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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
基本属性【会員登録情報】【居住地域】 / 【楽天市場閲覧/購買履歴】【ユーザー傾向】

性別
性別_男性
性別_女性

◆会員登録情報

年齢
10代
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70歳以上

地域
北海道 滋賀県
青森県 京都府
岩手県 大阪府
宮城県 兵庫県
秋田県 奈良県
山形県 和歌山県
福島県 鳥取県
茨城県 島根県
栃木県 岡山県
群馬県 広島県
埼玉県 山口県
千葉県 徳島県
東京都 香川県
神奈川県 愛媛県
新潟県 高知県
富山県 福岡県
石川県 佐賀県
福井県 長崎県
山梨県 熊本県
長野県 大分県
岐阜県 宮崎県
静岡県 鹿児島県
愛知県 沖縄県
三重県

◆居住地域

携帯キャリア
携帯キャリア_NTTドコモユーザー
携帯キャリア_auユーザー
携帯キャリア_ソフトバンクユーザー

誕生月
誕生月_１月 誕生月_７月
誕生月_２月 誕生月_８月
誕生月_３月 誕生月_９月
誕生月_４月 誕生月_１０月
誕生月_５月 誕生月_１１月
誕生月_６月 誕生月_１２月 ユーザー傾向

優良会員
ポイント反応ユーザー

◆楽天市場閲覧/購買履歴

◆ユーザー傾向

楽天市場閲覧／購買履歴
メンズファッション ビール・洋酒

レディースファッション 日本酒・焼酎

靴 インテリア・寝具・収納

バッグ・小物・ブランド雑貨 花・ガーデン・DIY

ジュエリー・アクセサリー 日用品雑貨・文房具・手芸

腕時計 キッチン用品・食器・調理器具

インナー・下着・ナイトウェア ペット・ペットグッズ

キッズ・ベビー・マタニティ ダイエット・健康

パソコン・周辺機器 医薬品・コンタクト・介護

家電 美容・コスメ・香水

TV・オーディオ・カメラ 学び・サービス・保険

スマートフォン・タブレット デジタルコンテンツ

光回線・モバイル通信 旅行・出張・チケット

おもちゃ・ゲーム スポーツ・アウトドア

ホビー 車用品・バイク用品

食品 車・バイク

スイーツ・お菓子 本・雑誌・コミック

水・ソフトドリンク CD・DVD・楽器

※楽天市場の商品構成変更によりカテゴリ構成が変更となる事があります

ユーザー行動履歴
高所得者パッケージ

◆ユーザー行動履歴
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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
【会員登録情報】【楽天アクション】【アンケート情報】【楽天メディア特性】

ライフステージ推定
ライフステージ_結婚
ライフステージ_出産
ライフステージ_進学
ライフステージ_リタイヤ
ライフステージ_就職

自家用車所有
自家用車_本人所有
自家用車_家族所有

住居形態
住居形態_持ち家（一戸建て）
住居形態_持ち家（マンション）
住居形態_賃貸（一戸建て）
住居形態_賃貸（マンション・アパー
ト）
住居形態_寮・社宅

職種
職種_営業・販売
職種_広報・広告・デザイン
職種_総務・人事
職種_企画・マーケティング
職種_研究・開発・技術者
職種_財務・経理
職種_事務職
職種_自営業
職種_自由業
職種_専門職(医師・看護師・弁護士等)
職種_公務員・団体職
職種_教職員
職種_会社経営・役員
職種_管理職
職種_専業主婦（主夫）
職種_パート・アルバイト
職種_契約社員・派遣社員
職種_無職

業界
業界_通信・ネットワーク関連業界
業界_ソフトウェア関連業界
業界_インターネット関連業界
業界_不動産関連業界
業界_医療品・医療機器
業界_電気・電子関連業界
業界_サービス関連業界
業界_調査・コンサルティング関連業界
業界_バイオ・食品関連業界
業界_アパレル関連業界
業界_機械・メカトロ関連業界
業界_化学・素材・化成関連業界
業界_建築・土木・都市開発関連業界
業界_金融関連業界
業界_自動車関連業界
業界_広告・放送関連業界
業界_半導体関連業界
業界_ゲーム関連業界
業界_スポーツ関連業界

