D2C Performance Ads
商品リスト広告『D2C PLA』
説明資料
2017.01

D2C PLA（Product Listing Ads）
商品フィードの連携により商品画像つきのフォーマットで検索連動広告を配信
「ｄメニュー」のショッピング検索結果・ウェブ検索結果に掲載されます
広告掲載面
（ショッピング検索結果）
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商品フィードの連携のみで
検索連動広告を掲載
商品画像つきのクリエイティブを
自動生成
他社フィードも流用可能
簡単に広告掲載を開始
配信デバイス

スマートフォン端末
•

掲載面

最低入札単価
※「dメニュー」は 株式会社ＮＴＴドコモの
登録商標です。

配信フォーマット

※イメージは実際の画面とは異なります。
また、予告なく大幅にイメージが変更
になる場合があります。

キーワード

オプション機能

NEW

dメニューウェブ検索面にも
掲載されます（一部トラフィックのみ）

spモード契約者数

dメニュー各検索結果
ショッピング検索/
ウェブ検索 （※DSNの配信が優先されます）

9円
商品サムネイル画像＋テキスト
（商品フィードより自動生成）
商品フィードより自動生成
もしくは D2Cにて判別
•
•
•
•

OS指定
コンバージョン計測
曜日/時間帯指定配信
除外キーワード設定

3,381万 (2016年9月)
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商品リスト広告『D2C PLA(Product Listing Ads)』とは
・商品画像・名前・価格・サイト名などの情報を
「dmenu」の「ショッピング検索」結果ページに表示することができる広告商品です
・商品データベース(フィードデータ)の入稿により、自動的に広告が生成される仕組みとなっているため、
キーワードの登録は必要ありません。手間をかけずに広告を配信できます

【掲載までの流れ】
商品DB

データ取得

検索キーワードに応じた
商品を返す

D2C
広告配信
サーバ

関連キーワードを検索

その他連携メディア
dmenuのショッピング検索結果⾯ 他
連携メディアへ掲載
(※順次拡大予定)

2

『D2C PLA』セールスポイント
ポイント① 従来の検索連動型広告に⽐べ設定が簡単
■ 商品フィードデータ内の情報を活用し、自動的に広告を生成します
■ キーワード / 広告文の設定が不要です

ポイント② 商品画像を用いた視認性の高い広告フォーマット
■ テキスト広告と比較して高い広告効果(CTR/コンバージョン率の向上)が期待できます
■ 広告フォーマット上に商品情報を直接掲載する為、購買意欲の高いユーザによるクリックが期待できます

ポイント③ スマートフォンに特化した配信面
■ NTTドコモが提供するdmenuショッピングの検索結果⾯を中⼼に、スマートフォンへの広告掲載に特化しています
■ モバイルからのアクセス率が高い広告主様(EC事業者 等)にとって、
多数の商品をスマートフォンの掲載⾯に掲出する商品リスト広告は相性の良い広告商品です

NEW

•

TOPICS
dメニュー「ウェブ検索⾯」への配信開始が開始されました！
掲載ボリュームの⼤幅な増加が⾒込めます
•
•

DSN（通常テキスト広告）の配信在庫に続いてPLAが配信されます
一部トラフィックのみの配信となります（順次拡大予定）
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掲載開始までのフロー
※

広告会社様・広告主様での作業

D2C作業

1.PLAアカウント申請

管理画⾯から広告主様サイト情報を⼊⼒し新規申請を⾏ってください
弊社取扱商品(D2C Performance Ads 等)にて既にアカウントをお持ちの広告主様でも
D2C PLA掲載にあたって別途アカウント申請が必要です

2.企業審査

※メインの取り扱い商材が以下の場合は掲載をお断りしています
・医薬品、医薬部外品 ・化粧品、薬用化粧品 ・医療機器、健康器具、美容雑貨 ・健康食品 ・デジタルコンテンツ

3.PLAアカウント開設

審査の結果、承認されたサイトには広告主サイトアカウントが発⾏され、
フィードデータをアップロードする為の必要情報(ID/PASS等)をお知らせいたします
1アカウントあたりの商品登録上限は200,000商品までです
それ以上の商品登録が必要な場合はアカウントの追加開設が必要です

4.フィードデータ入稿

[3.PLAアカウント開設] にてお伝えする必要情報を用いてアップロード画面よりご入稿ください
※必要に応じて掲載前の一定期間にてフィード内容の確認を致します

5.サイト・クリエイティブ審査

⼊稿されたフィードデータをもとに審査を⾏います

6.掲載

既に広告掲載されているクリエイティブ、キーワードも随時審査によって掲載を停止する場合があります
管理画⾯上では、広告の掲載状況、予算消化状況を確認頂けます

7.各種運用対応

必要に応じて管理画⾯上にて⼊札価格の変更などご対応ください

8.レポーティング

管理画⾯上で、前⽇までのレポートを随時確認できます
サイト全体の実績を⾒る場合は「アカウントレポート」、商品別の実績を⾒る場合は「広告グループレポート」をご確認ください

