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Buzipについて

URL               ：http://buzip.net/
運営会社         ：株式会社ディーノシステム
⽉間総PV        ：約91万PV（広告掲載ページ約48万PV）
⽉間UU数        ：約42万⼈（広告掲載ページ約23万⼈）
新規ユーザー率：約75%

ユーザー属性
男⼥⽐    ：男性:72%  ⼥性:28%
年齢層     : 18-24歳 約15% 
                        25-34歳 約28%
                        35-44歳 約26%
                        45-54歳 約17%
                        55-64歳 約11%
                        65歳以上 約5%

サイトデータ

Buzipは⽇本全国の中⼩企業の経営者や代表者を中⼼に多くご活⽤頂いており、
企業情報を調べるビジネスマンや就活中の学⽣の新規ユーザーが特に多い媒体です

（2016年3⽉1⽇現在）

当サイトは現在、順調にPV、UU数が増加しております。
広告掲載費⽤は当社が定める基準により、毎⽉⾒直し致しますのでご了承ください。
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掲載箇所（企業ページ共通バナー）

広告枠A

広告枠B

広告枠A 広告枠B 広告枠C

各企業トップページ × 〇 〇

代表ページ 〇 〇 〇
スタッフページ 〇 〇 〇

商品・サービスページ 〇 〇 〇

求⼈ページ × × 〇

共通バナー掲載箇所

広告枠C

広告サイズ

広告枠A

広告枠B

広告枠C

PCサイズ スマホサイズ

300×250px 300×250px

300×250px 300×250px

468×60px 300×250px

2

広告枠Aの料⾦表はP8、Bの料⾦表はP9、Cの料⾦表はP10を
それぞれご確認下さい。
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掲載箇所（各都道府県トップページバナー）

広告サイズ

広告枠D

広告枠E

PCサイズ スマホサイズ

660×310px 660×310px

300×250px 300×250px

広告枠D

広告枠E

※広告枠Dのバナーはスマホサイズでは⾃動縮⼩になります
※広告枠Dはスライダーの1番⽬に表⽰されます
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広告枠Dの料⾦表はP11、Eの料⾦表はP12を
それぞれご確認下さい。
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広告枠F

広告枠G

広告サイズ

広告枠F

広告枠G

PCサイズ スマホサイズ

728×90px 300×250px

728×90px 300×250px

掲載箇所（共通検索ページヘッダー、フッターバナー）

※検索結果にも同様に表⽰されます。
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広告枠F・Gの料⾦表はP13をご確認下さい。
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掲載箇所（メルマガHTMLバナー、テキスト三⾏広告）

テキスト形式⽂字数
1⾏あたり最⼤32⽂字×3⾏
＋リンクURL

Buzip利⽤企業向け（主に経営者）のメールマガジンに掲載する広告です

5

メルマガ広告の料⾦表はP14をご確認下さい。

テキスト形式メールマガジン

HTML形式メールマガジン HTML形式、テキスト形式は、メールの受け取り側
の環境によって⾃動で切り替わります。

HTML形式バナーサイズ

468×60px
バナー広告枠

- PR -
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広告料⾦に関するご案内
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Buzipの広告枠の特徴

都道府県ごとに細分化された広告枠設定

※特定地域、特定枠の1ヶ⽉あたりの最低出稿料⾦ 2016年3⽉1⽇時点

1枠あたり6千円 からとリーズナブル

地域密着型のプロモーションを実現

※

当サイトは現在、順調にPV、UU数が増加しております。
広告掲載費⽤は当社が定める基準により、毎⽉⾒直し致しますのでご了承ください。

7

さらに！Buzipの有料プランご利⽤企業様は

広告掲載が表⽰料⾦の半額！
各掲載枠、都道府県の広告料⾦は次ページよりご確認下さい
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広告枠A（動画・メイン画像横）

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥156,000
神奈川 ¥24,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥12,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥36,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥180,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥72,000

大坂 ¥72,000
兵庫 ¥30,000
京都 ¥18,000
和歌山 ¥6,000
広島 ¥18,000
鳥取 ¥12,000
島根 ¥12,000
岡山 ¥6,000
山口 ¥6,000
愛媛 ¥12,000
香川 ¥6,000
徳島 ¥6,000
高知 ¥6,000
福岡 ¥42,000
宮崎 ¥18,000
熊本 ¥18,000
鹿児島 ¥12,000
大分 ¥6,000
長崎 ¥6,000
佐賀 ¥6,000

