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ANAグループが保有するアセットを最大限活用した、マーケティングプラットフォームです。お客様との
接点から得られる様々な情報を集約し、『独自性・クオリティー』の高いデータを元にお客様との最適な
コミュニケーションを実現。パートナー様の課題解決をサポート 

InPut Data Base OutPut

搭乗実績データ

マイル積算データ

ANAカードステータス

ロイヤリティプログラム etc… 

動画広告 

ディスプレイ広告

各種SNS 

Menu Data Video Display News PackageOutline AppendixOthers

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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Video Ads Display Ads

ANA独自のデータを活用 
　 

外部ネットワークの 
　 

アウトストリーム広告の 
　 

フォーマットで動画配信

ANA独自のデータを活用 
　 

外部ネットワークへ 
　 

ディスプレイ広告を 
　 

配信することが出来ます。

Data Video Display News PackageOutline AppendixOthersMenu

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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01.Traveler Image
・ボリュームゾーンは、30代〜50代の高所得者の男性。

・仕事に対するモチベーションが高く、キャリア志向が強い。

・プライベートは旅行やドライブが好きでアクティブ。

・健康志向で食に対するこだわりが強い。 

　また、資産運用に積極的で金融資産も多い。

02.Traveler Fact Data

ANA Passenger

ANA Passenger

性別 居住形態

年齢構成 業種

世帯年収

男性

68% 
戸建て

48% 

賃貸その他
21%

分譲マンション

24%

平均世帯年収

1156万円  
(日本平均約540万円) 

3% 300万未満 

4% 300万-400万 未満 

6% 400万-500万 未満 

7% 500万-600万 未満 

6% 700万-800万 未満 

7% 800万-900万 未満 

8% 900万-1,000万 未満 

7% 600万-700万 未満 

未回答

9% 2,000万以上 

8% 1,500万-2,000万 未満 

12% 1,300万-1,500万 未満 

13% 1,000万-1,200万 未満 

2017年4月 
ANA搭乗者へのインターネットアンケート調査 
（回答者：2016年4月～2017年3月 
　ANA国際線・国内線利用者） 

Video Display News PackageOutline AppendixOthersMenu Data

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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03.Contact Media
ANA Passenger

日常で接するメディア

全体と比較して、情報感度の高い傾向にあります。

情報/広告に対する意識

最新の情報は
いち早く入手したい

情報収集に
熱心なほうである

流行を知るために 
広告に関心がある

広告は買い物をする際に 
役に立つ

広告はよく
見るほうである

広告を見て関連サイト
を確認する

興味のある商品の
広告は見る

04.Asset Formation
ANA Passenger

これからお金をかけたい、もしくはかけるだろうと思うこと

「★1財テクや投資・資産運営」でお金をかけたいこと

「★2生活環境の充実」でお金をかけたいこと

趣味の充実 
　 

健康や美容 
　 

★2生活環境の充実 
 

家族との時間・育児 
 

人付き合いや交流 
 

★1財テクや投資 
 

教育や資格取得 
 

Video Display News PackageOutline AppendixOthersMenu Data

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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商品名 ANA Digital Connect 動画広告

課金形態 インプレッション課金

掲載開始 平日任意

掲載期間 14日間～

申込/入稿期限 申込：掲載開始 12営業日前 まで/入稿：掲載開始10営業日前まで

動画の長さ 15秒間～

原稿規定 別途、「動画クリエイティブ規定」ページをご確認ください

最低出稿単価 50万円～

レポートタイミング 掲載終了日の翌日から5営業日を目安にレポートをご提供します。

  レポート項目は、配信imp数、視聴数 (25%・50%・75%・100%) 、

レポート内容 視聴完了率、クリック数、CTRとなります。

メディア概要

料金表

セグメント単価　- 金額 補足

オールリーチ    

デモグラフィック（男性/女性） ＠1.0円 　

    ・国内/国際、路線別の搭乗実績

    ・ANAカード利用

搭乗・利用実績 追加＠0.2円 ・マイル積算比率

    ・エアラインステータス

    ・搭乗クラス比率

ステイタス情報 追加＠0.3円 ・クレジットカード種別

配信メディアリスト　＊一部抜粋

注意事項

LINE、MSN、ロイター、BuzzFeed、AFPBB、時事ドットコム、  
ESPN、ESPNF1、乗りものニュース、Full-Count、ゲキサカ、ImpressWatch、  
CNN、など  