9.ご請求

掲載報告書および請求書は管理画⾯よりダウンロード可能です
掲載⽉の翌⽉上旬に期間中のクリック数に応じた料⾦についての請求書を発⾏いたします
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導入スケジュール
申請〜配信開始までの目安は、7〜9営業⽇程度となります
※あくまでも目安の為、状況によって必要営業日数は変動いたします

必要営業日数（目安）
担当社
代理店様

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

作業項目
1.PLAアカウント申請

D2C

2.企業審査

D2C

3.PLAアカウント開設

代理店様

4.フィードデータ入稿

D2C

5.サイト・クリエイティブ審査

D2C

6.配信設定、掲載開始
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PLAアカウント申請方法
■ 1.PLAアカウント申請
①D2C Performance Ads System（管理画⾯）に
ログインし、「アカウント管理」タブより「アカウント申請」を選択

②必要項目を記入(メニュー選択時にPLAを選択)

③登録内容確認後、申請ボタンを押せば申請対応は終了
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フィードデータ入稿方法
■ 2.企業審査
・ 申請(※前頁参照)されたアカウント情報をもとにD2Cにて企業審査を⾏います
※メインの取り扱い商材が以下の場合は掲載をお断りしています
・医薬品、医薬部外品 ・化粧品、薬用化粧品 ・医療機器、健康器具、美容雑貨
・健康食品 ・デジタルコンテンツ

■ 3.PLAアカウント開設(D2Cからお知らせする情報)
1. FTPサーバホスト名
2. アカウント名
3. パスワード
4. アップロード先ディレクトリ
5. アップロードファイル名
※上記お伝えするタイミングにて広告クリエイティブ上に表示する
サイト名を確認致します

■ 4.フィードデータ入稿
・ 上記FTPサーバにアクセスしデータをアップロード

※事前にフィードのサンプルをお送り頂く場合が御座います
※FTPサーバへの入稿はFTPクライアントソフトを活用ください
例)Cyberduck、WinSCP 等
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フィードデータ
■ フィードデータサンプル（⾚字は⼊⼒必須項目）※詳細別紙参照
produc
ima ge
t_condi a vailability price
_link
tion

id

title

descrip
category
tion

AA000001
AA000002
AA000003
AA000004
AA000005
AA000006
AA000007
AA000008
AA000009
AA000010
AA000011

Simple music nano 16GB シルバー AF480J/A
Simple music nano 16GB ブルー AF433J/A
Simple music nano 16GB パープル AF439J/A
Simple music shuﬄe 2GB シルバー AF338J/A
Simple music shuﬄe 2GB ブルー AF335J/A
Simple music shuﬄe 2GB パープル AF333J/A
Simple music touch 32GB ブルー AF313J/A
Simple music touch 32GB ピンク MC903J/A
Simple music touch 64GB ピンク MC904J/A
D2Clothes/ベーシックネックツイストワンピース
D2Clothes/チェック綿ワンピース

クレジットカードほどのサイズに写真、ビデオなどを楽しめるディスプレイを搭載
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3LYY4?ref_=zg_bs_140474011_13
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/044/51001AC-682_1.jpg'
new
in_stock
17315
16000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
クレジットカードほどのサイズに写真、ビデオなどを楽しめるディスプレイを搭載
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3LYY4?ref_=zg_bs_140474011_13
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/044/51001AC-682_1.jpg'
new
in_stock
17315
16000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
クレジットカードほどのサイズに写真、ビデオなどを楽しめるディスプレイを搭載
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3LYY4?ref_=zg_bs_140474011_13
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/044/51001AC-682_1.jpg'
new
in_stock
17315
16000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
耐久性のある、洗練されたデザインのミュージックプレイヤー
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3M9M0?ref_=zg_bs_140474011_18
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/189/51001AC-683_3.jpg'
new
in_stock
5662
5000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
耐久性のある、洗練されたデザインのミュージックプレイヤー
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3M9M0?ref_=zg_bs_140474011_18
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/189/51001AC-683_3.jpg'
new
in_stock
5662
5000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
耐久性のある、洗練されたデザインのミュージックプレイヤー
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3M9M0?ref_=zg_bs_140474011_18
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/189/51001AC-683_3.jpg'
new
in_stock
5662
5000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
スリムで軽量、あらゆるものが⽬を⾒張る美しさに。
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3M89Y?ref_=zg_bs_140474011_20
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/071/51001AQ-623_3.jpg'
new
in_stock
25999
21000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
スリムで軽量、あらゆるものが⽬を⾒張る美しさに。
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3M89Y?ref_=zg_bs_140474011_20
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/53001/512/030/53001AT-570_Y13.jpg'
new
in_stock
25999
21000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
スリムで軽量、あらゆるものが⽬を⾒張る美しさに。
家電・PC・AV機器>AV機器>ポータブルオーディオ
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B009A3M89Y?ref_=zg_bs_140474011_20
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/53001/512/030/53001AT-570_Y13.jpg'
new
in_stock
35800
35000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
Simple
体型カバーもできるショートパンツもセットになっています
レディースファッション>ワンピース>ロング
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B00FF0708U?ref_=zg_bs_140474011_15
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/001/51001AN-131_1.jpg'
new
in_stock
6800
6000 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
D2Clothes
上品なチェック柄のワンピースでシチュエーションを選びません
レディースファッション>ワンピース>⻑袖
http://www.d2c.co.jp/gp/product/B00FF0708U?ref_=zg_bs_140474011_15
http://www.d2c.co.jp/cmdty/img/51001/512/001/51001AN-131_1.jpg'
new
in_stock
10290
9800 2013-05-01T13:00-0800/2013-05-11T15:30-0800
D2Clothes

