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スマホの⾏動履歴からターゲティングできる通販会社様向けDSP
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DSPとは
【オーディエンス配信】

クリック

【リターゲティング配信】

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ⇒ 純広告などはここまでの配信

20代⼥性 貴社広告が配信される

貴社広告は配信されない

30代⼥性

【配信対象者】

40代以上⼥性

男性全般
【配信⾮対象者】

掲載例
貴社サイト

商品購⼊

離脱

離脱

クリック 貴社サイト
商品購⼊

離脱

離脱

再度リターゲティング配信

リターゲティング配信へ

掲載例

配信サイトは数万サイト以上

※リターゲティング配信とは

離脱した⾒込み客の取りこぼしを防ぐのが
リターゲティング広告です。

⾒込客が商品購⼊や会員登録をするには
平均8〜10回の接触回数が必要とされていいます。

※純広告の現状

潜在ターゲットが貴社サービスに
興味を持ってアクセスしても

約90%以上の⼈たちが
離脱しているのが現状です
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DSP特有のこんな悩みありませんか︖

DSPが多すぎて、どれがいいのかわからない

社内で運⽤できる⼈がいない

どこを改善すれば効果が上がるのかわからない

リターゲティングを稼働するまでの費⽤が掛かりすぎる

これらの悩み、sokuhanなら解決できます︕

⼤⼿通信業者と連携したDSP

１
⾃在性のある配信設計が可能

２
運⽤は弊社専⾨チームが対応

３

他社DSPにはない独占的な
ネットワークを保有︕

さらに国内最⼤級の⽉間在庫数
1,500億以上のimpを確保︕

商品購⼊履歴など他社DSPにない
細かなセグメントを活⽤

ご希望のご予算やターゲットに合わせて
様々なプランニングが可能です︕

リスティング運⽤10年以上の実績
効果検証から新たなプランニング

A/Bテストは弊社にお任せください
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他社DSPにはない独占的なネットワークを保有︕（約100億impの⾃社在庫）を保有

SP:750億imp
PC:650億imp

国内最⼤級の在庫を保有

国内最⼤級の在庫を網羅（PC・SP計約1,400億impの⾃社在庫）を保有



Copyright © ATLAST Inc. 2022 All Rights Reserved

キャリアデータ 企業データ アプリリスト

デジコン利⽤・決済⾦額を含む
⾼精度のデータ群

ジャンルカテゴリ配信や
指定アプリへの配信

デバイス別

リターゲティング掲載位置天気

位置情報

SSP指定

PC・スマートフォン・タブレット 配信先地域を指定して配信可能 特定キーサードで検索したユーザー

指定した天気・気温に該当する地域 バナーの掲載位置指定 離脱ユーザーの取りこぼし回避 配信SSPを指定して配信可能

⾃在性のある配信設計が可能 様々な配信セグメント

独⾃のオーディエンスカテゴリ 圧巻の82項⽬から興味・関⼼からターゲットを絞り込み可能︕

キーワード

上場区分・従業員数・資本⾦など

閲覧履歴を基に興味関⼼を推測

興味関⼼
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属性セグメント
(auIDログインユーザー スマホ)

性別 男性・⼥性

年代 10代・20代・30代・40代・50代・60代
学年齢 中学⽣・⾼校⽣・⼤学⽣

居住地域 47都道府県（⼀部市区対応可能）
定額アプリ会員 会員/⾮会員

デジコン利⽤

ライト（1,500円以下）
ミドル（1,501〜5,000円）

ヘビー（5,001〜10,000円）
スーパーヘビー（10,001円以上）

決裁利⽤ランク
（ショッピング）

アクティブ（1－1,000円）
ライト（1,001－3,000円）

ヘビー（3,001-10,000円）
スーパーヘビー（10,001円以上）

アプリ利⽤/起動状況

アプリ起動ヘビー
アプリDLヘビー

起動・DLヘビー

属性セグメント
(auID未ログインユーザー＋スマホ他社キャリア＋PC)