※デフォルトでは、音声配信なしとなります。ミュートを解除または操作により音声が再生さます。
※上限予算内で運用させていただき、配信終了時にご請求金額が確定します。
※ご入稿クリエイティブすべてが配信されない場合もございます。
※セグメント要件によっては掲載期間を変更させていただく場合がございます。
※レポートは合算数値となり、掲載媒体・面・クリエイティブごとのレポートはお受けできません。
※動画に関してはかかわる全ての権利関係について広告利用の許諾を得たものを必ずご入稿ください。

動画広告
ネイティブ動画 インリード動画 インバナー動画

ANA Digital Connectのデータベースを活用し、  

外部ネットワークの広告フォーマットで動画配信することができます。  

ANA独自のデータを活用して、ANAマイレージクラブ会員に動画での訴求が可能です。  

ANA Digital Connectの情報を元に、お客様をセグメント

外部ネットワークの広告枠に広告配信

※配信媒体毎のレポート提出は行っておりません。 

Display News PackageOutline AppendixOthersMenu Data Video

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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ディスプレイ広告

ANA Digital Connectの情報を元に、お客様をセグメント

外部ネットワークの広告枠に広告配信

ANA Digital Connectのデータベースを活用し、  

外部ネットワークへディスプレイ広告を配信することができます。  

ANA独自のデータを活用して、パートナー様のブランディングやプロモーションを  

ANAマイレージクラブ会員に届けることが可能です。  

料金表

配信メディアリスト　＊一部抜粋

注意事項

LINE,食べログ、Retty 、ダイヤモンド・オンライン、フォートラベル、映画.com、Itmedia、Fllyteam.jp、ト
ラフィックニュース、ナビタイム、interーedu.com、時事ドットコム、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞デ
ジタル

商品名 ANA Digital Connect ディスプレイ広告

課金形態 インプレッション課金

掲載開始 平日任意

掲載期間 7日間～

申込/入稿期限 申込：掲載開始10営業日前まで/入稿：掲載開始7営業日前まで

 
バナー：300×250、336×280、728×90、468×60、320×50(SP用)、
320×100(SP用)  

掲載サイズ
LINE用バナー：1080×1080、1200×628
　（※文字領域を２０％以下に収める）  
LINEアイコン用のロゴ：640×640  

  入稿物：静止画とリンク先URL

  静止画形式：image (jpg・png・gif) 　※アニメーション不可

  容量150KB以下

原稿規定 入稿物に関しては、「入稿クリエイティブ規定」をご確認ください。

最低出稿単価 50万円～

レポートタイミング 掲載終了日の翌日から5営業日を目安にレポートをご提供します。

レポート内容 レポート項目は、配信imp、クリック数、CTRとなります。

セグメント単価　- 金額 補足

オールリーチ    

デモグラフィック（男性/女性） ＠0.6円 　

    ・国内/国際、路線別の搭乗実績

    ・ANAカード利用

搭乗・利用実績 追加＠0.1円 ・マイル積算比率

    ・エアラインステータス

    ・搭乗クラス比率

ステイタス情報 追加＠0.2円 ・クレジットカード種別

※上限予算内で運用させていただき、配信終了時にご請求金額が確定します。
※クリエイティブの差し替えは、月間1回までとなります。
※ご入稿クリエイティブすべてが配信されない場合もございます。
※セグメント要件によっては掲載期間を変更させていただく場合がございます。
※レポートは合算数値となり、掲載媒体・面・クリエイティブごとのレポートはお受けできません。 
※各入稿規定をご一読ください。

メディア概要

※配信媒体毎のレポート提出は行っておりません。 

News PackageOutline AppendixOthersMenu Data Video Display

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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-パッケージメニュー-
ANA Media Kit関連の定番メニューと、 
顧客情報をセグメントしてアプローチすることが出来る 
ANA Digital Connectを組み合わせることで 
より届けたいメッセージを強化することが可能です。 