◆アンケート情報

◆アンケート情報

興味関心
保険関心ユーザー
住まい関心ユーザー
音楽・映画関心ユーザー
貯金・貯蓄関心ユーザー
株式・投資関心ユーザー
就職・転職関心ユーザー
人材・派遣関心ユーザー
パート・アルバイト関心ユーザー
テレビ関心ユーザー
読書・雑誌関心ユーザー
ゲーム関心ユーザー
アニメ関心ユーザー
懸賞関心ユーザー
国内旅行関心ユーザー
海外旅行関心ユーザー
スポーツ関心ユーザー
ゴルフ関心ユーザー
パソコン関心ユーザー
自動車関心ユーザー
ギャンブル関心ユーザー
資格・習い事関心ユーザー
グルメ関心ユーザー
出会い関心ユーザー
育児・子育て関心ユーザー
ペット関心ユーザー
ダイエット・エステ関心ユーザー
家事・生活情報関心ユーザー
化粧品関心ユーザー
医療・健康関心ユーザー
ファッション関心ユーザー
英会話関心ユーザー
家電・AV機器関心ユーザー
ドリンク・お酒関心ユーザー
お子様向け教育関心ユーザー

会員ランク
会員ランク_ダイヤモンド
会員ランク_プラチナ
会員ランク_ゴールド
会員ランク_シルバー
会員ランク_レギュラー

◆会員登録情報

みんなの就職活動日記
みんなの就職活動日記閲覧
みんなの就職活動日記_大学生活
みんなの就職活動日記_インターン
みんなの就職活動日記_就活日記

楽天不動産
楽天不動産閲覧

楽天レシピ
楽天レシピ閲覧

◆楽天メディア特性

楽天トラベル
トラベル特性
トラベル特性_ビジネス利用
トラベル特性_レジャー利用
トラベル特性_カップル利用
トラベル特性_ファミリー利用

楽天GORA
GORA特性

楽天オート
オート特性

楽天競馬
競馬特性

◆楽天アクション

年間購買金額（楽天市場）
10万円～ 49万円
50万円～ 99万円

100万円～ 499万円
500万円～ 999万円

1000万円～2999万円
3000万円以上

接続
接続_光ケーブル
接続_ADSL
接続_無線LAN
接続_モバイル
接続_CATV・専用線

◆アンケート情報

未既婚
未既婚_未婚
未既婚_既婚

子供の有無
子供_子供あり
子供_子供なし
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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
【楽天市場閲覧履歴①】