第1カテゴリを除く各ワードを
キーワードとして自動登録します

link

sale_price sale_term brand

リンク先URL
画像URL

■ 掲載イメージ
D2Clothes / ベーシックネックツイストワ
ンピース
e fashion (サイト名)

¥6,800

[PR]

※フィードデータは『D2C PLA』⽤のフィードフォーマットに従ってタブ区切りテキストにて⼊⼒ください
アップロードファイル名はアカウント開設時にD2Cにて指定します
※「Googleショッピング広告」「spモード商品検索サービス」に出稿実績のある広告主様につきましてはフィードデータの変換サポートも⾏いますので⼀度ご相談ください
※その他フィードデータ記入に関する詳細確認事項は別紙「フィード仕様」をご参照ください
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入稿データに関する主な注意事項
１）１アカウントあたりの商品登録数上限は200,000点です
・200,000点を超える商品の掲載を希望される場合はアカウントの追加開設が必要となります
アカウントの追加を希望される際には⼀度ご相談ください

２）1キャンペーンあたりの上限商品点数は10,000点です
・10,000点を超える場合はキャンペーンが自動生成されます(PLA レディースファッション-2 etc)

３）１日あたりのキャンペーン予算が自動で設定されます
・初期値：1,000円/1キャンペーン/日

４）特に指定しない場合(※)、キャンペーン名はCategoryカラムの第1階層を参照し自動設定します
例）title
category

:D2Clothes/チェック綿ワンピース
:レディースファッション>ワンピース>⻑袖

(※)フィードフォーマット内「campaign_name」欄に記載が無い場合

キャンペーン名:PLAレディースファッション‐1

５）設定キーワードはフィードデータより自動抽出します
・代理店様にて個別にキーワードを設定したい場合はD2C Performance Ads System(管理画⾯)上にて手動で追記可能です
・次回更新時にフィードデータを更新すると手動追記キーワードのみ一時停止ステータスとなります

６）フィードフォーマットの price 欄は税込表記となります
・リンク先で税抜表記を採⽤している広告主様の場合、消費税率を換算し税込⾦額を⼊⼒ください
また、リンク先ページに税抜表示である事を明記ください(消費税転嫁対策特別措置法参照)

７）更新反映期間については保証しておりません
基本的にはD2Cにて⼊稿対応を⾏った翌日に管理画⾯に⾃動反映されます
・フィードデータ更新時、既存キャンペーンに内包される商品については当日反映いたします
・キャンペーンが新規作成される場合に限り、翌日反映いたします ※上記 2)の場合は新規作成されたキャンペーンに含まれる商品のみ翌日反映となります
・更新フィード点数が多い場合は反映⽇が遅れる可能性がございます
・⼟⽇祝につきましては更新対応は⾏っておりません。

８）入稿された『⾒出し』『説明文』『表示URL』『リンク先URL』『キーワード』は変更しないでください
・⼊⼒データに従って広告掲載を⾏いますので、変更された場合は広告が表⽰されない場合がございます

９）FTPサーバへフィードデータをアップロードする際は毎回同じファイル名で入稿し、アップロードした旨を lis-marke@d2c.co.jp までご一報ください
・初回入稿時に限り、広告クリエイティブに反映する希望サイト名をご教示ください

