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Amazon とは？
数億種類の品揃えを誇る、日本最大級の総合オンラインストア。
さらにビデオオンデマンドやミュージックも揃える、
日常生活に欠かせない様々なサービスを提供している、それがAmazonです。
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Amazon のメディア・パワー (デスクトップ) 

Source：Nielsen Digital Content Measurement 2019年2月度 ブランドレベル 家庭と職場からのアクセス

性別 年齢

世帯年収

Amazon は国内メディアサイトでトップクラス。
ショッピングサイトならではの特性と、その規模を活かしたプロモーション展開が可能。
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Rank Media
Unique Visitors

(000)
Reach (%)

1 Yahoo! 25,442 69.52

2 Google 19,163 52.36

3 MSN/Outlook/Bing/Skype 17,862 48.81

4 Microsoft 14,462 39.52

5 YouTube 13,987 38.22

6 Amazon 13,023 35.58
7 Rakuten 11,937 32.62

8 OneDrive 8,332 22.77

9 Wikipedia 8,255 22.56

10 FC2 8,019 21.91
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Amazon のメディア・パワー (モバイル) 

性別 年齢

世帯年収

Source： Nielsen MobileNetView Brand別ランキング: 2019年2月度

Amazon は国内メディアモバイルサイトでもトップクラス。
ショッピングサイトならではの特性と、その規模を活かしたプロモーション展開が可能。
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1 Google 68,448 96.18

2 Yahoo Japan 62,829 88.29

3 LINE 59,722 83.92

4 YouTube 55,859 78.49

5 Facebook 49,945 70.18

6 Amazon 41,695 58.59
7 Twitter 40,889 57.46

8 Rakuten 34,169 48.01

9 Hatena 28,021 39.38

10 Ameba 27,411 38.52



6 Amazon Confidential  |

利用可能なターゲティングの種類
Amazonの閲覧・購買データをもとにしたターゲティング配信をご利用いただけます。
*Amazon DSPに関しては、弊社のタグを貴社サイトに設置していただくことで、リターゲティンクも゙可能です。

ターゲティングの種類 ターゲティング詳細 ターゲティング・フィー

ライフスタイル 閲覧・購買履歴をもとに想定されるライフスタイルを持つカスタマーに配信 ー

ホットカスタマー 商品に対する直近の興味関心に基づき配信 20%

商品カテゴリ 検索結果ページもしくは商品詳細ページの指定カテゴリに配信
（配信先は検索結果ページ・商品詳細ページのみ）

20%

エリア 47都道府県 ー

デモグラフィック 年齢・性別・世帯年収・職業・未既婚など特定の属性のカスタマーに配信 ー

ニューカスタマー 90日以内に Amazon で初めて購入したカスタマーに配信 20%

アドバタイザー・オーディエンス
広告主所有のメールアドレスなどのリストを匿名化しAmazon カスタマーと照合して作成した
セグメントに配信

ー
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パッケージ商品の最適化について

設定したゴールに向けて最適化を実施
Amazonが蓄積してきたデータをもとに、機械学習と自動最適化の組合せにより配信面ごとの予算配分、ターゲット
セグメントの追加・削除、フリクエンシーやペーシングを最適化する仕組みが適用されます。本機能はこれまでオプション
として提供してまいりましたが、2018年7月出稿より標準適用をさせていただきます。

自動最適化の精度はキャンペーン期間が長いほど向上します。1～3カ月の継続的な出稿をご検討ください。

• 掲載面ごとの配信比率の指定はできません。
• 最適化はキャンペーンごとに行われます。
• 本機能はオプトアウトすることが可能です。
• パッケージに含まれるすべての掲載面に配信されるとは限りません。
• 最適化のKPIをCPAに設定する場合は、Amazon にて発行したピクセルを使用して測定することが前提となります。
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広告メニュー
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デスクトップ 広告掲載位置
トップページ 検索結果ページ 商品詳細ページ レビュー一覧ページ 決済完了ページ