メンズファッション
メンズファッション_スーツ・セットアップ

メンズファッション_和服

メンズファッション_トップス

メンズファッション_ズボン・パンツ

メンズファッション_アウター

メンズファッション_水着

メンズファッション_オーバーオール

メンズファッション_レインウエア

メンズファッション_作業服

メンズファッション_白衣

メンズファッション_学生服

メンズファッション_福袋

メンズファッション_オーダーメイド

メンズファッション_レンタル

レディースファッション
レディースファッション_ワンピース

レディースファッション_ドレス

レディースファッション_トップス

レディースファッション_アウター

レディースファッション_ボトムス

レディースファッション_オールインワン・サロペット

レディースファッション_スーツ

レディースファッション_和服

レディースファッション_水着

レディースファッション_チュニック

レディースファッション_レインウエア

レディースファッション_ウエディングドレス

レディースファッション_事務服

レディースファッション_作業服

レディースファッション_白衣

レディースファッション_学生服

レディースファッション_福袋

レディースファッション_ユニセックスウエア

レディースファッション_オーダーメイド

レディースファッション_レンタル

ジュエリー・アクセサリー
ジュエリー・アクセサリー_レディースジュエリー・アクセサリー

ジュエリー・アクセサリー_メンズジュエリー・アクセサリー

ジュエリー・アクセサリー_ペアアクセサリー

ジュエリー・アクセサリー_ボディピアス

ジュエリー・アクセサリー_男女兼用アクセサリー

ジュエリー・アクセサリー_ブライダルジュエリー・アクセサリー

ジュエリー・アクセサリー_ジュエリー・アクセサリー用品

美容・コスメ・香水
美容・コスメ・香水_スキンケア

美容・コスメ・香水_日焼け止め・UVケア

美容・コスメ・香水_ベースメイク・メイクアップ

美容・コスメ・香水_ヘアケア・スタイリング

美容・コスメ・香水_香水・フレグランス

美容・コスメ・香水_ボディケア

美容・コスメ・香水_ネイル

美容・コスメ・香水_シェービング

美容・コスメ・香水_メイク道具・ケアグッズ

美容・コスメ・香水_美顔器・スチーマー

美容・コスメ・香水_韓国コスメ

美容・コスメ・香水_ナチュラル・オーガニックコスメ

バッグ・小物・ブランド雑貨
バッグ・小物・ブランド雑貨_バッグ

バッグ・小物・ブランド雑貨_財布・ケース

バッグ・小物・ブランド雑貨_帽子

バッグ・小物・ブランド雑貨_ベルト・サスペンダー

バッグ・小物・ブランド雑貨_ハンカチ・ハンドタオル

バッグ・小物・ブランド雑貨_手袋・アームウォーマー

バッグ・小物・ブランド雑貨_マフラー・スカーフ

バッグ・小物・ブランド雑貨_耳あて

バッグ・小物・ブランド雑貨_スーツ用ファッション小物

バッグ・小物・ブランド雑貨_眼鏡・サングラス

バッグ・小物・ブランド雑貨_傘

バッグ・小物・ブランド雑貨_手鏡・コンパクトミラー

バッグ・小物・ブランド雑貨_ネックストラップ

バッグ・小物・ブランド雑貨_リストバンド

バッグ・小物・ブランド雑貨_杖・ステッキ

バッグ・小物・ブランド雑貨_ウィッグ・つけ毛

バッグ・小物・ブランド雑貨_ウェデイング小物

バッグ・小物・ブランド雑貨_革・レザーケア用品

キッズ・ベビー・マタニティ
キッズ・ベビー・マタニティ_キッズ

キッズ・ベビー・マタニティ_ベビー

キッズ・ベビー・マタニティ_マタニティ・ママ

キッズ・ベビー・マタニティ_出産祝い・ギフト

キッズ・ベビー・マタニティ_親子ペアルック

インナー・下着・ナイトウェア
インナー・下着・ナイトウエア_レディース

インナー・下着・ナイトウエア_メンズ

インナー・下着・ナイトウエア_ユニセックス

靴
靴_レディース靴

靴_メンズ靴

靴_靴ケア用品・アクセサリ

腕時計
腕時計_メンズ腕時計

腕時計_レディース腕時計

腕時計_男女兼用腕時計

腕時計_ペアウォッチ

腕時計_キッズ用腕時計

腕時計_スマートウォッチ

腕時計_懐中時計

腕時計_腕時計用アクセサリー

家電
家電_生活家電

家電_住宅設備家電

家電_キッチン家電

家電_美容・健康家電

家電_季節・空調家電

家電_電話機・FAX

家電_電子辞書

家電_電卓

家電_家電セット

パソコン・周辺機器
パソコン・周辺機器_パソコン

パソコン・周辺機器_外付けドライブ・ストレージ

パソコン・周辺機器_ネットワーク機器

パソコン・周辺機器_液晶ディスプレイ

パソコン・周辺機器_CRT

パソコン・周辺機器_ワイヤレスディスプレイアダプタ

パソコン・周辺機器_プリンタ

パソコン・周辺機器_フラットベッドスキャナ

パソコン・周辺機器_フィルムスキャナ

パソコン・周辺機器_マウス・キーボード・入力機器

パソコン・周辺機器_PCパーツ

パソコン・周辺機器_PCアクセサリー

パソコン・周辺機器_PCソフト

パソコン・周辺機器_PCサプライ・消耗品

パソコン・周辺機器_オフィス機器

パソコン・周辺機器_オフィス機器用アクセサリー・部品
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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
【楽天市場閲覧履歴②】