※その他入稿に関する質問・お問い合わせは『 lis-marke@d2c.co.jp 』までお願いいたします
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利⽤規約
D2C Performance Ads利用規約
利用者は、株式会社D2C（以下、「D2C」という）が運営するクリック課金型リスティング広告配信サービス「D2C
Performance Ads」を利用し、D2Cが取り扱う広告表示スペースへ広告を掲載するに際し、以下の通りD2C
Performance Ads利用規約（以下、「本規約」という）に同意し、各条項を遵守するものとする。
第１条（本規約の目的）
本規約は、広告会社または広告主が本システムを利用しD2C Performance Adsに広告を掲載する際の基本的
合意事項と諸条件とを明らかにし、D2Cと広告会社および広告主との間の業務が円滑に執り行えるようにするこ
とを目的とする。
第２条（本規約の運用）
1.
本規約は、利用者が本サービスを利用するに際し、利用者とD2Cとの間の一切の関係に適用されるものと
する。
2.
利用者は、本サービスの利用に際し、本規約に同意することが必要であり、本サービスの利用を開始した
場合、本規約に同意しているものとみなす。
3.
本規約は、本サービスの利用に際して発行される各種IDが、全て削除された場合に終了するものとする。
4.
本規約の各条の見出しは便宜上のものであり、本規約の解釈に影響を及ぼさないものとする。
5.
本規約と本サービスの利用に関連して個別に締結する契約の内容が異なる場合は、個別の契約の規定
が本規約に優先して適用されるものとする。
6.
D2Cは、本規約を随時変更することができるものとする。変更後の本規約は、利用者の管理画面への掲
載、もしくは電子メールによる送信、その他D2Cが適当と認める方法により利用者に通知し、通知後は、変
更後の本規約により本サービスの利用を提供するものとする。なお、本規約の変更後、利用者が本サー
ビスを利用した場合、利用者は変更後の本規約の内容について承諾したものとみなす。
第３条（定義）
1.
本サービスにおいて使用される用語の意味は、以下の通りとする。
2.
「本サービス」とは、D2Cが運営、提供するクリック課金型リスティング広告配信サービス「D2C
Performance Ads」のことをいう。
3.
「本システム」とは、D2Cが本サービスの利用者に対して提供する、広告掲載の申込および条件設定、管
理、確認を行う、D2Cが用意する広告掲載、管理用インターフェース、プログラム（効果測定用タグ、ウェブ
ビーコンなどを含むが、これに限らない）のことをいう。
4.
「利用者」とは、本規約に同意し、本サービスを利用する広告会社または広告主をいう。
5.
「契約会社」とは、利用者のうち、D2CよりIDを発行され、本システムを利用してD2Cと直接的に広告取引を
行う広告会社または広告主をいう。
6.
「取引会社」とは、利用者のうち、契約会社など他の利用者よりIDを発行され、本システムを利用する広告
会社または広告主を言う。
7.
「広告掲載箇所」とは、D2C自らまたは第三者によって運営される、ウェブサイト、アプリケーションおよびこ
れらに類似したサービス上に設けられた広告表示のスペースをいう。
8.
「ユーザー」とは、携帯電話などの端末機器を使用し、インターネット、その他の通信手段を通じて広告掲
載箇所が設けられたウェブサイト、アプリケーション等のサービスを利用する者をいう。
9.
「クリック数」とは、ユーザーが広告をクリックした回数をいい、D2Cが指定するサーバによって算出される
ものとする。
10. 「クリック単価」とは、１クリックあたりの単価をいう。
11. 「入札方式」とは、D2Cの定める各広告主の広告の掲載位置およびクリックが発生した際の課金額を決定
する方式をいう。
12. 「業務責任者ID」とは、業務責任者を識別するための符号をいう。
13. 「業務担当者ID」とは、業務担当者を識別するための符号をいう。
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「閲覧者ID」とは、閲覧者を識別するための符号をいう。
「取引会社ID」とは、利用者から取引会社に対して発行される、業務責任者ID、業務担当者ID、閲覧者IDの総称
をいう。