沖縄 沖縄 ¥6,000 ¥6,000

関西 ¥108,000

中国 ¥42,000

四国 ¥18,000

九州 ¥96,000

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥156,000
神奈川 ¥24,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥12,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥36,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥180,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥72,000

設定なし

設定なし

全国パック \540,000

広告枠A
動画、メイン画像の横(スマホでは下)に配置するレクタングルバナー広告です
アクティブビュー視認率が⾼く、クリックだけでなく印象に残りやすい
広告枠となっております。

掲載に関するご注意

•  本商品は、掲載期間保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

•  PC/スマホ両⽅の枠に掲載となり
ます。バナーサイズは共通となり
ます。スマホでの表⽰位置は異な
ります。

•  1回の出稿で合計1万円に満たない
枠をご購⼊の場合は、最低出稿期
間を2ヵ⽉とさせて頂きます。

バナーサイズ ー PCスマホ共通：300×250px

全て掲載期間1ヶ⽉あたりの料⾦です 8

大阪	
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広告枠B（企業ページ共通サイドバー）

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥6,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥72,000
神奈川 ¥12,000
埼玉 ¥12,000
千葉 ¥6,000
群馬 ¥6,000
栃木 ¥6,000
茨城 ¥6,000
新潟 ¥6,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥18,000
静岡 ¥12,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東北 ¥12,000

首都圏 ¥90,000

北関東・
甲信越

¥18,000

東海・北陸 ¥48,000

大坂 ¥36,000
兵庫 ¥12,000
京都 ¥6,000
和歌山 ¥6,000
広島 ¥12,000
鳥取 ¥6,000
島根 ¥6,000
岡山 ¥6,000
山口 ¥6,000
愛媛 ¥6,000
香川 ¥6,000
徳島 ¥6,000
高知 ¥6,000
福岡 ¥18,000
宮崎 ¥12,000
熊本 ¥12,000
鹿児島 ¥6,000
大分 ¥6,000
長崎 ¥6,000
佐賀 ¥6,000

沖縄 沖縄 ¥6,000 ¥6,000

関西 ¥54,000

中国 ¥30,000

四国 ¥12,000

九州 ¥54,000

設定なし

設定なし

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥6,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥72,000
神奈川 ¥12,000
埼玉 ¥12,000
千葉 ¥6,000
群馬 ¥6,000
栃木 ¥6,000
茨城 ¥6,000
新潟 ¥6,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥18,000
静岡 ¥12,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東北 ¥12,000

首都圏 ¥90,000

北関東・
甲信越

¥18,000

東海・北陸 ¥48,000

全国パック \300,000

広告枠B

企業ページの共通サイドバーに配置する広告です
他の広告枠と同時にご利⽤頂く事で、より⾼い効果を発揮しやすい広告枠です。
当枠のみでご利⽤頂く事も可能です。

掲載に関するご注意

•  本商品は、掲載期間保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

•  PC/スマホ両⽅の枠に掲載となり
ます。バナーサイズは共通となり
ます。

•  スマートフォンでは最下部に表⽰
されます。

•  1回の出稿で合計1万円に満たない
枠をご購⼊の場合は、最低出稿期
間を2ヵ⽉とさせて頂きます。

バナーサイズ ー PCスマホ共通：300×250px

全て掲載期間1ヶ⽉あたりの料⾦です 9

大阪	
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広告枠C（企業ページ共通フッター）

企業ページのフッターに配置するバナー広告です
企業ページの全ページに配置できるので、広告効果が⾼い枠となっております。
会社概要を⾒に来るビジネスマンユーザーの⽬に触れる割合が⾼い広告枠です。

掲載に関するご注意

•  本商品は、掲載期間保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

•  PC/スマホ両⽅の枠に掲載となり
ます。PCとスマホでバナーサイズ
が異なりますのでご注意ください。

•  スマートフォンではページ中盤に
表⽰されます。

•  1回の出稿で合計1万円に満たない
枠をご購⼊の場合は、最低出稿期
間を2ヵ⽉とさせて頂きます。

広告枠C

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥120,000
神奈川 ¥18,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥6,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥30,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥144,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥66,000