おもちゃ・ゲーム
おもちゃ・ゲーム_おもちゃ

おもちゃ・ゲーム_テレビゲーム

おもちゃ・ゲーム_ゲーム

おもちゃ・ゲーム_日本人形・フランス人形

おもちゃ・ゲーム_キッズコスメ・アクセサリー

ホビー
ホビー_コスプレ・変装・仮装

ホビー_コレクション

ホビー_パーティー・イベント用品

ホビー_占い・開運・風水・パワーストーン

ホビー_アート・美術品・骨董品・民芸品

ホビー_プラモデル・模型

ホビー_ラジコン・ドローン

ホビー_ホビー工具・材料

ホビー_パズル

ホビー_手品・マジック

ホビー_サバイバルゲーム・トイガン

ホビー_喫煙具

ホビー_鉄道模型
ダイエット・健康
ダイエット・健康_ダイエット

ダイエット・健康_サプリメント

ダイエット・健康_健康食品

ダイエット・健康_デンタルケア

ダイエット・健康_リラックス・マッサージ用品

ダイエット・健康_健康アクセサリー

ダイエット・健康_計測器・健康管理

ダイエット・健康_健康グッズ

水・ソフトドリンク
水・ソフトドリンク_水・ミネラルウォーター

水・ソフトドリンク_ウォーターサーバー

水・ソフトドリンク_コーヒー

水・ソフトドリンク_野菜・果実飲料

水・ソフトドリンク_お酢飲料

水・ソフトドリンク_スポーツドリンク

水・ソフトドリンク_乳酸菌飲料

水・ソフトドリンク_牛乳

水・ソフトドリンク_豆乳

水・ソフトドリンク_炭酸飲料

水・ソフトドリンク_甘酒

水・ソフトドリンク_お茶・紅茶

水・ソフトドリンク_ココア・チョコレートドリンク

水・ソフトドリンク_ゼリー飲料

水・ソフトドリンク_希釈用ドリンク

水・ソフトドリンク_生姜湯

食品
食品_魚介類・水産加工品

食品_フルーツ・果物

食品_野菜・きのこ

食品_食品_惣菜

食品_食品_精肉・肉加工品

食品_麺類

食品_漬け物・梅干し・キムチ

食品_米・雑穀

食品_調味料

食品_パン・ジャム・シリアル

食品_チーズ・乳製品

食品_卵

食品_豆腐・納豆・こんにゃく

食品_粉類

食品_乾物

食品_缶詰

食品_瓶詰

食品_外食チケット

ビール・洋酒
ビール・洋酒_ワイン

ビール・洋酒_洋酒

ビール・洋酒_リキュール

ビール・洋酒_ビール・地ビール

ビール・洋酒_チューハイ・ハイボール・カクテル

ビール・洋酒_中国酒

ビール・洋酒_マッコリ

日本酒・焼酎
日本酒・焼酎_日本酒

日本酒・焼酎_焼酎

日本酒・焼酎_梅酒

日用品雑貨・文房具・手芸
日用品雑貨・文房具・手芸_日用品・生活雑貨

日用品雑貨・文房具・手芸_バス用品

日用品雑貨・文房具・手芸_タオル

日用品雑貨・文房具・手芸_掃除用具

日用品雑貨・文房具・手芸_トイレ用品

日用品雑貨・文房具・手芸_洗濯用品

日用品雑貨・文房具・手芸_アロマ・お香

日用品雑貨・文房具・手芸_旅行用品

日用品雑貨・文房具・手芸_手芸・クラフト・生地

日用品雑貨・文房具・手芸_文房具・事務用品

日用品雑貨・文房具・手芸_印鑑・ハンコ

日用品雑貨・文房具・手芸_防災関連グッズ

日用品雑貨・文房具・手芸_防犯関連グッズ

日用品雑貨・文房具・手芸_仏壇・仏具・神具

日用品雑貨・文房具・手芸_冠婚葬祭

医薬品・コンタクト・介護
医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品

医薬品・コンタクト・介護_福祉・介護

スイーツ・お菓子
スイーツ・お菓子_洋菓子

スイーツ・お菓子_チョコレート

スイーツ・お菓子_ケーキ

スイーツ・お菓子_クッキー・焼き菓子

スイーツ・お菓子_アイスクリーム・シャーベット

スイーツ・お菓子_和菓子

スイーツ・お菓子_せんべい・米菓

スイーツ・お菓子_中華菓子

スイーツ・お菓子_スナック菓子

スイーツ・お菓子_あめ・ミント・ガム

スイーツ・お菓子_ナッツ

スイーツ・お菓子_駄菓子

スイーツ・お菓子_製菓・製パン材料

スイーツ・お菓子_ドライフルーツ

CD・DVD・楽器
CD・DVD・楽器_DVD

CD・DVD・楽器_Blu-ray

CD・DVD・楽器_CD

CD・DVD・楽器_楽器

CD・DVD・楽器_レコード

CD・DVD・楽器_カセット

CD・DVD・楽器_ビデオ

CD・DVD・楽器_LD花・ガーデン・DIY
花・ガーデン・DIY_花・観葉植物

花・ガーデン・DIY_ガーデニング・農業

花・ガーデン・DIY_DIY・工具

花・ガーデン・DIY_エクステリア・ガーデンファニチャー

花・ガーデン・DIY_木材・建築資材・設備
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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
【楽天市場閲覧履歴③】