第４条（本サービスの利用条件）
1.
利用者は、D2Cが用意する管理画面を用いて、入札方式に従い、自己の判断と責任において本サービスを利用
することを確認する。
2.
利用者は、個別の広告（以下、「本件広告」という）および本件広告からのリンク先、本件広告に関連して利用者
が入札するキーワード（以下、「キーワード」という）に関し、一切の責任を負担するものとし、次に定める事項を保
証するものする。
①
本件広告の内容（見出し、説明文およびデザイン、キーワード等を含み、以下同様とする）およびリン
ク先の内容が第三者（第７条に定める「提携先」を含み、以下同様とする）の著作権、商標権、産業
財産権、パブリシティ権、プライバシー権、その他一切の権利を侵害していないこと、および第三者
の権利のすべてにつき権利処理が完了していること
②
本件広告の内容およびリンク先の内容が薬事法、不当景品類および不当表示防止法、その他一切
の関連法令に抵触していないこと
③
本件広告の内容やリンク先の内容が利用者によって適切に管理されており、D2Cが広告掲載を行う
にあたり支障が生じないこと
④
本件広告の内容およびリンク先の内容が正確かつ最新の記載であり、かつユーザーに混乱を生じさ
せたり、コンピュータウィルスや虚偽の内容を含んだり、相互に無関係な内容となっていたりしないこ
と
⑤
本件広告のキーワードが、当該本件広告またはリンク先の内容、目的、テーマと明確かつ直接的な
関連性があること、その他D2Cの定めるキーワードに関するガイドライン、運用方針に抵触していな
いこと。なお、キーワード、広告、リンク先の内容の関連性の有無はD2Cの判断によるものとする。
⑥
本件広告のリンク先がデッドリンクになっていないこと
⑦
本件広告の内容およびリンク先の内容が公序良俗に反し、またはD2Cや第三者を誹謗中傷する内
容、名誉を毀損する内容を含まないこと
⑧
前各号のほか、本件広告の内容、形式またはリンク先の内容がD2Cの定める「D2C Performance
Ads掲載ガイドライン」、広告審査基準またはこれらに付帯する規則、ガイドライン等（総称して以下、
「掲載ガイドライン等」という）に抵触していないこと
・D2C Performance Ads掲載ガイドライン：http://listing-ads.d2c.ne.jp/support/editorial
3.
利用者は、広告掲載箇所の一部または全部のスペースに第三者が運営する広告商品が掲載される可能性があ
ることを了承するものとする。
4.
第三者からD2Cに対し、本件広告またはリンク先の内容に起因して損害を被ったという請求がなされた場合は、
利用者は、自社の責任および負担において解決するものとする。ただし、当該損害がD2Cの責に帰すべき事由
に起因する場合はこの限りではない。
5.
利用者は、本サービスからの遷移先たる広告主のサイトにおいて、一般利用者の個人情報（「個人情報」とは、広
告枠に掲載された広告を通じて利用者が直接・間接を問わず取得した、第三者（個人および法人）の名称・住所・
電話番号・電子メールアドレス、性別・年齢・生年月日・職業・クレジットカード番号・各種会員番号・各種IDをはじ
めとする、第三者の属性に関する一切の情報をいう）を収集する場合、これに対する不正アクセス、盗聴、データ
の改ざん等を防止するために必要な技術的措置（ＳＳＬ通信・サーバの要塞化等）を講じるものとする。
6.
利用者は、本サービスに関連してユーザーまたはその他関連する第三者が何らかの問い合わせまたは苦情等
があった場合は、掲載終了後であっても、その対応を行うものとする。なお、利用者は当該対応についてD2Cに
対し、何ら損害を与えないことを保証し、万一D2Cが損害を被った場合には、当該損害について賠償するものと
する。
第５条（掲載停止）
D2Cは、広告掲載契約が成立した後または広告の掲載が開始された後においても広告内容やリンク先の内容が不適
切であるとD2CもしくはD2Cに広告の掲載場所を提供する提携先（以下、「提携先」という）が判断した場合、利用者に対
して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく当該本件広告の掲載を直ちに停止、中断、終
了させることができるものとする。
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第６条（サービスの停止）
本サービスの提供にあたって、D2Cが中断または中止もしくはサービス内容を変更する必要があると判断した場
合、D2Cは利用者への通知を要することなく本サービス提供を中断または中止もしくは変更することがあるもの
とし、D2Cがかかる事由に対し何等責任を負わないことを承諾する。なお、この場合においても、契約会社は当
該月にクリックされた回数に応じた課金額を滞りなく支払うものとする。
第７条（D2Cの責任の制限）
1.
D2Cは、次に定める事項について、何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとする。
①
本件広告やリンク先に関して、提携先、D2Cのウェブサイト、アプリケーションのユーザー、リン
ク先のユーザーまたはD2Cの代理店などを含む一切の第三者が行う一切の行為（その方法
や意図、その他事由の如何を問わず本件広告やリンク先への不正なクリック、閲覧、アクセス
などを含む）
②
本件広告およびリンク先（これらの内容および表示する端末機器やブラウザへの対応などの
技術的側面、ならびにD2Cの指示によるか否かを問わず、各種プログラムの導入、効果測定
タグの貼付など、変更、加工、調整された場合を含む）
③
D2Cから利用者への一切の提供物、貸与物（D2Cから利用者へ提供された指示、アドバイス、
提案、予測、その他の一切の情報を含む）およびこれらを利用した結果
④
本件広告が掲載されるD2Cおよび提携先のウェブサイトまたはアプリケーションに関し、その
内容（正確性や違法性、本件広告との関連性などを含む）、掲載場所、品質、その他一切の
事項（D2Cまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションによっては、利用者が入稿した本件
広告の内容の一部が表示されない場合がある）
⑤
本件広告がD2Cまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションに掲載されること、および特
定のウェブサイトやアプリケーション、特定の掲載場所、特定の順位にて掲載されること（D2C
または提携先による広告配信テストによって、本件広告の掲載に影響を与えた場合を含む）
⑥
本件広告に関してD2Cから提供される広告の表示回数・クリック数・クリック単価などの全ての
数値、本件広告の効果、広告のマッチング機能（行動ターゲティングや地域ターゲティングな
どを含む）の精度および予算管理機能の精度
2.
3.

4.

5.

6.

D2Cは本件広告の掲載にあたって連続した期間で広告が掲載されることを保証するものではないものとす
る。
広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わずD2Cが利用者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を
負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機
会の損失などを含む、特別の事情による損害については、D2Cは、事前にその損害が発生するおそれが
ある旨通知されていたか否かにかかわらず、その責を負わないものとする。なお、D2Cによる賠償額の総
額は、その請求時より過去6 ヶ月間に、該当する本件広告にかかる広告掲載契約に基づき利用者が実際
に支払った広告料金を上限とする。
本件広告の広告料金の予算管理機能については、実際に発生する広告料金が予算金額を超過する場合
があり、当該超過金額についても支払義務を有すること、およびD2Cが予算管理に対し何ら責任を負わな
いことを、利用者は予め承諾するものとする。なお、ユーザーによる検索数や閲覧数およびクリック数は予
測が困難であり、管理画面に表示される予算消化予定日と実際の予算消化日には差異が生じる可能性
があること、およびクリック単価を高額に設定しているような場合、本件広告の掲載の一時的な増加によっ
て、設定された予算金額を超過する可能性が高くなることを、利用者は予め承知するものとする。
利用者は、D2Cが本件広告の掲載順位の決定方法として、D2C独自のアルゴリズムによって掲載順位を
決定する方式を採用しており、入札されたクリック単価の上限のみによって掲載順位が決定されるとは限
らないことを予め承諾し、D2Cに掲載順位や決定方法等について何ら異議を申し立てず、また何ら責任を
問えないものとする。なお、D2Cは、当該掲載順位決定方式の内容について一切開示せず、利用者から
の問い合わせに対して回答する義務を負わないものとする。
利用者は、本件広告の掲載条件の設定（掲載の開始および停止の設定を含む）、変更、追加について、
D2Cの広告掲載システムに直ちに反映されるものではないこと、および当該反映までは従前の掲載条件
がなお有効であることを予め承諾するものとする。