大坂 ¥60,000
兵庫 ¥24,000
京都 ¥12,000
和歌山 ¥6,000
広島 ¥18,000
鳥取 ¥12,000
島根 ¥6,000
岡山 ¥6,000
山口 ¥6,000
愛媛 ¥12,000
香川 ¥6,000
徳島 ¥6,000
高知 ¥6,000
福岡 ¥30,000
宮崎 ¥18,000
熊本 ¥18,000
鹿児島 ¥6,000
大分 ¥6,000
長崎 ¥6,000
佐賀 ¥6,000

沖縄 沖縄 ¥6,000 ¥6,000

関西 ¥90,000

中国 ¥36,000

四国 ¥18,000

九州 ¥78,000

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥120,000
神奈川 ¥18,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥6,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥30,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥144,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥66,000

全国パック \444,000

設定なし

設定なし

バナーサイズ ー PC：468×60px スマホ：300×250px

全て掲載期間1ヶ⽉あたりの料⾦です 10
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広告枠D（都道府県社⻑.tv トップページ特集枠バナー）

各都道府県の社⻑.tvのトップページに⼤きく配置するバナー広告です
トップページを表⽰した時に必ず⽬に⼊る広告枠となります。
企業ブランディングやイベントなどに最適なバナー枠です。

掲載に関するご注意

•  本商品は、掲載期間保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

•  PC/スマホ両⽅の枠に掲載となり
ます。PCとスマホでバナーサイズ
が異なりますのでご注意ください。

バナーサイズ ー PCスマホ共通：660×310px

広告枠D

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥12,000 ¥12,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥12,000
岩手 ¥12,000
福島 ¥12,000
東京 ¥120,000
神奈川 ¥18,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥12,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥12,000
愛知 ¥30,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥12,000
岐阜 ¥12,000
石川 ¥12,000
福井 ¥12,000
富山 ¥12,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥132,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥72,000

大坂 ¥60,000
兵庫 ¥24,000
京都 ¥12,000
和歌山 ¥12,000
広島 ¥18,000
鳥取 ¥12,000
島根 ¥12,000
岡山 ¥12,000
山口 ¥12,000
愛媛 ¥12,000
香川 ¥12,000
徳島 ¥12,000
高知 ¥12,000
福岡 ¥30,000
宮崎 ¥18,000
熊本 ¥18,000
鹿児島 ¥12,000
大分 ¥12,000
長崎 ¥12,000
佐賀 ¥12,000

沖縄 沖縄 ¥12,000 ¥12,000

関西 ¥90,000

中国 ¥42,000

四国 ¥24,000

九州 ¥78,000

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥12,000 ¥12,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥12,000
岩手 ¥12,000
福島 ¥12,000
東京 ¥120,000
神奈川 ¥18,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥12,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥12,000
愛知 ¥30,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥12,000
岐阜 ¥12,000
石川 ¥12,000
福井 ¥12,000
富山 ¥12,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥132,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥72,000

全国パック \480,000

全て掲載期間1ヶ⽉あたりの料⾦です 11

大阪	
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広告枠E（都道府県社⻑.tv トップページサイドバーバナー）

各都道府県の社⻑.tvのトップページ、サイドバーに設置するバナーです。
広告枠Dの特集バナー部分と同時にご利⽤頂くと⾼い効果を発揮しやすい広告枠
です。当枠のみでご利⽤頂く事も可能です。

掲載に関するご注意

バナーサイズ ー PCスマホ共通：300×250px

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥12,000 ¥12,000

宮城 ¥12,000
山形 ¥12,000
岩手 ¥12,000
福島 ¥12,000
東京 ¥120,000
神奈川 ¥18,000
埼玉 ¥18,000
千葉 ¥12,000
群馬 ¥12,000
栃木 ¥12,000
茨城 ¥12,000
新潟 ¥12,000
長野 ¥12,000
愛知 ¥30,000
静岡 ¥18,000
三重 ¥12,000
岐阜 ¥12,000
石川 ¥12,000
福井 ¥12,000
富山 ¥12,000