キッチン用品・食器・調理器具
キッチン用品・食器・調理器具_水まわり用品

キッチン用品・食器・調理器具_保存容器・調味料入れ

キッチン用品・食器・調理器具_弁当箱・水筒

キッチン用品・食器・調理器具_キッチン整理用品

キッチン用品・食器・調理器具_配膳用品・キッチンファブリック

キッチン用品・食器・調理器具_キッチン消耗品

キッチン用品・食器・調理器具_食器・カトラリー・グラス

キッチン用品・食器・調理器具_鍋・フライパン

キッチン用品・食器・調理器具_調理・製菓道具

キッチン用品・食器・調理器具_業務用厨房機器・用品

キッチン用品・食器・調理器具_コーヒー・お茶用品

キッチン用品・食器・調理器具_ワイン・バー・酒用品

ペット・ペットグッズ
ペット・ペットグッズ_犬用品

ペット・ペットグッズ_猫用品

ペット・ペットグッズ_鳥用品

ペット・ペットグッズ_昆虫

ペット・ペットグッズ_爬虫類・両生類

ペット・ペットグッズ_熱帯魚・アクアリウム

ペット・ペットグッズ_ペット用応急手当

ペット・ペットグッズ_ペット用お手入れ用品

ペット・ペットグッズ_ペット用食器・給水器・給餌器

ペット・ペットグッズ_室内ペット用家電

ペット・ペットグッズ_ペット用仏具

ペット・ペットグッズ_小動物用品

デジタルコンテンツ
デジタルコンテンツ_音楽ダウンロード

デジタルコンテンツ_動画ダウンロード

デジタルコンテンツ_動画ストリーミング

デジタルコンテンツ_デジタルコミック

デジタルコンテンツ_デジタル写真集

デジタルコンテンツ_電子書籍

車・バイク
車・バイク_自動車車体（新車・中古車）

車・バイク_バイク車体（新車・中古車）

車・バイク_ATV・トライク・スノーモービル

光回線・モバイル通信
光回線・モバイル通信_SIMカード

光回線・モバイル通信_SIMカード・端末セット

光回線・モバイル通信_モバイルWi-Fi

光回線・モバイル通信_光回線

スポーツ・アウトドア
スポーツ・アウトドア_スポーツウエア・アクセサリー

スポーツ・アウトドア_アウトドア

スポーツ・アウトドア_ウインタースポーツ

スポーツ・アウトドア_ゴルフ

スポーツ・アウトドア_サッカー・フットサル

スポーツ・アウトドア_ジョギング・マラソン

スポーツ・アウトドア_スケートボード・インラインスケート

スポーツ・アウトドア_テニス

スポーツ・アウトドア_バスケットボール

スポーツ・アウトドア_バドミントン

スポーツ・アウトドア_バレーボール

スポーツ・アウトドア_フィッシング

スポーツ・アウトドア_フィットネス・トレーニング

スポーツ・アウトドア_スカッシュ

スポーツ・アウトドア_マリンスポーツ

スポーツ・アウトドア_ヨガ・ピラティス

スポーツ・アウトドア_自転車・サイクリング

スポーツ・アウトドア_水泳

スポーツ・アウトドア_体操・ダンス

スポーツ・アウトドア_卓球

スポーツ・アウトドア_登山・トレッキング

スポーツ・アウトドア_野球・ソフトボール

スポーツ・アウトドア_陸上・トラック競技

スポーツ・アウトドア_トライアスロン

スポーツ・アウトドア_格闘技・武術

スポーツ・アウトドア_レクリエーションスポーツ

スポーツ・アウトドア_ラグビー