7.

8.

9.

利用者は、発行された各種IDについて、長期間継続して本件広告に関する広告料金の請求が発生しない場合、
当該IDを削除される場合があることを予め承諾するものとする。その他D2Cの判断により、広告掲載の実績有無
に関わらず、当該IDを削除することできるものとする。
D2Cは、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、広告掲載箇所について追加または削除するなど
の変更、および既に広告掲載のある広告掲載箇所においても掲出位置、意匠または掲出方法等の変更を行うこ
とができる。D2Cは、これら変更によって生じたクリックについても利用者の承諾を得ることなく課金および請求す
る権利を有するものとする。
前項の各事由が生じた場合といえども、適切に配信された広告掲載については、D2Cにその費用を請求する権
利がそのまま留保されるものとする。

第８条（クリック数および時刻の根拠）
本サービスにおいて、D2Cが指定するサーバが算出したクリック数と時刻が利用者または第三者が指定するサーバが
算出した数値と相違が生じた場合には、D2Cが指定するサーバが算出した数値が正当であるものとし、利用者はそれ
を予め承諾するものとする。
第９条（データの収集）
1.
D2Cが本件広告の掲載に伴い収集した全てのデータ、情報（配信情報、ログ情報、クッキー情報等を含み、以下
「本件データ」という）に関する一切の権利は、D2Cに帰属するものとし、D2Cは、自らの裁量により、利用者に対
して、本件データの集計結果を提供するものとする。利用者は、本件データの集計結果を自己の広告効果を分
析する目的の範囲で使用することができるものとする。なお、利用者は、当該集計結果をD2Cの秘密情報として
適切に取り扱うものとする。
2.
利用者は、ユーザーの利用状況を測定するために、自らのリンク先などに、D2CまたはD2Cが指定する第三者よ
り提供されたウェブビーコンなどのコードを埋め込む場合、利用者の費用と責任において、当該リンク先を訪れる
ユーザーに対し、以下の事項を表明するものとする（利用者のプライバシーポリシーへの記載を含む）。
①
利用者のリンク先にD2CまたはD2Cが指定する第三者のウェブビーコンが設置されること
②
D2Cは利用者に個人情報を提供しないこと（統計資料にて提供されること）
第１０条（本システムの利用）
1.
本システムの利用にあたって必要な機器、通信手段等は利用者の責任において用意する。利用者はそれらが本
システムの各種機器・機能を妨害、破壊、制限する恐れがないよう適切に管理することとする。
2.
本システムの利用に必要な各種ID、その他本システムを利用するための一切の情報の管理は、利用者の責任
において行なうものとし、万が一、ID等を紛失、漏洩した場合には直ちにD2Cに報告するものとする。ID等を紛失、
漏洩したことにより生じた損害については、全て利用者の負担とする。
3.
本システムの利用は、利用者自らの責任において行うものとする。利用によって生じた一切の損害および逸失利
益について、D2Cは一切の賠償責任を負わない。
4.
利用者は本システムの利用にあたり、本システムの各種機器・機能を妨害、破壊、制限するような行為を行って
はならない。利用に起因しD2Cに損害が発生した場合、利用者は当該損害のすべてを賠償することとする。
5.
D2Cは、利用者のIDが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該利用者を真正な利
用者とみなし、それが盗用、不正使用その他の事情が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
第１１条（契約会社の利用）
1.
契約会社は、自己の従業員のうち、本サービスの利用責任者として業務責任者を選任する。業務責任者は、本
システムの利用に際し、次の各号に定める権限を有するものとする。
①
D2C Performance Adsへの入稿・入札
②
レポートおよび請求の閲覧
③
契約会社情報の登録または変更
④
業務担当者の選任および業務担当者IDの発行
⑤
閲覧者の選任および閲覧者IDの発行
⑥
取引会社に対する業務責任者ID、業務担当者IDおよび閲覧者IDの発行
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2.

3.

4.