性別 男性・⼥性

年代 10代・20代・30代・40代・50代・60代
学年齢 中学⽣・⾼校⽣・⼤学⽣

スマホ端末利⽤者のセグメントデータも活⽤できる

■デジコン利⽤
・前⽉から過去３か⽉の利⽤⾦額の合計で分類
・データは、1回／1か⽉更新。

■決済利⽤ランク（ショッピング）
・有⼒データプロバイダの決済利⽤者のうち、ショッピング利⽤に関する⾦額。
・前⽉から過去３か⽉の利⽤⾦額の合計で分類
・データは、1回／1か⽉更新。

■アプリ利⽤/起動状況
有⼒データプロバイダの3ヵ⽉アプリDL数、起動回数合計より算出。

■興味関⼼
有⼒データプロバイダのサイト閲覧情報の性別・年齢・契約状況（プランなど）・機種・ARPUなどの
顧客データを組み合わせて、分類しています。

※指定・除外設定可能

■ sokuhanデモグラフィック
有⼒データプロバイダのデモグラ情報と、サイト閲覧情報（URL・カテゴリ・⽇付タイプなど）を
掛け合わせて、スコアを算出し、推定しております。

※算出⽅法は変更する可能性があります。
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sokuhanオーディエンスカテゴリ⼀覧
アダルト ポイントサイト コンピュータ・家電/カメラ ビジネス/経済 芸能/映画・舞台 法律・政治/政治
アート/全体 アート/ダンス コンピュータ・家電/ソフトウェア ビジネス/交通 健康/医療 法律・政治/法律
イベント アート/パフォーマンス コンピュータ・家電/テクノロジー ビジネス/資源・エネルギー 健康/煙草 本・⽂芸/電⼦書籍
インターネット/全体 アート/演劇 コンピュータ・家電/ハードウェア ビジネス/農林業 健康/視⼒ 本・⽂芸/⽂学
ゲーム/全体 アート/歌舞伎 コンピュータ・家電/プログラミング ビジネス/保険 健康/⼥性の健康 漫画・アニメ/特撮
コンピュータ・家電/全体 アート/⼯芸品 コンピュータ・家電/モバイル ファッション/靴 健康/睡眠 旅⾏/海外旅⾏
スポーツ/全体 アート/美術 コンピュータ・家電/⾳楽プレイヤー ファッション/時計 ⾞・バイク/バイク 旅⾏/国内旅⾏
ビジネス/全体 インターネット/SNS コンピュータ・家電/家電 ファッション/⼥性ファッション ⾞・バイク/モータースポーツ
ファッション/全体 インターネット/セキュリティ スポーツ/アメフト ファッション/男性ファッション ⾞・バイク/⾞
ペット・動物/全体 インターネット/デザイン スポーツ/ウィンタースポーツ ペット・動物/⿂ 趣味・レジャー/アウトドア
ホーム・ガーデン/全体 インターネット/ポータルサイト スポーツ/ゴルフ ペット・動物/⽝ 趣味・レジャー/カラオケ
リファレンス/全体 インターネット/画像サイト スポーツ/サッカー ペット・動物/植物 趣味・レジャー/テーマパーク
不動産 インターネット/写真サイト スポーツ/テニス ペット・動物/畜産 趣味・レジャー/玩具
⼈・社会/全体 インターネット/⼩説サイト スポーツ/バスケットボール ペット・動物/猫 趣味・レジャー/⼿芸
健康/全体 インターネット/動画サイト スポーツ/バレーボール ホーム・ガーデン/ガーデン ⾷品・飲料/飲料
天気 ギャンブル/パチンコ スポーツ/ラグビー ホーム・ガーデン/家具 ⾷品・飲料/料理
教養/全体 ギャンブル/競⾺ スポーツ/格闘技 リファレンス/QAサイト ⾷品・飲料/外⾷
旅⾏/全体 ギャンブル/競輪 スポーツ/五輪 リファレンス/ショッピング ⾷品・飲料/⾷品
本・⽂芸/全体 ギャンブル/宝くじ スポーツ/⽔泳 リファレンス/リンク集 ⼈・社会/ウェディング
法律・政治/全体 ゲーム/カードゲーム スポーツ/相撲 リファレンス/辞書 ⼈・社会/オカルト
漫画・アニメ/全体 ゲーム/クイズ スポーツ/体操 ⾳楽/クラシック ⼈・社会/育児
美容・フィットネス ゲーム/チェス スポーツ/卓球 ⾳楽/邦楽 ⼈・社会/家庭
芸能/全体 ゲーム/パーティゲーム スポーツ/野球 ⾳楽/洋楽 ⼈・社会/結婚
趣味・レジャー/全体 ゲーム/パズル スポーツ/陸上競技 教養/専⾨学 ⼈・社会/出産
⾞・バイク/全体 ゲーム/ビデオゲーム ニュース/ニュースサイト 教養/教育・学校 ⼈・社会/信仰
⾳楽/全体 ゲーム/ビリヤード・ダーツ ニュース/事件・事故 教養/語学 ⼈・社会/性
⾷品・飲料/全体 ゲーム/リバーシ ビジネス/クレジットカード 教養/歴史 ⼈・社会/⽣活・雑談
2chまとめ ゲーム/教育ゲーム ビジネス/求⼈ 芸能/アイドル ⼈・社会/占い
ギャンブル/全体 ゲーム/将棋 ビジネス/⾦融 芸能/テレビ ⼈・社会/恋愛
ニュース/全体 ゲーム/⿇雀 ビジネス/銀⾏ 芸能/バラエティ ⼈・社会/⽼後