スポーツ・アウトドア_アメリカンフットボール

スポーツ・アウトドア_フィールドホッケー・インラインホッケー

スポーツ・アウトドア_ラクロス

スポーツ・アウトドア_ハンドボール

スポーツ・アウトドア_乗馬

スマートフォン・タブレット
スマートフォン・タブレット_タブレットPC本体

スマートフォン・タブレット_タブレットPCアクセサリー

スマートフォン・タブレット_スマートフォン本体

スマートフォン・タブレット_スマートフォンアクセサリー

スマートフォン・タブレット_スマートフォン・タブレット用ケー
ブル・変換アダプタ

スマートフォン・タブレット_ヘッドセット・イヤフォンマイク

スマートフォン・タブレット_バッテリー・充電器

スマートフォン・タブレット_掲題電話本体

スマートフォン・タブレット_携帯電話アクセサリー

スマートフォン・タブレット_電子書籍リーダー本体

スマートフォン・タブレット_電子書籍リーダーアクセサリー

本・雑誌・コミック
本・雑誌・コミック_小説・エッセイ

本・雑誌・コミック_資格・検定

本・雑誌・コミック_ライフスタイル

本・雑誌・コミック_付録つき

本・雑誌・コミック_ホビー・スポーツ・美術

本・雑誌・コミック_絵本・児童書・図鑑

本・雑誌・コミック_語学・学習参考書

本・雑誌・コミック_旅行・留学・アウトドア

本・雑誌・コミック_人文・地歴・哲学・社会

本・雑誌・コミック_ビジネス・経済・就職

本・雑誌・コミック_PC・システム開発

本・雑誌・コミック_科学・医学・技術

本・雑誌・コミック_コミック

本・雑誌・コミック_ライトノベル

本・雑誌・コミック_ボーイズラブ

本・雑誌・コミック_エンターテインメント

本・雑誌・コミック_写真集・タレント

本・雑誌・コミック_文庫・新書

本・雑誌・コミック_稀覯本

本・雑誌・コミック_復刊書籍

本・雑誌・コミック_オンデマンド書籍

本・雑誌・コミック_楽譜

本・雑誌・コミック_雑誌

本・雑誌・コミック_新聞

本・雑誌・コミック_洋書

本・雑誌・コミック_カレンダー・ポスター・パンフレット

学び・サービス・保険
学び・サービス・保険_リフォーム

学び・サービス・保険_代行サービス

学び・サービス・保険_通信講座・通学講座・教材

学び・サービス・保険_延長保証サービス

学び・サービス・保険_冠婚葬祭サービス

学び・サービス・保険_業務用品・サービス

学び・サービス・保険_金融・保険

学び・サービス・保険_住宅・不動産

学び・サービス・保険_衣類のクリーニング

学び・サービス・保険_洋服お直し・リフォーム

学び・サービス・保険_寝具のクリーニング

学び・サービス・保険_ジュエリー・アクセサリーの修理・リ
フォーム

学び・サービス・保険_車・バイク関連サービス

学び・サービス・保険_家電関連サービス

車用品・バイク用品
車用品・バイク用品_車用品

車用品・バイク用品_バイク用品
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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
【楽天市場閲覧履歴④】【特殊セグメント】