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑫

① ① ① ①

① マーキー
サイズ：別紙参照

② トップレクタングルA
サイズ：300x250

③ トップレクタングルB
サイズ：300x250

④ トップビルボード
サイズ：1940x500

⑤ 検索結果スカイスクレイパー
サイズ：160x600

⑥ 検索結果スーパーバナー
サイズ：728x90

⑦ 商品詳細ビルボード
サイズ：1940x500

⑧ 商品詳細レクタングル
サイズ：300x250

⑨ 商品詳細スーパーバナー
サイズ：728x90

⑩ レビュー一覧レクタングル
サイズ：300x250

⑫ 決済完了カンバス
サイズ：300x600

⑬ 決済完了レクタングル
サイズ：300x250

②

①

⑪

⑬

⑪ ランキングスカイスクレイパー
サイズ：160x600

ランキングページ

*現時点未リリース
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モバイル・タブレット 広告掲載位置

①トップABパッケージ
サイズ：640x100
サイズ：600x500

②タイムセールシングル
サイズ：640x100

③検索結果ダブル
サイズ：1242x375

④商品詳細ダブル
サイズ：1242x375

トップページ
（ウェブ & アプリ）

タイムセールページ
（ウェブ＆アプリ）

検索結果ページ
（ウェブ）

商品詳細ページ
（ウェブ＆アプリ）

①

①

②

③ ④

決済完了ページ
（ウェブ＆アプリ）

⑤決済完了シングル
サイズ：640x100

⑤

タブレットトップページ
（アプリ)

⑥トップレクタングルA
サイズ：300x250



11 Amazon Confidential  |

広告 料金表

※広告掲載面のデザイン等は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
※バナーサイズは入稿バナーサイズです。表示サイズと異なる場合がございます。
※パッケージ商品はパッケージ単位、クリエイティブサイズ単位でのレポーティングとなります。掲載面ごとのレポートは提供されません。

商品名 デバイス 掲載面 入稿サイズ 掲載期間   Imps

IMP単価

(ターゲティングなし、デモグラ、

ライフスタイル）

ターゲティングあり

Imps

ターゲティングあり

imp単価
料金

① マーキー デスクトップ ほぼ全ページ マーキー 1週間 50,000,000 (想定) ¥0.15 (想定) N/A N/a ¥7,500,000

② プレミアム　クロススクリーン・パッケージ
デスクトップ

モバイル
トップ

300x250

1940x500

640x100

600x500

1週間以上 1,875,000 ¥0.800 1,562,500 ¥0.960 ¥1,500,000

③ リーチパッケージ
デスクトップ

モバイル

トップ

レビュー一覧

タイムセール

決済完了

640x100

600X500

300x250

300x600

1週間以上 1,875,000 ¥0.800 1,562,500 ¥0.960 ¥1,500,000

③ 動画広告プレミアムパッケージ
デスクトップ

タブレット
トップ 600x500 1週間以上 1,714,286 ¥0.875 1,428,571 ¥1.050 ¥1,500,000

④  動画広告ROSパッケージ

デスクトップ

タブレット

モバイル

トップ

商品詳細

600×500

1242x375

1940X500

1週間以上 4,000,000 ¥0.375 3,333,333 ¥0.450 ¥1,500,000

⑤
エンゲージメントパッケージ

(CPCキャンペーン向け)

デスクトップ

タブレット

モバイル

トップ

決済完了

検索結果

タイムセール

300X250

300X600

600X500

640X100

1242X375

1940x500

1週間以上 3,125,000 ¥0.480 2,604,167 ¥0.576 ¥1,500,000

⑥
コンバージョンパッケージ

(ROASキャンペーン向け)

デスクトップ

モバイル

トップ

検索結果

商品詳細

160x600

300X250

600X500

640X100

1242X375 

1940x500

1週間以上 3,947,368 ¥0.380 3,289,474 ¥0.456 ¥1,500,000

⑦
コンバージョンパッケージ

(CPAキャンペーン向け)

デスクトップ

モバイル

トップ

検索結果

商品詳細

レビュー一覧

決済完了

タイムセール

160x600

300X250

640X100

300x600

1242X375 

1940x500

1週間以上 5,769,231 ¥0.260 4,807,692 ¥0.312 ¥1,500,000

⑧ 決済完了パッケージ
デスクトップ

モバイル

決済完了
300x600

300x250

640x100

1週間以上 2,173,913 ¥0.690 1,811,594 ¥0.828 ¥1,500,000

⑨ BTFパッケージ

デスクトップ

タブレット

モバイル

検索結果

商品詳細

160x600

300X250

1242X375 

1940x500

1週間以上 5,357,143 ¥0.280 4,464,286 ¥0.336 ¥1,500,000

⑩ モバイルウェブパッケージ モバイル

トップ

検索結果

商品詳細

1242x375

600x500
1週間以上 4,918,033 ¥0.305 4,098,361 ¥0.3660 ¥1,500,000

①

②
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プレミアム クロススクリーン・パッケージ

*上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

認知獲得に最適な各デバイスのトップページ枠

デスクトップ
トップレクタングルA
トップビルボード

モバイル
トップABパッケージ

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

\0.8000 1,875,000
0.29％

あり \0.9600 1,562,500

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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リーチパッケージ