⾃在性のある配信設計が可能

独⾃のオーディエンスカテゴリ 82項⽬から興味・関⼼からターゲットを絞り込み可能︕
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※ビジネスデータはサイバーエリアリサーチ社データを基に⽣成しております

⾃在性のある配信設計が可能 BtoBのアプローチも可能︕

国内最⼤のIPアドレスデータベースを保持しているサイバーエリアリサーチ社と提携
企業IPアドレスを基に、様々な業種や特定の企業などへのターゲティングが可能です

上記以外にも企業名でホワイトドメイン、ブラックドメインの設定も可能です
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Android

ビジネス 仕事効率化 ゲーム

天気 写真/ビデオ ゲーム
（さいころ）

ゲーム
（トリビア）

ユーティリティー ニュース ゲーム
（アクション） ゲーム（パズル）

旅⾏ ナビゲーション
ゲーム
（アドベン
チャー）

ゲーム
（ファミリー）

スポーツ ミュージック ゲーム
（アーケード） ゲーム（ボード）

ソーシャルネット
ワーキング ライフスタイル ゲーム

（カジノ）
ゲーム
（ミュージック）

辞書/辞典/その他 ベルスケア/フィットネス
ゲーム
（カード）

ゲーム
（レーシング）

ファイナンス メディカル ゲーム（シュミ
レーション）

ゲーム（ロールプレ
イング）

エンターテインメ
ント Newsstand ゲーム

（ストラテジー） ゲーム（単語）

教育 カタログ ゲーム
（スポーツ） ゲーム（教育）

ブック フード/ドリンク

iOS

ライブ壁紙 医療 ライフスタイル 天気

ウィジェット ⾳楽＆オーディオ メディア＆動画

書籍＆⽂献 ニュース＆雑誌 ゲーム

ビジネス カスタマイズ ゲーム
（アクション） ゲーム（パズル）

コミック 写真 ゲーム（アドベン
チャー） ゲーム（ファミリー）

通信 仕事効率化 ゲーム
（アーケード） ゲーム（ボード）

教育 ショッピング ゲーム（カジノ） ゲーム（レース）

エンタテイン
メント

ソーシャルネットワー
ク

ゲーム
（カジュアル）

ゲーム（ロールプレイ
ング）

ファイナンス スポーツ ゲーム（カード） ゲーム（教育）

ゲーム ツール ゲーム（シュミレー
ション） ゲーム（⾔葉）

健康＆フィッ
トネス 交通 ゲーム

（ストラテジー） ゲーム（雑学）

ライブラリ＆
デモ 旅⾏＆地域 ゲーム

（スポーツ） ゲーム（⾳楽）

⾃在性のある配信設計が可能 アプリ別指定配信

アプリのジャンルカテゴリ配信や指定アプリへの配信も可能です。
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カテゴリ サブカテゴリ カテゴリ サブカテゴリ カテゴリ サブカテゴリ カテゴリ サブカテゴリ
アダルト ー スポーツ 陸上競技 不動産 ー 芸能 映画・舞台
アート 美術 アメフト ⼈・社会 ⽼後 アイドル