東北 ¥18,000

首都圏 ¥132,000

北関東・
甲信越

¥42,000

東海・北陸 ¥72,000

全国パック \300,000

広告枠E

•  本商品は、掲載期間保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

•  PC/スマホ両⽅の枠に掲載となり
ます。バナーサイズは共通となり
ます。

•  1回の出稿で合計1万円に満たない
枠をご購⼊の場合は、最低出稿期
間を2ヵ⽉とさせて頂きます。

地域 都道府県 県別 地域パック
北海道 北海道 ¥6,000 ¥6,000

宮城 ¥6,000
山形 ¥6,000
岩手 ¥6,000
福島 ¥6,000
東京 ¥72,000
神奈川 ¥12,000
埼玉 ¥12,000
千葉 ¥6,000
群馬 ¥6,000
栃木 ¥6,000
茨城 ¥6,000
新潟 ¥6,000
長野 ¥6,000
愛知 ¥18,000
静岡 ¥12,000
三重 ¥6,000
岐阜 ¥6,000
石川 ¥6,000
福井 ¥6,000
富山 ¥6,000

東海・北陸 ¥48,000

北関東・
甲信越

¥18,000

首都圏 ¥90,000

東北 ¥12,000

大坂 ¥36,000
兵庫 ¥12,000
京都 ¥6,000
和歌山 ¥6,000
広島 ¥12,000
鳥取 ¥6,000
島根 ¥6,000
岡山 ¥6,000
山口 ¥6,000
愛媛 ¥6,000
香川 ¥6,000
徳島 ¥6,000
高知 ¥6,000
福岡 ¥18,000
宮崎 ¥12,000
熊本 ¥12,000
鹿児島 ¥6,000
大分 ¥6,000
長崎 ¥6,000
佐賀 ¥6,000

沖縄 沖縄 ¥6,000 ¥6,000

九州 ¥54,000

四国 ¥12,000

中国 ¥30,000

関西 ¥54,000
設定なし

設定なし

全て掲載期間1ヶ⽉あたりの料⾦です 12
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広告枠F、G（都道府県共通 企業検索ページ上部、下部）

全都道府県共通の企業検索ページに設置するバナーです
検索前はもちろん検索結果にも同様に表⽰される広告枠です。
全都道府県共通枠となっており、それぞれ1枠となりますのでご注意ください。

掲載に関するご注意

•  本商品は、掲載期間保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

•  PC/スマホ両⽅の枠に掲載となり
ます。PCとスマホでバナーサイズ
が異なりますのでご注意ください。

バナーサイズ ー PC：728×90px スマホ：300×250px

広告枠F

広告枠G

全国パック \180,000

全国パック \120,000

広告枠F 検索ページ上部

広告枠G 検索ページ下部

全て掲載期間1ヶ⽉あたりの料⾦です 13
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メルマガ広告（メルマガHTMLバナー、テキスト三⾏広告 1配信あたり）

•  本商品は、配信数保証商品です。
PV保証商品ではございません。

•  Buzip有料プランご利⽤の企業様
は表⽰料⾦の半額になります。

•  テキストの内容とバナー両⽅をご
準備下さい。

•  在庫状況は、弊社担当までお問い
合わせください。

•  ⼊稿規定、その他注意事項の詳細
につきましては16P以降をご参照
下さい。

掲載に関するご注意

価格 \140,000

1配信あたり

Buzip利⽤企業向け（主に経営者）のメールマガジンに掲載する広告です
メール配信数：約5,800件（最低配信数5,500件）

14

バナー広告枠

HTML形式

テキスト形式

HTML形式バナーサイズ ー PCスマホ共通：468×60px
テキスト形式⽂字数     ー 32⽂字×3⾏＋URL

- PR -
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広告バナー制作

15

バナーのご⽤意が難しい場合、当社で制作させて頂く事も可能です。

バナー制作費
8,000円/１個
２つめ以降6,000円/１個

【ご注意事項】
・バナー制作費にはデザイン費⽤も含みます。
・指定の画像がある場合、素材はお客様にてご⽤意頂きますようお願い致します。
・画像に特殊な加⼯等が必要な場合、別途お⾒積りとさせて頂きます。
・制作期間は個数や内容により異なりますのでご発注頂の際にご案内致します。
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注意事項

資料の有効期限
・広告掲載料⾦は毎⽉⾒直し致します。本資料は最新の資料がリリースされるまでは有効です。
・有効期間内でも商品内容の改訂、 商品の廃⽌などを⾏う場合があります。