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

視認性の高い掲載枠パッケージ

デスクトップ
トップレクタングルA

レビュー一覧レクタングル
決済完了カンバス

モバイル
トップABパッケージ
タイムセールシングル
決済完了シングル

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

\0.8000 1,875,000
0.18%

あり \0.9600 1,562,500

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ、レビュー一覧ページ、タイムセールページ、決済完了ページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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動画広告プレミアムパッケージ

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

Amazon のタブレットとデスクトップのトップ横断で掲載できる視認性の高い動画広告ソリューション

タブレット
トップレクタングルA（アプリ)

デスクトップ
トップレクタングルA

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp

ターゲティング Imp単価 保証imps

なし、デモ、
ライフスタイル

¥0.8750 1,714,286

あり ¥1.0500 1,428,571

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ

注意事項

• 日別の配信比率は設定できません。
•１日２回のフリークエンシーコントロール。
• 各掲載枠への配信比率は指定できません。各枠にてインプレッションが発生します。
• Imp単価での販売、パッケージメニューのため各枠の単価はお出しできません。
• バナー天地の50%以上がインビューとなった際に、動画がミュート状態で自動再生します。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• 原稿規定詳細は別紙「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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動画広告ROSパッケージ (Run Of Site）

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

Amazon のモバイル、タブレット、デスクトップに横断で掲載できる唯一の動画広告ソリューション

デスクトップ
トップレクタングルA

商品詳細ビルボード

モバイル
トップレクタングル
商品詳細ダブル

タブレット
トップレクタングルA（アプリ)

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp

ターゲティング Imp単価 保証imps

なし、デモ、ライフスタイル ¥0.3750 4,000,000

あり ¥0.4500 3,333,333

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ、商品詳細ページ

注意事項

• 日別の配信比率は設定できません。
•１日１回のフリークエンシーコントロール。
• 各掲載枠への配信比率は指定できません。各枠にてインプレッションが発生します。
• Imp単価での販売、パッケージメニューのため各枠の単価はお出しできません。
• バナー天地の50%以上がインビューとなった際に、動画がミュート状態で自動再生します。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• 原稿規定詳細は別紙「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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エンゲージメントパッケージ (CPCキャンペーン向け)

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

クリック効率を重視したパッケージ

デスクトップ
トップレクタングルA
トップビルボード

決済完了カンバス

モバイル
トップABパッケージ
タイムセールシングル

検索結果ダブル
決済完了シングル

タブレット
トップレクタングルA

(アプリ)

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

¥0.4800 3,125,000
0.300%

あり ¥0.5760 2,604,167

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ、検索結果ページ、決済完了ページ、タイムセールページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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コンバージョンパッケージ (ROASキャンペーン向け)

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

販売促進重視のパッケージ

デスクトップ
トップレクタングルA

検索結果スカイスクレイパー
商品詳細レクタングル
商品詳細ビルボード

モバイル
トップABパッケ―ジ
商品詳細ダブル

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

¥0.3800 3,947,368
0.156%

あり ¥0.4560 3,289,474

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ、検索結果ページ、商品詳細ページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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コンバージョンパッケージ (CPAキャンペーン向け)

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

アクション重視のパッケージ

デスクトップ
トップレクタングルA/B

検索結果スカイスクレイパー
商品詳細レクタングル
商品詳細ビルボード

レビュー一覧レクタングル
決済完了カンバス

モバイル
タイムセールシングル

商品詳細ダブル
決済完了シングル

AD

AD

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

¥0.2600 5,769,231
0.0600%

あり ¥0.3120 4,807,692

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ、検索結果ページ、商品詳細ページ、レビュー一覧ページ、タイムセールページ、決済完了ページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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決済完了パッケージ
ショッピング完了のタイミングでブランドやメッセージを訴求

