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※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」とあわせてご確認下さい。

※入稿審査後に原稿修正･変更をお願いする場合があります。

楽天カード サービス紹介

 カード稼働率が高く、消費意欲の高い会員が多い

□ サイトデータ

□ ユーザーデータ □ おすすめメニュー
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楽天カード独自の会員情報を活用し、アクティブユーザーへアプローチ可能

※2017年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査
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業界トップクラスの
会員の伸び率と高い稼働率
顧客満足度9年連続第1位※

 正確なデータベースをもとにした細やかなセグメントが可能

 新規カード会員の増加率は国内トップクラス

年齢や性別などの基本属性に加え、利用金額、利用回数、利用業種などの
付加情報から、より細かいセグメントができるのが最大の特徴です。

新規カード加入者の増加率はカード業界の中でも国内トップクラスです。
新規会員が増え続けているので、新しい会員にも常にアプローチすることが可能です。

カード稼働率が高く、アクティブユーザーが多いです。さらにポイントを貯めるモチベーションが
高いため、カード年間平均ショッピング取扱高も高い傾向にあります。
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※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」とあわせてご確認下さい。

※入稿審査後に原稿修正･変更をお願いする場合があります。

楽天カード広告商品 PC/SPディスプレイセット広告

■仕様

掲載期間:1週間(水曜日10時前後掲載開始) ※1

毎週水曜更新、但し水曜日が祝日の場合は翌営業日更新

入稿締切:5営業日前
(入稿締切を過ぎた場合は掲載開始日の調整をお願いする場合がございます。)

レポート項目:PV数/クリック数/クリック率

CTR:弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

原稿形式：画像+テキスト

【画像】

サイズ(W×H):300×250ピクセル 容量:50KB以内

入稿形式:GIF、JPEG、またはPNG(アニメーション不可)

【テキスト】

入稿形式:テキスト

文字数:全角25文字以内

楽天e-NAVIでご利用明細を確認した後のアクティブな会員へのアプローチが
可能なバナー広告です。

楽天カードe-NAVIログアウト完了画面レクタングル

楽天カード スマートフォン
e-NAVIログアウト完了画面レクタングル

掲載タイプ 掲載保証

掲載期間 1週間

想定imps PC:140,000imps/週 SP:90,000imps/週

枠数 1枠

料金 PC/SPセット ￥800,000/週

掲載面 楽天カードe-NAVIログアウト完了ページ

※デザインは変更になることがございます

AD

AD
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※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」とあわせてご確認下さい。

※入稿審査後に原稿修正･変更をお願いする場合があります。

楽天カード広告商品 SPメール広告

楽天カードスマートフォンニュース号外
楽天カードスマートフォンニュース号外HTML
※配信誌名:楽天カードニュース

※デザインは変更になることがございます

掲載タイプ 通数保証

配信日 平日のみ(祝日、弊社休業日を除く)

配信数

全配信: 1,500,000通

男性全配信: 730,000通

女性全配信: 770,000通

枠数 1枠

料金 楽天カードスマートフォンニュース号外(基本セグメント):¥10/通

・ポテンシャルセグメント/カード利用セグメント:各¥15/通

楽天カードスマートフォンニュース号外HTML(基本セグメント):¥15/通

・ポテンシャルセグメント/カード利用セグメント:各￥20/通

最低出稿料金:¥100,000～

楽天カードスマートフォンニュース号外は最大で150万通配信可能な
メールマガジン広告です。

■仕様

【メニュー共通】

入稿締切:5営業日前(入稿締切を過ぎた場合は配信日の調整をお願いする場合がございます。)

件名:全角10文字以内

レポート項目:通数/クリック数/クリック率

日々会員の増減があるため、申込み時の通数に対象会員が達しなくなる場合があります。

CTR:弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

※同日配信で同一原稿かつ同一件名の場合は配信をおまとめいただきますようお願いいたします。

【TEXT】

入稿形式/配信形式:TEXT/TEXT                                                                                                                   

本文:全角100文字以内(リンク先URL含まず)