NewsOutline AppendixMenu Data Video Display Others Package

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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国際線第2ターミナル「ANA LOUNGE」

CPC保証プラン　メディア概要

配信形態 ディスプレイ 　

課金形態 クリック課金 　

クリック単価 500円（税別） 　

  搭乗実績搭乗実績：  ビジネスクラス以上搭乗 有

  会員ステータス： プラチナ・ダイヤモンド・スーパーフライヤーズ

セグメント内容 クレジットカード種別： ゴールド・プレミアム 

最低出稿単価 50万円～ 　

出稿期間 2週間～ 　

350円(税別) 

ユーザーイメージ

・30-50代のエクゼクティブ なビジネスパーソン  
・ビジネスにおいて 飛行機利用が多頻度  
・ビジネスクラスやファーストクラスも利用する 高所得者 
　ブラックカードを保持ユーザー有

注意事項

※他のセグメントとの併用はできません。  
※その他注意事項はメディアガイドをご参照ください。  
※詳細は営業担当までお問い合わせください。  
※掲載期間は2023年4月末までの掲載終了が条件となります。
※実施料金は50万円（税別）以上とさせていただきます。
※限定10社でのご提供となり、枠は決定優先となります。  
※LINE配信は必須ですので、ご了承ください。  
※想定クリック数に満たない場合は、配信期間延長または期間終了時点の消化クリック数にて  
　 清算とさせていただきます。  
※申込金額を上限として、消化クリック数が完了時点で消化した金額を請求させていただきます。

CPC保証プラン1
ビジネスエリートに対してCPC保証による広告配信を実現

ビジネスエリートに訴求ができるパッケージ。 
高級自動車や投資信託、ラグジュアリブランドに 

！先着10社限定！

NewsOutline AppendixMenu Data Video Display Others Package

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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CPC保証プラン　メディア概要

注意事項

CPC保証プラン2
幅広いANA Mileage Club会員に対して 
アプローチ。認知獲得に向いています。 

配信形態 ディスプレイ

課金形態 クリック課金

クリック単価 400円(税別)

セグメント内容 オールリーチ

最低出稿単価 75万円～

出稿期間 1ヶ月～

※他のセグメントとの併用はできません。  
※その他注意事項はメディアガイドをご参照ください。  
※詳細は営業担当までお問い合わせください。  
※掲載期間は2023年4月末までの掲載終了が条件となります。
※実施料金は75万円（税別）以上とさせていただきます。
※限定10社でのご提供となり、枠は決定優先となります。  
※LINE配信は必須ですので、ご了承ください。  
※想定クリック数に満たない場合は、配信期間延長または期間終了時点の消化クリック数にて  
　 清算とさせていただきます。  
※申込金額を上限として、消化クリック数が完了時点で消化した金額を請求させていただきます。

150円(税別) 

！先着10社限定！

NewsOutline AppendixMenu Data Video Display Others Package

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで
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映画前  
SKY CHANNEL CM

ANA Digital Connect
Video Ads  

動画連動プラン
カスタマージャーニーに寄り添った最適なコミュニケーション

オンエア秒数 30秒

  毎月1日〜末日（1ヶ月） ※一部機材・一部チャンネルでは

オンエア期間 前月末より、また翌月初まで放 映される場合がございます。

  ANAグループ運航便、国際路線 

オンエア路線 ※一部地域除く

料金 2,500,000円（税別）　30秒

映画前SKY CHANNEL CMメディア概要

- お申込締切日 オンエア開始日約40日前　　　　　- ご納品締切日 オンエア開始日約35日前

※CMが放映される映画タイトルの指定  
　 はできません。
※1枠につき、複数社のCMを放映します。
※1枠あたりの映画数は、17タイトル前後と  
　 なります。  
※放映の順番は申込順となります。

※運航状況や機材変更により、  
　予定通り放映できない場合がございます。
※当媒体は期間契約となります。運航状況、  
　オンエア回数による料金の返金、  
　または減額・補てん対応はいたしません。