TV・オーディオ・カメラ
TV・オーディオ・カメラ_カメラ・ビデオカメラ・光学機器

TV・オーディオ・カメラ_テレビ

TV・オーディオ・カメラ_ポータブルテレビ

TV・オーディオ・カメラ_光ディスクレコーダー・プレーヤー

TV・オーディオ・カメラ_ホームシアターシステム

TV・オーディオ・カメラ_プロジェクター

TV・オーディオ・カメラ_オーディオ

TV・オーディオ・カメラ_ICレコーダー

TV・オーディオ・カメラ_メモリーカード

TV・オーディオ・カメラ_録画・録音用メディア

TV・オーディオ・カメラ_アクセサリー・部品

TV・オーディオ・カメラ_無線・トランシーバー

TV・オーディオ・カメラ_スマートスピーカー・AIスピーカー

インテリア・寝具・収納
インテリア・寝具・収納_収納家具

インテリア・寝具・収納_ライト・照明器具

インテリア・寝具・収納_ベッド

インテリア・寝具・収納_寝具

インテリア・寝具・収納_こたつ用布団・カバー

インテリア・寝具・収納_ソファ・ソファベッド

インテリア・寝具・収納_イス・チェア

インテリア・寝具・収納_テーブル

インテリア・寝具・収納_ダイニングセット

インテリア・寝具・収納_カーペット・マット・畳

インテリア・寝具・収納_カーテン・ブラインド

インテリア・寝具・収納_クッション・座布団

インテリア・寝具・収納_デスク

インテリア・寝具・収納_インテリア小物・置物

インテリア・寝具・収納_置き時計・掛け時計

インテリア・寝具・収納_鏡

インテリア・寝具・収納_子供部屋用インテリア・寝具・収納

インテリア・寝具・収納_オフィス家具

インテリア・寝具・収納_ソファカバー・イスカバー

インテリア・寝具・収納_ゴミ箱

インテリア・寝具・収納_壁紙・壁装飾

インテリア・寝具・収納_間仕切り

インテリア・寝具・収納_囲炉裏

インテリア・寝具・収納_火鉢

カスタムセグメント（購買履歴）
家電_KW_エコ、省エネ

CD・DVD・楽器_楽器_パーツ・アクセサリー_ヘッドホン

キッズ・ベビー・マタニティ_キッズ

キッズ・ベビー・マタニティ_キッズ

キッズ・ベビー・マタニティ_キッズ_バッグ・ランドセル_ランド
セル（ランドセルカバー含む）

キッズ・ベビー・マタニティ_キッズ_バッグ・ランドセル_ランド
セル（ランドセルカバー含む）直近6ヶ月

キッズ・ベビー・マタニティ_ベビー

キッズ・ベビー・マタニティ_マタニティ・ママ

カスタムセグメント（閲覧履歴）
キーワードパック_ガンダム

おもちゃ・ゲーム_おもちゃ_ままごと・ごっこ遊びトイ

おもちゃ・ゲーム_おもちゃ_車・電車・汽車のおもちゃ

おもちゃ・ゲーム_おもちゃ_乗物玩具・三輪車

おもちゃ・ゲーム_おもちゃ_人形（着せ替え）

おもちゃ・ゲーム_おもちゃ_知育玩具

キーワードパック_SUV

キーワードパック_イヤホン

キーワードパック_エコ家電、省エネ家電

キーワードパック_おつまみ

キーワードパック_カラコン・カラーコンタクト

キーワードパック_キッズ・ジュニア_進学・入学・受験

キーワードパック_キッズ・ベビー・マタニティ_ベビー_トイレ・お
むつ_Lサイズ、L

キーワードパック_キッズ・ベビー・マタニティ_ベビー_トイレ・お
むつ_ビッグサイズ、BIGサイズなど

キーワードパック_キッズ・ベビー・マタニティ_入園・入学・ランド
セルなど(直近3ヶ月閲覧）

キーワードパック_コンパクトカー、ミニバン

キーワードパック_ヘアケア・スタイリング_かつら・育毛・増毛・ボ
リュームなど

キーワードパック_ヘッドホン

キーワードパック_肩こり、首こり、肩もみ、コリほぐしなど

キーワードパック_中学生、高校生、中学校、高校

キーワードパック_入園・入学・ランドセル・幼児教育・えいご・ピ
アノなど （直近6ヶ月）

キーワードパック_美白、しみ、そばかす、美白肌

キーワードパッケージ_乳酸菌

キーワードパッケージ_部活、通学、高校受験など

キッズ・ベビー・マタニティ_ベビー_授乳・お食事_粉ミルク

ダイエット・健康_サプリメント_健康維持_青汁（ケール・大麦若葉
加工食品）

カスタムセグメント（購買履歴）
ビール・洋酒_KW_糖質ゼロ、カロリーオフ、カロリーゼロ

ペット・ペットグッズ_犬用品_ドッグフード・サプリメント

ペット・ペットグッズ_猫用品_キャットフード・サプリメント

医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品
_KW_1day、ワンデー、1日など

医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品
_KW_2week、2ウィーク

医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品_クリア
レンズ

医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品_ハード
レンズ

医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品_レンズ
ケース

医薬品・コンタクト・介護_コンタクトレンズ・ケア用品_洗浄・
保存液

家電_KW_エコ、省エネ

車用品・バイク用品_KW_SUV

車用品・バイク用品_KW_コンパクトカー、ミニバン

水・ソフトドリンク_紅茶

美容・コスメ・香水_スキンケア_化粧水・ローション

美容・コスメ・香水_ベースメイク・メイクアップ_ファンデー
ション

キーワードパック_海外旅行

旅行・出張・チケット

旅行・出張・チケット_トラベル

旅行・出張・チケット_興行チケット

旅行・出張・チケット_株主優待券・割引券

旅行・出張・チケット_施設利用券

旅行・出張・チケット_金券・ギフト券

旅行・出張・チケット_カタログギフト
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※広告主様によって使用できるデータに一部制限がございます。

※詳細は「入稿規定・広告掲載の注意事項」を併せて確認下さい。

※入稿審査後、原稿修正･変更をお願いする場合があります。

2018.3.19 Update

楽天アドネットワーク / 楽天DSP 共通セグメント表
【楽天市場閲覧履歴⑤】【ジャンルパッケージ】【直近検討層パッケージ】

◆ジャンルパッケージ

各種ジャンルパッケージ

パッケージ_料理好きユーザーパック

パッケージ_健康志向ユーザーパック

パッケージ_ウエディング・ブライダルパック

パッケージ_ギャンブルパック(パチンコ・パチスロ・麻雀・競
馬)