【HTML】

入稿形式/配信形式:HTML・TEXT/HTML・TEXT

①HTML版：HTML+画像（横幅65×縦65ピクセル以内）

※HTML版はHTMLと画像合わせて15KB以内、

画像埋め込み済みのHTML、画像、テキスト原稿の3点入稿をお願いします。

※画像の縦スライスは対応致しかねます。

※画像のコンテンツ途中でのスライスの場合、境目に隙間が生じることがございます。

②TEXT版：テキスト（全角150文字以内（リンク先URL含まず））

■スマートフォンニュース号外 ■スマートフォンニュース号外HTML

AD
HTML

AD
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※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」とあわせてご確認下さい。

※入稿審査後に原稿修正･変更をお願いする場合があります。

楽天カードスマートフォンニュース号外HTML
（100KB）
※配信誌名:楽天カードニュース

※デザインは変更になることがございます

掲載タイプ 通数保証

配信日 要調整(祝日、弊社休業日を除く)

配信数
全配信: 1,500,000通

男性全配信: 730,000通

女性全配信: 770,000通

枠数 1枠

料金 ・基本セグメント:¥20/通

・ポテンシャルセグメント/カード利用セグメント:各¥25/通
最低出稿料金:¥100,000～

楽天カードスマートフォンニュース号外HTML(100KB)は、従来の楽天カードスマート
フォンニュース号外HTML(10KB)に比べ、大容量原稿(100KB)を配信可能にした
スマホ向けメールマガジン広告です。

■楽天カード広告商品 楽天カードスマートフォンニュース号外HTML（100KB）

楽天カード広告商品 SPメール広告

■仕様
【メニュー共通】
入稿締切:5営業日前(入稿締切を過ぎた場合は配信日の調整をお願いする場合がございます。)

件名:半角30文字以内（全角14文字以内）
レポート項目:通数/クリック数/クリック率
日々会員の増減があるため、申込み時の通数に対象会員が達しなくなる場合があります。
CTR:弊社営業担当にお問い合わせ下さい。
※同日配信で同一原稿かつ同一件名の場合は配信をおまとめいただきますようお願いいたします。

【HTML】
入稿形式/配信形式:HTML・TEXT/HTML・TEXT
①HTML版：HTML+画像（9個以内、容量は合計で90KB以内）
（全角3,000文字以内、推奨文字数は全角500文字以内）

※画像埋め込みの希望箇所はHTML内に記載お願いします。
※ヘッダー、フッターで約10KBの容量を使用しており、合計容量を100KBとしております。

②TEXT版：テキスト（全角3,000文字以内、推奨文字数は全角500文字以内）
※HTML非対応機種配信の際に表示される原稿となりますので、①HTML版と同内容でお願いします。

・エンコード：文字コードShift-JIS、改行コードCR/LF、htmlファイル

・HTML版はHTMLと画像合わせて15KB以内、
画像埋め込み済みのHTML、画像、テキスト原稿の3点入稿をお願いします。

※画像の縦スライスは対応致しかねます。
※画像のコンテンツ途中でのスライスの場合、境目に隙間が生じることがございます。

【配信日】
※:配信可能日が限られておりますので、事前に配信可能日をご確認のうえご発注をお願いします。

（配信可能日は営業担当にお問い合わせください）

AD
HTML
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※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」とあわせてご確認下さい。

※入稿審査後に原稿修正･変更をお願いする場合があります。

楽天カード広告商品 iPhoneメール広告

楽天カードiPhoneニュース号外HTML

※デザインは変更になることがございます

掲載タイプ 通数保証

配信日 平日のみ(祝日、弊社休業日を除く)

配信数
全配信: 320,000通

男性全配信:155,000通

女性全配信:165,000通

枠数 1枠

料金 基本セグメント:¥20/通

ポテンシャルセグメント/カード利用セグメント:各¥25/通
最低出稿料金:¥100,000～

楽天カードiPhoneニュース号外は最大で32万通配信可能なメールマガジン広告です。
楽天カードニュース号外HTML (PC) と同様のレイアウトで配信が可能なため、
iPhoneユーザー(@i.softbank.jp)の会員様のみへ、iPhoneに特化したコンテンツでの
広告配信が可能です。

