや
現地の人に

応援コメント💕

「リモート観光ニコニコバスツアー」番組の魅力
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番組協賛でできること

視聴者アンケートによる市場調査・プレゼント企画

ex.態度変容調査

番組での紹介を経て興味関心の変化をダイレクトに調査可能

‐商材の好きな種類、作ってほしい新製品 など

コメントから抽選プレゼントも可能
ユーザーに指定のコメントを書き込んでもらい、

その中から抽選でプレゼントをお渡しすることが可能です。

ex.訴求商材の公式サイト・キャンペーンサイトへの誘導

訴求商品の公式HPやキャンペーンサイトへリンク
放送画面の上スペースに任意のコメントと外部リンクの表示が可能です。

ECサイトへの誘導が可能です。

※クリック数のご報告はございません。クリック数を計測したい場合は、

クリック数取得用のパラメーター入りURLをご用意ください。

番組内で商材紹介・コラボ企画が可能

ex.バス移動中の車内で製品紹介、製品の試用

次の名所へ向かう移動中の社内で訴求商品を紹介、実際に使ってみる

-バスガイドさん(出演者)による製品紹介

-バス内のカメラに映る位置に協賛ロゴ掲載

-製品を実際に使用しレポート

プロダクト
プレイスメント

外部サイト誘導

視聴者アンケート
プレゼント企画

視聴画面から訴求商材の公式サイトへ誘導
番組内でテキストリンク表示

製品サイトへ
誘導します

DRINK

LOGO

MASCOT
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プロダクトプレイスメント事例

ニコニコネット超会議2020『超ニコニコインフォ』

ネット超会議最終の「超ニコニコ
インフォ」は打ち上げを兼ねて
サッポロビール様協賛のもと、実
際にビールを飲みながらイベント
を振り返るコーナーが大盛況！

●期間中放送番組数：8番組

●番組総視聴者数 ：912,130人
●番組総コメント数：173,024件

サッポロビール株式会社様『超ニコニコインフォ』協賛施策

打上げ放送のビールとして黒ラベルをプレイスメント

Zoomを活用した視聴者参加企画で
視聴者と出演者が黒ラベルで乾杯実施＆実飲

「これは美味い」「今から買ってくる」
「サッポロビールさんありがとう」等のコメント多数

「超ニコニコインフォ」は、ユー
ザーへネット超会議の最新情報を
お届けする番組としてネット超会
議の開催期間中、毎日配信された
情報番組です。

ドワンゴ主催の毎年恒例大型イベ
ント「ニコニコ超会議」。2020
年はコロナ防疫のためネット上で
8日間をかけて開催され16万人超
の視聴者で盛り上がりました。
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番組進行イメージ＋出演者構成案

※コースはロケハンにて現地確認後、協議の上、決定させていただきます。

番組構成（案）

オ
ー
プ
ニ
ン
グ

番
組
概
要
説
明

本
日
の
観
光
コ
ー
ス
紹
介

バ
ス
ツ
ア
ー
ス
タ
ー
ト
！

最
終
目
的
地

エ
ン
デ
ィ
ン
グ

出演者（案）

バスガイド

御社訴求商材の
広報ご担当者様など

現地の皆さん
(店舗店員・施設職員など)

※基本はバスガイドのみ想定です。ご要望に応じて、
別途費用でゲストのキャスティングも可能です
※商材または行先の土地に関連したゲストが望ましいです。

下車観光による街ブラレポート

アンケート、視聴者質問タイム

徒歩での街ブラレポートでよりリアル
な観光疑似体験を提供。ご当地グルメ
レポートや人気のお店を紹介します。

番組中に視聴者とコミュニケーション。
商材について質問し、コメントやアン
ケートから抽選プレゼント企画も可能。

移動中の車内で製品紹介

バスガイド(出演者)による訴求商材の
紹介。製品によっては出演者が実際に
使用しレポートします。

本日のコース・見どころを説明

出発時にツアーバスガイドより行先
コースの説明、歴史やエピソードを交
えて楽しく見どころを紹介します。

（ゲスト出演者）
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パックメニューのご案内

№ 項目 詳細 備考

1
番組名に御社名または
ブランド名付記

番組タイトルに企業名またはブランド名を付記いたします。
(「 supported by ～」)