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

モバイル
決済完了シングル

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

¥0.6900 2,173,913
N/A

あり ¥0.8280 1,811,594

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 決済完了ページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

デスクトップ
決済完了カンバス

決済完了レクタングル

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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BTFパッケージ
商品を検討しているお客様に幅広くリーチできるパッケージ

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

AD

デスクトップ
検索結果スカイスクレイパー

商品詳細レクタングル

モバイル
商品詳細ダブル

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、
ライフスタイル

¥0.2800 5,357,143
N/A

あり ¥0.3360 4,464,286

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 検索結果ページ、商品詳細ページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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モバイルウェブパッケージ
エンゲージメントの高いモバイルユーザーにリーチ

※上記は掲載イメージです。実際の掲載時にはデザインやレイアウトなどが変わる可能性があります。

モバイル
トップレクタングル
検索結果ダブル
商品詳細ダブル

最低出稿料金 ¥1,500,000

Imp
想定CTR

ターゲティング Imp単価 保証Imps 想定CTR

なし、デモ、ライフスタイル ¥0.3050 4,918,033
N/A

あり ¥0.3660 4,098,361

掲載期間 1週間～（原則、営業日掲載開始）

掲載面 トップページ、検索結果ページ、商品詳細ページ

注意事項

• 配信比率は指定できません。
• レポーティングはパッケージ、クリエイティブサイズ単位となります。掲載面単位では提供されません。
• すべての掲載枠に配信されるとは限りません。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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eコマース広告
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eコマース広告
Amazonの各種eコマース機能を連携させ、クリエイティブの最適化を行い、
最大の効果を発揮するクリエイティブを配信

最低出稿料金 ¥1,500,000

掲載期間 広告配信期間に準ずる

掲載面 各メニューに準ずる

注意事項

• バナーに表示されるのは商品画像と各種eコマース機能となります。
• リンク先はAmazonの商品詳細ページになります。
• 1セットに設定できる商品は1-5商品となります。
• サイズによってはアニメーション加工が施されます。(詳細は仕様書を確認ください）

• 各フォーマットごとのレポートはご提供できません。

• 各フォーマットごとの配信比率は設定できません。
• マーキー、ビルボードは実施できません。

• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

クーポン広告 カート広告 カスタマーレビュー広告 今すぐチェック広告

1セット

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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Amazon DSP 
(旧AAP) 
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Amazon DSP (旧AAP) 
オンライン上で様々な活動をしている Amazon カスタマーへRTBでリーチ

AD

Amazon のサイト以外にもAmazon サイトでのターゲティングセグメントを利用してカスタマーへ効率的にリーチ

最低出稿料金 \1,500,000 (ネット)

掲載期間 1か月（原則、営業日掲載開始）

配信先 Amazon、Amazon直接買い付け媒体及び提携ネットワーク媒体のデスクトップ・モバイル

掲載規定

• デスクトップ最大同時掲載セット数：全サイズ入稿の場合、各サイズ合計で最大8本まで入稿
可能。（各サイズの本数は任意）全サイズ揃っていない場合は、最大6本まで入稿可能。

• モバイル最大同時掲載セット数：各サイズ2本まで入稿可能。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

注意事項

• 変動CPM（セカンドプライスオークション制）

• 上限CPMの指定は承りかねます。
• ご予算が同じ場合でもCPM変動により配信量がキャンペーンごとに可変する場合があります。
• CPCやCPAでの入札は行えません。
• Amazon DSP 掲載のキャンペーン運用は最適化含め、Amazon の裁量にて行います。

（運用方法の詳細については公開いたしません）
• Amazon DSPは運用型商品のため、満額消化を保証しません。
• 運用によっては入稿頂いたバナー全てが掲載されるとは限りません。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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Amazon DSP ビデオ広告
Amazon が提供するRTB対応動画広告サービスです。
独自に保有する大量のオーディエンスデータを利用した多彩なターゲティングが可能

Amazon Direct Publisher

3rd Party supply platform

Instream/Outstream Video

精度

アマゾンが保有する
購買・閲覧履歴

粒度

2億点以上の商品を基に
設計されたセグメント

鮮度

リアルタイム更新

Real Time
Bidding

最低出稿料金 \1,500,000 (ネット)

掲載期間 1か月（原則、営業日掲載開始）

想定CPM 1,500～2,000円 (セカンドプライスオークション)