ダンス ウィンタースポーツ ウェディング バラエティ
歌舞伎 ゴルフ オカルト テレビ
演劇 サッカー 育児 その他

イベント ー テニス 家庭 趣味・レジャー ⼿芸
インターネット 動画サイト バスケットバール 恋愛 アウトドア

SNS バレーボール 信仰 カラオケ
セキュリティ 野球 性 玩具
デザイン 格闘技 ⽣活・雑談 テーマパーク
⼩説サイト 五輪 占い ⾞・バイク ⾞
画像サイト 相撲 出産 バイク
写真サイト 卓球 健康 睡眠 モータースポーツ
ポータルサイト ビジネス 保険 医療 その他
その他 クレジットカード 煙草 ⾳楽 洋楽

ゲーム ⿇雀 求⼈ ⼥性の健康 クラシック
カードゲーム ⾦融 視⼒ 邦楽
クイズ 銀⾏ その他 その他
チェス 交通 天気 ー ⾷品・飲料 ⾷品
パーティーゲーム 資源・エネルギー 教養 歴史 飲料
パズル 経済 学問 外⾷
将棋 その他 語学 料理
ビリヤード/ダーツ ファッション 男性ファッション 教育・学校 2chまとめ
リバーシ 靴 旅⾏ 国内旅⾏ ギャンブル 宝くじ
教育ゲーム ⼥性ファツション 海外旅⾏ パチンコ
ビデオゲーム 時計 本・⽂芸 ⽂学 競⾺

コンピュータ・家電 家電 その他 その他 その他
カメラ ペット・動物 猫 法律・政治 法律 ポイントサイト
ソフトウェア ⿂ 政治
テクノロジー ⽝ 漫画・アニメ 特撮
⾳楽プレイヤー 植物 その他
プログラミング ホーム・ガーデン 家具 美容・フィットネス

モバイル その他

ハードウェア リファレンス 辞書

その他 QAサイト

リンク集

ショッピング

その他

⾃在性のある配信設計が可能 ドメインカテゴリ(指定可能カテゴリ)
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名称 サイズ
（左右x天地）

ファイルの
種類 容量 配信可能SSP その他

動画素材 16︓9 MP4ファイル 5MB ー Ad Generation、DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、YiledOne(png配
信不可)、Fluct、Geniee、GMOSSP for SmartPhone(swf配信不可)、Kauli、Xrost SSP
、AdStir、忍者AdMax、PubMatic、Rubicon Project、

静⽌画像ファイル 300×80 jpg、gif、png 50KB アニメ不可 同上

再⽣終了後画像ファイル 300×170 jpg、gif、png 50KB アニメ不可 同上

代替画像ファイル 300×250 jpg、gif、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

同上 PCのみ

名称 サイズ
（左右x天地）

ファイルの
種類

推奨
容量 ループ 配信可能SSP その他

ミディアムレクタングル 300x250 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

Ad Generation、DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、YiledOne(png配
信不可)、Fluct、Geniee、GMOSSP for SmartPhone(swf配信不可)、Kauli、Xrost SSP
、AdStir、忍者AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

モバイルバナー 320x50 jpg、gif、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

Ad Generation、DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、YiledOne(png配
信不可)、Fluct、Geniee、GMOSSP for SmartPhone、AdLantis SSP for Smartphone
、AdStir、Kauli、忍者AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

モバイルビッグバナー 320x100 jpg、gif、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

Ad Generation、Geniee、GMOSSP for SmartPhone、AdStir、Kauli、Rubicon
Project、i-mobile 枠線必須