2 プロダクトプレイスメント 番組内で御社製品を紹介いたします。

3 視聴ページ内バナー掲載 番組視聴ページ内に御社広告バナーを掲載いたします。

4 広告枠誘導 ニコニコ内の広告枠より番組へ誘導いたします。
掲載個所につきましてはセー
ルシートをご参照ください。

5 番組内CM配信 番組内で御社CMを配信いたします。
タイミング、回数等の指定は
不可となります。

6 ニコニコニュース記事配信
生放送実施後に「ニコニコニュース ORIGINAL」でダイジェスト
記事を配信いたします。

製品紹介部分をツアー記事に
入れ込みます。

2,000,000円(税抜)

1番組1社様限定ニコニコ生放送公式番組

「リモート観光ニコニコバスツアー」
協賛プロモーションパック

※内容によっては別途料金がかかる場合がございます

オプ
ション

キャスティング ゲスト出演者のキャスティングをいたします。
ご希望、ご指定がある場合は
ご相談ください。

ツアー先指定
御社ご希望の場所を組み込んだツアーを策定いたします。
（社屋見学、工場見学、発祥の地、など）
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過去放送のご紹介
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過去放送のご紹介①

リモート観光ニコニコバスツアー 第1弾・第2弾
バスガイドさんと名所をめぐる生放送 東京編・神奈川編

外出自粛、STAY HOMEで楽しめる「オンライン旅行」企画

ベテランバスガイド＆大御所声優が案内するリモート観光バスツアー

2020年5月3日放送第1弾 2020年5月24日放送第2弾

バスツアー会社

「VIPTOUR」

ドワンゴ社から東京11か所を巡る3時間

オープントップバスで3密回避

各所の景色とガイドさんの軽快なトークが大好評！

ポケモン声優
松本梨香さん同行！

海沿いの名所を走る神奈川県ツアー

休業中の協力に

より企画実現！

ポケモンシリーズの裏話や
地元・神奈川の解説を披露
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過去放送のご紹介②

小松市presents リモート観光ニコニコバスツアー 第6弾
バスガイドさんと小松の名所をめぐる生放送

小松市による協賛で第6弾の行先は石川県小松市！

紅葉、伝統、アートに産業…ご当地の魅力が盛り沢山

紅葉と日本海グルメ！秋の小松巡り

由緒あるお寺から地
元の産業見学、伝統×
アートにふれる美し
い旅の始まりです！

案内役のベテランガイド「とみちゃん」

（ニコニコの画面に）自分が
映ってるのがなんかウソみたいねぇ

那谷寺の美しい紅葉を
ドローンで空から撮影

石切り場に到着
大人の社会科見学
に視聴者は興味
深々でコメント

古民家をリノベし
たドミトリー＆カ
フェ、おしゃれさ
にびっくり！

日本海グルメを堪能！
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過去放送のご紹介

リモート観光ニコニコバスツアー 第8弾 京都編
バスガイドさんと京都の名所をめぐる生放送

コロナ退散！疫病退散のご利益のある下御霊神社を目指して

パワースポット・京都を巡るリモートバスツアー！

疫病退散！嵐山と神社仏閣巡り

駅前から嵐山を抜け
て疫病退散祈願に下
御霊神社へ向かいま
す、レッツゴー！

キュートで博識なガイド「ふかよん」

「声がかわいい」だって！
嬉しいコメントいっぱい～～！

解説を聞きながら
大堰川(保津川)を眺め
ながら嵐山へ向かう

人力車や舞妓体験
客、嵐山の風情を
感じながら地元ス
イーツも紹介

北野天満宮へ立ち
寄り「撫牛」を撫
でて街散策。提灯
の柄の理由も解説。

下御霊神社で
疫病退散を祈願！
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広告メニューのご案内
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番組視聴ページ掲載広告_バナー入稿規定

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

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

横640×縦100pix

◆SP表示イメージ

※ 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。

生放送視聴ページ掲載バナー



© Dwango Co., Ltd. 23

番組視聴ページ掲載広告_バナー入稿規定

※ 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

番組内CM配信

テキストリンク

入稿内容 ●CM
動画秒数：30秒以内
形式：以下のいずれか
・Apple ProRes422 / 1920x1080
・H.264 / 1920x1080

●テキストリンク
・テキスト：全角25文字以内
・リンク先URL

備 考 CMの配信数については来場者ベースでのご報告となります。

入稿期限：生放送日の7営業日前 17:00
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生放送特番誘導_ニコニコ内広告枠のご案内 CONFIDENTIAL