ANA Digital Connect Video Adsメディア料金

課金形態 インプレッション課金 　

掲載期間 14日間～ 　

オールリーチ    

デモグラフィック（男性/女性） ＠1.0円 　

    ・国内/国際、路線別の搭乗実績

    ・ANAカード利用

搭乗・利用実績 追加＠0.2円 ・マイル積算比率

    ・エアラインステータス

    ・搭乗クラス比率

ステイタス情報 追加＠0.3円 ・クレジットカード種別

シミュレーション

ANA Digital Connectで特定のANA Mileage Club会員に対してWeb上でコミュニケーション。  
更に機内で動画広告を流すことで、上級顧客に対して、  
オンライン/オフラインの両面からブランディング を行うことが可能です。

映画前  
SKY CHANNEL CM  

2,500,000円

ANA Digital Connect
Video Ads

1,000,000円
3,500,000円（税別）

※ANA Digital Connectにおける詳細なシミュレーションについては、営業担当にご確認ください

NewsOutline AppendixMenu Data Video Display Others Package

申込受付期間：2023年3月末まで　配信期間： 2023年4月末まで



12 

規約事項等 
*お申込みの前に必ずお読みください 

NewsOutline Menu Data Video Display Others Package Appendix
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搭乗・利用実績 国際（北米）搭乗実績 有、多頻度（年3回以上） 

搭乗・利用実績 国際（ヨーロッパ）搭乗実績 有、多頻度（年3回以上） 

搭乗・利用実績 国際（ハワイ・グアム）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（中米）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（カリブ海・バハマ・バミューダ諸島）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（南米）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（アフリカ）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（中東）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（アジア）搭乗実績 有、多頻度（年3回以上） 

搭乗・利用実績 国際（オーストラリア・オセアニア）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（カナダ・グリーンランド）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績 国際（中国）搭乗実績 有（年1回以上） 

搭乗・利用実績  国内搭乗実績（過去3ヶ月） 有

搭乗・利用実績  国際搭乗実績（過去3ヶ月） 有

   

ステイタス情報 会員ステータス  ブロンズ

ステイタス情報  会員ステータス  プラチナ 

ステイタス情報  会員ステータス  ダイアモンド 

ステイタス情報 会員ステータス  スーパーフライヤーズ

ステイタス情報 会員種別 ANAカード会員

ステイタス情報 会員種別 非ANAカード会員

ステイタス情報  クレジットカード種別 提携カード

ステイタス情報  クレジットカード種別 一般カード

ステイタス情報  クレジットカード種別 ゴールド

ステイタス情報  クレジットカード種別 プレミアム

ステイタス情報  ビジネスクラス以上搭乗 有

デモグラフィック 男性

デモグラフィック 女性

デモグラフィック 24歳以下

デモグラフィック 25歳から34歳

デモグラフィック 35歳から44歳

デモグラフィック 45歳から54歳

デモグラフィック 55歳から64歳

デモグラフィック 65歳以上

   