配信先
Amazon直接買い付け媒体及び
提携ネットワーク媒体のデスクトップ・モバイルビデオ

掲載規定
• クリエティブの事前審査が必要となります。
• 原稿規定詳細は「Amazon入稿規定及び仕様書」をご参照ください。

注意事項

• 変動CPM（セカンドプライスオークション制）

• 上限CPMの指定は承りかねます。
• ご予算が同じ場合でもCPMが変動により配信量がキャンペーンごとに可変する

場合があります。
• CPC,CPVやCPVCでの入札は行えません。
• Amazon DSP ビデオ広告掲載のキャンペーン運用は最適化含め、Amazon

の裁量にて行います。（運用方法の詳細は公開いたしません）

• Amazon DSP ビデオ広告は、運用型商品のため、満額消化を保証しません。

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
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その他の広告
メニュー
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インシップ広告・ブックカバー広告
開封率100% 商品購入カスタマーに確実に訴求

商品配送の梱包箱内にチラシやブックカバー広告を同梱する広告です。書籍購入者が多い Amazon カスタマーと親和性の高いオフライン媒体です。

インシップ広告 ブックカバー広告

最低出稿料金 ¥1,000,000 ¥1,500,000

部数

単価 ¥10 ¥15

チラシ形状

ペラ：1枚もの

折り：1枚の用紙を1回～2回折り畳んだもの

リーフレット：1枚の用紙を山・谷に折り込んだもの

（Z折り・ジャバラ折りは不可）

中綴じ：複数枚の用紙をホッチキスで綴じたもの

ペラ：1枚もの   

注意事項

お問合せ先

10万部～

inship-contact-jp@amazon.com

・ターゲティング (同梱される商品を指定) しての発送は対応しておりません。

・上記は同梱費用であり、広告自体の制作費及び倉庫までの輸送費用等は含まれておりません。

・新規案件は事前テストが必要になります。テストの結果によっては実施頂けない場合もございます。

・実施可能時期及び詳細な仕様につきましては、下記アドレスまでお問い合わせ下さい。
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スタンダードランディングページ
魅力的なカスタマーエクスペリエンスを提供しブランディングや好感度の向上に貢献

スタンダードランディングページ
テンプレート化されたキャンペーンランディングページ。
視認性の高い大画像や動画でカスタマーを引き付け、世界観の醸成や理解促進を図る。
最大20の商品を表示するプロダクトカルーセルを最大6本まで掲載可能。

最低出稿料金
¥5,000,000
※本企画ページへ誘導するメニュー500万円以上のご出稿で実施可能
（スポンサー広告を除く）

掲載期間 広告配信期間に準ずる

掲載面 各メニューに準ずる

注意事項

• 制作費/誘導費込み。
• 制作はAmazon にて行いますが、完成済みの素材納品を前提としております。
• 掲載期間中のページの更新はできません。
• 各種掲載基準は事前にお問い合わせください。
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Appendix

・入稿規定など

・更新履歴
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入稿規定など

Amazon入稿規定及び仕様書

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec

Amazonサイト内 最新媒体資料・入稿規定掲載場所

https://www.amazon.co.jp/advertising/

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec
https://www.amazon.co.jp/advertising/
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11.お問合せ窓口
広告掲載に関するお問合せは、以下のアドレスをご利用下さい。

マネージドサービス

入稿： 入稿システムCreative Manager ※詳細はこちら

差替： jp-ad-traffick@amazon.co.jp

掲載可否： jp-ad-request@amazon.co.jp

掲載申込： jp-ad-order@amazon.co.jp

お問合せ： jp-ad-contact@amazon.co.jp

セルフサービス（DSP契約されている広告会社様向け）

広告審査： jp-dsp-creative@amazon.com

お問合せ： jp-dsp-support@amazon.com

※新規のお客様はお問い合わせフォームよりお問い合わせください

https://www.amazon.co.jp/advertising/spec/creativemanager
mailto:jp-ad-traffick@amazon.co.jp
mailto:jp-ad-request@amazon.co.jp
mailto:jp-ad-order@amazon.co.jp
mailto:jp-ad-contact@amazon.co.jp
mailto:jp-dsp-creative@amazon.com
mailto:jp-dsp-support@amazon.com
https://advertising.amazon.co.jp/contact-sales?ref_=ext_amzn_ads
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更新履歴
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