パッケージ_知育商材パック

パッケージ_事業主向け(BtoB)商材パック

パッケージ_英語パック

パッケージ_洋画パック

パッケージ_邦画パック

パッケージ_韓国パック

パッケージ_ヨーロッパパック

パッケージ_ビジネスパーソン向け商材パック

パッケージ_自動車業界パック

パッケージ_料理関連パック

パッケージ_ビジネス向け旅行パック

パッケージ_レジャー向け旅行パック

高級商材パッケージ

パッケージ_高級商材

パッケージ_高級商材_レディースバッグ

パッケージ_高級商材_レディース財布

パッケージ_高級商材_レディース靴

パッケージ_高級商材_レディース腕時計

パッケージ_高級商材_レディースジュエリー・アクセサリー

パッケージ_高級商材_ファション雑貨・小物

パッケージ_高級商材_サングラス

化粧品業界パッケージ

パッケージ_化粧品業界_価格_1,499円以下

パッケージ_化粧品業界_価格_1,500～7,999円

パッケージ_化粧品業界_価格_8,000円以上

直近／複数購買パッケージ

3ヶ月以内3回以上購買_レディースファッション

3ヶ月以内3回以上購買_メンズファッション

3ヶ月以内3回以上購買_キッズ・ベビー・マタニティ

3ヶ月以内3回以上購買_美容・コスメ・香水

3ヶ月以内3回以上購買_食品

3ヶ月以内3回以上購買_水・ソフトドリンク

3ヶ月以内3回以上購買_ダイエット・健康

3ヶ月以内3回以上購買_スポーツ・アウトドア

3ヶ月以内3回以上購買_ペット・ペットグッズ

◆直近／複数購買パッケージ

インテリア・寝具・収納

パッケージ_インテリア・寝具・収納_収納家具

パッケージ_インテリア・寝具・収納_ライト・照明器具

パッケージ_インテリア・寝具・収納_ベッド

パッケージ_インテリア・寝具・収納_寝具

パッケージ_インテリア・寝具・収納_こたつ用布団・カバー

パッケージ_インテリア・寝具・収納_ソファ・ソファベッド

パッケージ_インテリア・寝具・収納_イス・チェア

パッケージ_インテリア・寝具・収納_テーブル

パッケージ_インテリア・寝具・収納_ダイニングセット

パッケージ_インテリア・寝具・収納_カーペット・マット・畳

パッケージ_インテリア・寝具・収納_カーテン・ブラインド

パッケージ_インテリア・寝具・収納_クッション・座布団

パッケージ_インテリア・寝具・収納_デスク

パッケージ_インテリア・寝具・収納_インテリア小物・置物

パッケージ_インテリア・寝具・収納_置き時計・掛け時計

パッケージ_インテリア・寝具・収納_鏡

パッケージ_インテリア・寝具・収納_子供部屋用インテリア・寝
具・収納

パッケージ_インテリア・寝具・収納_オフィス家具

パッケージ_インテリア・寝具・収納_ソファカバー・イスカバー

パッケージ_インテリア・寝具・収納_ゴミ箱

パッケージ_インテリア・寝具・収納_壁紙・壁装飾

パッケージ_インテリア・寝具・収納_間仕切り

パッケージ_インテリア・寝具・収納_囲炉裏

パッケージ_インテリア・寝具・収納_火鉢

イベント商品閲覧パッケージ

イベント_お中元

イベント_お歳暮

イベント_寒中見舞い

イベント_クリスマス

イベント_お正月

イベント_おせち

イベント_成人式

イベント_バレンタイン

イベント_ホワイトデー

イベント_ひな祭り

イベント_母の日

イベント_父の日

イベント_こどもの日

イベント_運動会

イベント_暑中見舞い

イベント_敬老の日

イベント_ハロウィン

イベント_入園祝い

イベント_入学祝い

イベント_卒業祝い

イベント_結婚祝い

イベント_出産祝い

イベント_出産内祝い

イベント_結婚記念日

イベント_新築祝い

イベント_引越し祝い

イベント_還暦祝い

イベント_退職祝い

イベント_お見舞い

イベント_ハロウィン

◆イベント商品パッケージ◆直近検討パッケージ