契約会社の従業員のうち、本システムを利用して業務を遂行する者を業務担当者とする。業務担当者は、
本システムの利用に際し、次の各号に定める権限を有するものとする。
①
D2C Performance Adsへの入稿・入札
②
レポートおよび請求の閲覧
契約会社の従業員のうち、本システムを利用するにあたり、契約会社の管理画面を閲覧する必要がある
者を閲覧者とする。閲覧者は、閲覧者IDで許諾された範囲に限り、本システムにおける契約会社の管理
画面内を閲覧できるものとする。
契約会社は、業務責任者・業務担当者・閲覧者に対して、各個人に個別に付与されるIDを使用させるとと
もに、各種IDの発行等、その他前三項に定める権限の行使について、必要最小限の範囲にとどめさせる
ことを保証する。

第１２条（利用登録等）
1.
契約会社は、本システムの利用に先立って本システムの利用登録を行うものとする。利用登録について
は、D2C指定の手順に則り、登録するものとする。D2Cは利用登録の申請を受け、契約会社に業務責任者
IDを発行する。
2.
業務責任者は、新たにIDを発行する場合、本システムを用いてID発行に必要な情報（個人情報を含む）の
登録を行うものとする。本システムは当該登録の申請を受け、自動的に新規IDを発行する。
3.
契約会社は、登録事項に変更があった場合、D2Cが指定する手順に従い、速やかに変更手続を行うもの
とする。
4.
契約会社は、D2Cから、登録事項の確認、証明のための資料の提出を求められた場合にはD2Cが定める
期間内にこれに応じるものとする。
第１３条（取引会社の利用）
1.
広告会社または広告主の個別の広告に関する広告掲載の申込等を行うにあたり、利用者は、当該広告
会社または広告主を取引会社として、取引会社IDを発行することができる。この際、利用者は自己の責任
で、当該広告掲載に関連する取引会社に、取引会社IDを使用させるものとする。
2.
前項の定めに従い、利用者は、当該広告掲載の申込等を行う広告会社または広告主を取引会社として、
取引会社IDを発行するに際し、取引会社に本規約の規定を遵守させることを保証し、D2Cが何等かの損
害を被った場合、当該利用者はD2Cに対して、当該取引会社と連帯して損害賠償責任を負うものとする。
第１４条（利用料金・支払）
1.
契約会社は、本システムを含む本サービスの利用料金およびこの支払方法について、別途D2Cが定める
内容に従い、支払いを行うものとする。
2.
取引会社は、別途広告掲載契約を締結する契約会社または他の取引会社との間での定めに従い、本シ
ステムを含む本サービスの利用料金を支払うものとする。
第１５条（通知・連絡方法）
D2Cからの利用者に対する本サービスに関する通知・連絡その他の通知は、原則として管理画面を通してなさ
れるものとする。但し、契約会社は、必要に応じてD2Cから契約会社に対し、契約会社が登録した電子メールア
ドレス宛または住所、電話番号になされることを了承するものとする。
第１６条（利用者の不承諾等）
D2Cは、次の各号の何れか一の事由が認められると判断した場合、事前の通知なしに、利用者に対し本システ
ムの全部または一部の利用停止、ID等の取り消し、その他D2Cが必要と判断する措置を講じることができるもの
とし、利用者はこれに対して一切異議を申し立てないものとする。また、利用者はこれにより損害または不利益
を被ったとしても、D2Cに対して賠償請求その他一切の請求をおこなわないものとする。
①
本規約に違反した場合
②
利用者への連絡が困難である場合、またはD2Cからの照会、資料提出等の要請に対して速
やかに対処しないとき
③
その他、本システムを利用することをD2Cが不適切と判断したとき