広告クリエイティブについて

・下記の表現を含んだ広告の掲載はお断りします。なお、これ以外にもユーザーからのクレームが懸念される場合は掲載をお断りすることや、広告表現の修正
をお願いする場合がございます。
•  ユーザーに不快感を抱かせる広告表現
•  コンテンツと混同する可能性があるまぎらわしい広告表現
•  バナー商品におけるテキストリンクのような広告表現
•  誇⼤表現のおそれがある広告表現
•  法律で禁⽌されている⾏為を連想させるような広告表現

⼊稿締切について
・広告原稿の⼊稿および差し替えについては、広告掲載開始⽇3営業⽇前の18時までとさせていただきます。
・なお、年末年始、⼤型連休などの期間は、事前に告知した上で、⼊稿締切⽇を繰り上げさせていただく場合があります。

掲載期間・掲載開始・掲載終了時間について
・掲載期間は最⼤6ヶ⽉間ご購⼊頂き掲載頂く事ができます。ご購⼊頂いている期間に費⽤が改定してもご購⼊時の費⽤のまま掲載頂けます。
・⼟⽇、祝⽇の掲載開始、差し替えは不可となります。
・契約およびバナー変更による掲載開始初⽇は、午後14時を広告開始時間とし、同⽇午後16時までを掲載確認時間としております。掲載確認時間内の掲載不
良については補填設置の対象外となりますので、予めご了承下さい。
・掲載終了は掲載終了⽇の午前中となります。

キャンセル規定について
・正式申し込み後のキャンセルについては、下記の通りキャンセル料を申し受けます。
※掲載開始⽇10営業⽇前〜6営業⽇前：料⾦の50% 掲載開始⽇5営業⽇前〜当⽇：料⾦の100%

・バナー広告のファイル形式はjpg,gif,pngのいずれかでご⼊稿頂きます様お願い致します。

16

※掲載開始後のキャンセルはお受けできません。
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広告掲載基準について

以下に該当する広告は判断される広告は掲載できかねますのでご了承ください。

・法律、政令、省令、条約、業界規制などに違反、もしくはその恐れのあるもの。
・責任の所在があきらかでないと判断されるもの。
・内容及び、その⽬的が不明確なもの。
・広告内容に虚偽や不当・誇⼤表⽰があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの。
・公正・客観的な根拠なく、最⼤級・絶対的な表現を使⽤しているもの。
・公序良俗に反する表現内容のあるもの。
・個⼈、団体の⽒名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を許可無く利⽤し、無体財産を侵害するもの。
・⼈種・信条・性別・職業・境遇などによる差物的な表現が含まれるもの。
・医療、医薬品、化粧品において、効能、効果、性能などが厚⽣省の承認した範囲を逸脱したもの。
・宗教信仰による布教活動・寄付⾦募集を⽬的とするもの。
・マスコミ報道などにより問題視されているサービス及び業種のもの。
・以下のような不都合により、消費者に困惑を与える場合には掲載を中⽌します。
・弊社と競合する会社、サービスの広告。
・その他、弊社が不適切と判断したもの。

※お申込いただく掲載可否権は弊社に属します。
※広告料⾦・メニューに関しては弊社の都合により変更の可能性がございますのでご了承ください。
※上記規定は⼀部となり、案件ごとによるご確認をお願いいたします。

競合調整について
・弊社では競合調整を⾏いませんのでご了承ください。

17
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Buzip広告出稿お申込書

FAX：03-5259-5332 Mail: cs@d-nuo.co.jp 18

こちらのページを印刷してご記⼊の上FAXまたはメールで送信して下さい

会社名：

ご担当者様名：

メールアドレス：

電話番号：

希望広告枠： 都道府県⼜は地域 枠名

希望掲載期間： 〜年 ⽉ ⽇ ヶ⽉間

FAX番号：

その他ご質問・ご要望等：

※お申込み内容を確認しBuzip運営事務局より広告枠の空き状況や料⾦をご案内致します。
※お申込みを頂いた時点でP16,17の注意事項及び広告掲載基準に同意頂いた事になりますのでご了承ください

複数枠の掲載をご希望の場合は上記と同じ内容をこちらにご記⼊下さい
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広告出稿に関するお問い合わせ

株式会社ディーノシステム Buzip運営事務局

TEL：03-5259-5330
Mail: cs@d-nuo.co.jp
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