■仕様

入稿締切:5営業日前(入稿締切を過ぎた場合は配信日の調整をお願いする場合がございます。)

レポート項目:通数/クリック数/クリック率

CTR:弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

入稿形式/配信形式:HTML/HTML

件名:全角25文字以内

本文:横幅700（最低640以上）×縦1,500ピクセル以内、1画像あたり280KB以内

※SoftbankのiPhone(@i.softbank.jp)のみの配信となります。

※日々会員の増減があるため、申込み時の通数に対象会員が達しなくなる場合があります。

※スマートフォン用、 PC用の各LPをご用意の上、入稿して下さい。

※同日配信で同一原稿かつ同一件名の場合は配信をおまとめいただきますようお願いいたします。

■HTML

AD
HTML
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※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」とあわせてご確認下さい。

※入稿審査後に原稿修正･変更をお願いする場合があります。

楽天カードニュース号外/楽天カードスマートフォンニュース号外/楽天カードDM セグメント

楽天カード広告商品 PC・SPメール広告/DM広告共通 セグメント

カテゴリ 内容 料金

基本セグメント

地域 都道府県 市区町村 郵便番号(DMのみ) ①楽天カードニュース号外:¥10/通

②楽天カードニュース号外HTML:¥15/通

③楽天カードニュース号外クリックインセンティブ:¥12/通

④楽天カードニュース号外HTMLクリックインセンティブ:¥17/通

⑤楽天カードスマートフォンニュース号外:¥10/通

⑥楽天カードスマートフォンニュース号外HTML:¥15/通

⑦楽天カードiPhoneニュース号外HTML:¥20/通

⑧楽天カードスマートフォンニュース号外HTML(100KB)：¥20/

通

⑨楽天カードDM(データ利用料):¥35/通

⑩楽天プレミアムカードDM(データ利用料):¥45/通
※DMでセグメント「ビジネスカード保有者」を利用される場合、
「楽天プレミアムカードDM」となります。

性別 男性 女性

年齢 18歳以上1歳単位

生年月日 年 月

未既婚 既婚 未婚

子供
会社員・役員・アルバイト・学生・主婦・自営業・公務員 な
ど

住居状況 持家 持家以外

年収・世帯年収 150万円以上50万円単位

入会年月 年 月

会員ランク ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド・シルバー・レギュラー

ETCカード保有 あり なし

ドメイン docomo.ne.jp・ezweb.ne.jp・softbank.ne.jp など

アンケートセグメント
楽天カード会員様向け
アンケート

・マンションの購入を考えている・たばこを吸っている
・小学1年生の子どもがいる など
※詳細は弊社営業担当にご確認下さい

基本セグメント料金に追加料金として＋¥5/通
※アンケート項目の選択数に関わらず一律+¥5/通です

カード利用セグメント

利用先ジャンル

カードが利用された楽天市場ジャンル別、実店舗の業種別 な
ど
※業種別パネルでのご利用となります。詳細は弊社営業担当に

ご確認下さい。

基本セグメント料金に追加料金として＋¥5/通
※利用先ジャンルや利用条件の選択数に関わらず、一律+¥5/通で
す。

利用条件
・利用金額、利用回数 など
※「毎月○円以上、連続で利用」はできません
※カード利用に関する情報は直近1年間です。

・表に記載のないメニューについては各メニューの料金欄をご確認下さい。
・アンケートセグメントとカード利用セグメントをご利用いただいた場合は基本セグメント料金に追加料金として+￥10/通となります。
・セグメント利用時の配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談下さい。
・一部カード入会時のデータです。
・いずれのセグメントにおきましても、弊社が競合他社ターゲティングにあたると判断した場合はお受けできません。