第１７条（本システムの中断・停止）
1.
D2Cは、次の各号の何れか一に該当する場合、事前に利用者に通知することなく、本システムの提供を中断・
停止できるものとする。
①
システムの保守・点検を実施する場合
②
本サービス用設備等に障害が発生した場合
③
第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合
④
伝送路設備・伝送交換設備・付帯設備を設置し、利用者の用に供する電気通信事業者が、電気
通信役務の提供を停止することにより、D2Cが本サービスの提供を行うことが困難になった場合
⑤
停電、通信回線の事故、天災、火災、騒乱等の不可抗力により、本サービスを提供できない場合
2.
前項に基づく本システムの提供中断の後、本システムが復旧した場合、D2Cは、利用者に通知することなく、
いつでも本システムの提供を再開することができる。
3.
D2Cは、前二項の措置に関連して、利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わないものと
する。
第１８条（本サービスの変更および廃止）
1.
D2Cは、本サービスの内容、本システムの仕様等について、利用者に対する事前の通知なく、変更することが
できるものとする。
2.
D2Cは、次の各号の何れか一に該当する場合、本サービスを廃止できるものとし、廃止日をもって本規約およ
びこれに関連する契約の全部または一部を解約できるものとする。
①
廃止日の事前に契約会社に通知した場合
②
天災地変等、不可抗力により本サービスを提供できない場合
3.
前二項により、利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わないものとする。
第１９条（守秘義務）
利用者は、本規約の有効期間中はもとより期間終了後も、本規約または本件広告の掲載に関して知り得たD2Cの
秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩し、また広告掲載契約の履行以外の目的に保存、使用してはならないものと
する。ただし、広告会社は、自社で取り扱った広告の掲載実績に関するデータに関して、効果を報告する目的に限り、
広告の掲載実績に関するデータを広告主に開示することができるものとする。
第２０条（個人情報の取り扱い）
D2Cは、本サービスから知り得た個人情報を、D2Cの定めるプライバシーポリシー（http://www.d2c.co.jp/policy/）に
基づき、適正に管理し使用する。
第２１条（禁止事項等）
1.
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号の何れかに該当する行為を行ってはならないものとする。
利用者がこれらの行為をおこなったとD2Cが判断した場合、D2Cは、当該利用者に対する事前の通知なしに、
当該利用者による本サービスの全部または一部の利用停止、各種IDの取り消し、損害賠償請求、その他D2C
が必要と判断する措置を講じることができるものとする。
①
本規約等に違反する行為
②
真に入札する意思がないにも関わらず、入札をおこなう行為
③
他の利用者、第三者またはD2Cの財産、名誉、信用、プライバシーもしくは著作権、パブリシ
ティー権、商標権その他の権利を侵害する行為、侵害を助長する行為またはそれらのおそれの
ある行為
④
本サービスおよび本システムの利用に関連して知り得たD2Cまたは他の利用者の秘密に属すべ
き情報を開示、公開する行為
⑤
本システムの改変、分解、分析、リバースエンジニアリング、その他関連する行為
⑥
本システムを利用して他の利用者または第三者を他のWebサイトに誘導する行為
⑦
ツール等を使用して、本システムに対して高負荷を与える行為、本システムの正常な動作を妨げ
る行為またはそれに準ずる行為
⑧
本システムの不具合等により生じた事象、知り得た情報を第三者に開示・提供する行為
⑨
本サービスを利用する目的以外で、本システムを利用する行為
⑩
前各号の他、D2Cが不適切と判断した行為
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2.

前項の措置を講じたことにより、利用者に損害または不利益が生じたとしても、D2Cは責任を負わないも
のとする。

第２２条（契約の解除）
1.
次の各号の一に該当した場合、D2Cは利用者への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲
載契約の全部または一部につき履行を停止し、または解除することができるものとする。
① 利用者が本規約またはその他D2Cが定める規定に違反した場合
② 利用者がD2Cに対し虚偽の申告を行ったとき
③ 前二号の他、利用者が本規約またはD2Cとの他の契約に違反し、D2Cの催告にも拘わらず速や
かにこれを履行しないとき
④ 利用者が監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受
けたとき
⑤ 利用者の主要な株主または経営陣の変更がなされ、D2Cが本規約を継続することを不適当と判
断したとき
⑥ 利用者または利用者の代理人、代表者もしくは従業員等がD2Cの提供するサービス、その他事
業活動を阻害し、またはそのおそれがあるとD2Cが判断したとき
⑦ 利用者または利用者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合（報道の有無を
問わない）などで、広告掲載を継続することがD2Cまたは利用者の利益または信用を阻害するお
それがあるとD2Cが判断したとき
⑧ 利用者または利用者の代理人、代表者もしくは従業員等がD2C、D2Cの提供するサービス、D2C
の関係会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあるとD2Cが判断したと
き
⑨ 利用者または利用者の役員が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの）であること
が判明したとき、あるいは利用者または利用者の役員と反社会的勢力との関与が明らかになっ
たとき
⑩ D2Cの審査に関係なく、本件広告またはリンク先の内容の全部または一部が各種法令に違反し
ている、あるいはそのおそれがあるとき、またはD2Cの別途定める掲載ガイドライン等に抵触して
いるとき、その他、本件広告またはリンク先の内容が不適切とD2Cが判断したとき
⑪ その他、広告掲載契約の継続が不適当であるとD2Cが判断したとき
2.
利用者が前項の各号の一に該当した場合、利用者がD2Cに対して負担する一切の債務（この広告掲載契
約における債務に限らない）は、当然に期限の利益を失い、利用者は、直ちに債務全額をD2Cに支払うも
のとする。

第２６条（準拠法および合意管轄裁判所）
本規約の成立、効力、履行および解釈については日本法を準拠法とし、本規約に関する訴訟については、東京
地方裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。
第２７条（本規約の適用）
2010年8月16日 制定
2011年10月19日 改訂
2012年6月1日 改訂
2015年7月10日 改訂
2016年10月25日 改訂

第２３条（利用期間）
利用者は、本規約に同意し、業務責任者IDを取得した時点から本サービスを利用できるものとする。本サービス
の利用を終了させたい場合には、当該利用者に業務責任者IDを発行した者に対して、終了希望日の1ヶ月前ま
でにその旨を申し入れるものとする。
第２４条（権利義務の譲渡禁止）
利用者は、別途D2Cが書面により許諾する場合を除き、権利またはD2Cに対して負う義務の全部または一部を
第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第２５条（法令の遵守）
利用者は、法令を遵守するものとする。利用者は、本件広告の掲載にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の
公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習（以下、「法令等」という）を遵守するものとし、法令等違反が
原因でD2Cに損害が生じた場合、これを賠償すると共に、D2Cに警察等から要請があった場合、捜査に協力する
ものとする。
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