スーパーバナー 728x90 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、YiledOne(png配信不可)、Fluct、
Geniee、Kauli、Xrost SSP、忍者AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

レギュラーバナー 468x60 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、Fluct、Geniee、Xrost SSP、忍者
AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

ワイドスカイスクレイパー 160x600 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、YiledOne(png配信不可)、Fluct、
Geniee、Xrost SSP、忍者AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

スカイスクレイパー 120x600 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、Fluct、Geniee、忍者AdMax、
PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

ラージレクタングル 336x280 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、Fluct、Geniee、Xrost SSP、忍者
AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

スクエア 250x250 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、OpenX Market Japan、Fluct、Geniee、忍者AdMax、
PubMatic、Rubicon Project、i-mobile 枠線必須

スモールスクエア 200x200 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、Geniee、忍者AdMax、PubMatic、Rubicon Project、i-
mobile 枠線必須

ハーフページ 300ｘ600 jpg、gif、swf、png 50KB アニメ可
30秒以内に停⽌

DoubleClick Ad Exchange、Geniee、Xrost SSP、PubMatic、Rubicon Project、i-
mobile 枠線必須

⾃在性のある配信設計が可能 ⼊稿素材⼀覧
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広告出稿スケジュール

【お申込み】
・ご予算
・契約期間
・対象サイト
・配信開始⽇

【ヒアリング】
・ターゲット
・成果地点
・成果単価

【設定】
・アカウント設定
・タグ発⾏

【設定】
・タグ設置
・バナー準備

【確認】
・タグ設置確認
・バナー審査

【配信】
・配信開始

アットラスト アットラスト アットラストお客様 お客様

■配信までのお客様の必要事項
① ご出稿概要
② ご⼊稿
③ タグ設置
④ バナーのご準備

■タグの設置について
対象ページの</body>の直前に埋め込んで頂きます。
① コンバージョンタグ
② リターゲティングタグ

-------

-------

-------

-------

-------

-------

約2営業⽇ 約2営業⽇

※配信開始までの期間はバナーのご準備・審査状況やタグの設置状況によって前後します。予めご了承下さい
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広告出稿スケジュール

※上記プラン以外のご利⽤料⾦・掲載期間はご相談ください︕

初期費⽤は頂いておりません

インプレッション課⾦型

最低出稿予算︓30万円〜／⽉

※⽉額予算が余った分は次⽉へ繰越し。
※また、契約期間中に予算全額が消化しきれない場合は、
完全消化まで運⽤継続。

※ご予算に応じてお⾒積を算出させていただきます

初期費⽤

課⾦形態

出稿プラン

備考契約期間 3カ⽉単位
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取得データの利⽤⽬的

１．当社や提携企業による、Webサイト及びスマートフォンアプリケーションを通して、
お客様の属性や興味・関⼼に応じた広告の配信・提供

２．当社の配信する広告の表⽰回数やリンク先への誘導数の調査
３．当社サービスの改善や新サービスの開発のための分析等
４．個⼈を識別できないように加⼯した統計情報の作成

利⽤⽬的

データ習得 １．取得するWebサイト等
当社は、sokuhanを利⽤して、以下のWebサイト、スマートフォンアプリケーションから
お客様のインフォマティブデータを取得致します。

・当社のターゲティング広告配信サービスを利⽤する広告主
・当社のターゲティング広告を掲載する媒体社

２．取得する情報
当社は、上記ユニークIDを利⽤して、具体的に以下のインフォマティブデータ
を取得しております。
(1) IPアドレス
(2)サイトのURL等、スマートフォンアプリケーションの識別⼦（アプリ名）等の媒体を特定できる情報
(3)ユーザーエージェント
(4)リファラ
(5)アクセス⽇時
(6)広告主ごとに個別に定義されるサイト閲覧情報やコンバージョン情報
(7)広告識別⼦（IDFA⼜はAAID等）これらインフォマティブデータには、⽒名、住所、電話番号、

メールアドレス、クレジットカード情報、その他の記述等により特定の個⼈を識別することができるものは
含まれません。