ｚｚ

目的に合わせて選択できる公式生放送への導線

niconicoサイト内の広告枠がパッケージに含まれています

バナー広告枠 生放送広告枠
(LIVE Window)

※上記はイメージです。ご希望の広告枠をご選択いただけます。

広告枠の詳細はメニューセールスシートをご参照下さい。

商材そのものの露出を増やせる

自社サイトへの導線も確保できる

複数サービス面で生放送が同時

配信されるので番組訴求に最適

生放送番組の訴求に最適！
詳細は次ページ➡
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「LIVE Window」配信面イメージ CONFIDENTIAL

【niconico（PC）】 【ニコニコニュース（PC/SP）】 【ニコニコ大百科（PC/SP）】

●TOP（PC）
●TOP（SP）

●総合TOP（PC）

●動画TOP（PC） ●記事ページ（PC） ●記事ページ（SP）

●TOP（PC） ●TOP（SP）

●記事ページ（PC） ●記事ページ（SP）

「Live Window」はニコニコ内の複数のサービス上で生放送番組と同時に映像を配信します

※上記掲載箇所は2020年1月現在のイメージです。実際の掲載箇所は変更になる可能性がございます。

※上記配信面の掲出を確約する訳ではございません。ご了承下さい。
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ニコニコ公式生放送/ご実施までの流れ

生放送実施予定日より、最短で約6週間の準備期間が必要となります。

生放送実施予定日の6週間前迄に

営業担当にお問い合わせください。

生放送の日時、

放送内容等の

打ち合わせを

行います。

ご入稿いただいた素材を基に、

弊社で校正し、番組設定を行

います。

設定完了後番組ページURLを

お送り致しますので、広告主

様の任意の日程で番組ページ

を公開いたします。

特にご指定が無い場合は、

生放送実施1週間前の公開と

なります。

告知・誘導素材を生放送実

施10営業日前迄に必ずご

入稿ください。

また、生放送実施3営業日

前迄に、NGワードをご提

出ください。

お打ち合わせ頂いた

内容をもとに番組の

企画構成案を作成致

します。

決定した番組内容を

基に、お見積もりを

させて頂きます。

お見積もりの料金に

基づき、ご発注をお

願い致します。

お問い合わせ お打合せ 放送
番組内容の

決定
素材入稿

～6週間前 ～5週間前 ～10営業日前～2週間前

※放送日時の仮押さえはできかねますので予めご了承ください。

お見積もり
・

ご発注

企画
・

構成

お打ち合わせにて作成

した企画･構成案をご提

案させて頂き、番組内

容を決定します。

広告主様

ドワンゴ

Ｏ
・
Ａ
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ニコニコニュース記事掲載

ニコニコのニュースメディアに記事掲載

「ニコニコニュース」記事広告

ニコニコ独自の視点で

オリジナルの記事を作成・配信

月間平均PV数：約2800万PV

月間平均UU数：約1200万UU

公式アカウント

15.2万

フォロワー数

ニコニコニュース＆オリジナル実績値

ニコニコニュース記事広告

100万円（税抜／ネット価格）

想定
PV

料金

記事ページ 10,000pv~
※記事にはPRマーク表記が入ります 掲載開始15営業日前

申込期限

タイアップ記事
＆動画

トップページ/公式Twitter

大百科ニューストピックス

トップページ編成枠

ORIGINAL掲載の記事をニコニコの他サービス内で露出

※広告メニューの詳細につきましては別紙セールスシートをご参照ください。

番組のダイジェスト記事で
ハイライトシーンを振り返り！

大手報道メディアと連携

ニコニコのニュースサイト

素材入稿

掲載開始10営業日前 ニュース記事末尾には
番組視聴リンクを設置

キャプチャを交えて
番組の見どころを
記事化・配信します
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広告のお申込み・お問合せについて

●niconico広告・イベント協賛メニュー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 info-ad@dwango.co.jp

広告のお申込み・お問い合わせ