搭乗・利用実績 ノンエアマイル積算利用者（過去2年間）

搭乗・利用実績 ANAカードマイル積算利用者（過去2年間）

搭乗・利用実績 国内線搭乗実績 有、多頻度（年6回以上）

搭乗・利用実績 国際線搭乗実績 有、多頻度（年6回以上）

搭乗・利用実績 国内（北海道）線搭乗実績 有（年1回以上）

搭乗・利用実績 国内（東北）線搭乗実績 有（年1回以上）

搭乗・利用実績 国内（関東）線搭乗実績 有、多頻度（年6回以上）

搭乗・利用実績 国内（北陸）線搭乗実績 有（年1回以上）

搭乗・利用実績 国内（中部）線搭乗実績 有（年1回以上）

搭乗・利用実績 国内（近畿）線搭乗実績 有、多頻度（年6回以上）

搭乗・利用実績 国内（中国地方）線搭乗実績 有（年1回以上）

搭乗・利用実績 国内（四国）線搭乗実績 有（年1回以上）

搭乗・利用実績 国内（九州）線搭乗実績 有、多頻度（年6回以上）

搭乗・利用実績 国内（沖縄）線搭乗実績 有（年1回以上）

※搭乗/利用実績は、御見積もりをご提示する際の前週金曜日を起点にデータ集計いたします。 

※現時点にて、ご指定頂けるセグメントです。指定セグメントが増えた場合は別途ご案内いたします。 

※搭乗実績の回数等は指定できません。ご了承ください。 

※搭乗実績は、期間の記載がない場合、過去1年間となります。 

※搭乗・利用実績には提携航空会社の実績も含みます。 

セグメント区分   項目  セグメント区分   項目 

セグメント可能一覧
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アセット  内容 原稿仕様

1.広告主名 クリエイティブで表示する広告主様名 全角12文字以内（半角24文字以内）

2.ロゴ画像 広告主様のロゴ

最小サイズ: 100x100 ピクセル
画像ファイル形式: jpg、png 
幅または高さの最大値: 2,000 ピクセル
最大ファイルサイズ: 1,200 KB
アスペクト比: 1:1
カラーモデル: RGB（CMYK はサポートされていません）

3.動画ファイル  右記参照 右記参照

4.カバー画像 - 

W1200 x H628 ピクセル
画像ファイル形式: jpg、png 
最大ファイルサイズ: 1,200 KB
カラーモデル: RGB（CMYK はサポートされていません） 

5.見出し  クリエイティブで表示される見出し  全角12文字以内（半角24文字以内）

6.長い見出し
見出しの長いバージョン。特定のネイティブ レイア

ウトでのみ表示されます。
全角25文字以内（半角50文字以内） 

7.本文 商品やサービスの説明文 全角40文字以内（半角80文字内）

8.キャプション 
URL 

クリエイティブで表示されるリンク先URLの覚えや
すい短縮バージョン。特定のネイティブレイアウト
でのみ表示されます。

半角30文字以内

9.リンク先URL 
ユーザーが広告をクリックしたときの移動先となる
ウェブページ

半角1,024文字以内

10.行動を促す 
フレーズ

行動を促すフレーズを表す広告のボタン 
またはリンクのテキスト 
（「今すぐ購入」など）

全角7文字以内（半角14文字以内）

注意事項
テキスト原稿では、半角カタカナ、絵文字、機種依存文字の使用は不可となります。 
また、アセットに対して接続配信先の審査がございます。

  項目 原稿仕様

動画 ファイル形式  .mov または .mp4 

  サイズ 1280 × 720、または、1920 × 1080 

  アスペクト比 横向き: 16:9 

  コーデック H.264 

  フレームレート  23.98 または 29.97 

  長さ 15 秒

  ファイルサイズ 1 GB 以下

  黒いバー 黒いバーは含まない

  レターボックス レターボックスなし

音声 コーデック PCM（推奨）または AAC 

  ビットレート 192 Kbps 以上

  ビット 16 ビットまたは 24 ビットのみ

  サンプルレート 48 kHz 

  音声設定 必須

1 2 

3 

5 
6 
7 

9 

上記のアセットが配信される場合の 
サンプルとなります。 
 
1. 広告主名 
2. ロゴ画像 
3. 動画ファイル 
5. 見出し 
6. 本文 
7. キャプションURL
9. 行動を促すフレーズ 

クリエイティブ規定全般 動画ファイル規定詳細

サンプル

クリエイティブ規定
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 項目 説明 備考

  1.広告主正式名 120文字以内（半角全角問わず） --

  2.広告主ウェブサイトのURL 1つ 会社概要のわかるURL

  3.商材正式名称 120文字以内（半角全角問わず） --

  4.商材URL 1つ 訴求する商材のパラメータなしURL

    画像サイズ：640x640 ピクセル  
    画像容量：最大3MB  
基本情報 5.ロゴバナー 画像ファイル形式: jpg、png  　
  1.タイトル 20文字以内（半角全角問わず） 　

  2.ディスクリプション 75文字以内(半角全角問わず) 　

    画像サイズ：1080x1080 ピクセル、1200x628 ピクセル 　

    ※画像サイズに対し、文字領域は20％以内に収めてください。 　※著名人を使用する場合、許諾書をご提出いただきます。

    画像容量：最大5MB 　

  3.広告画像 画像ファイル形式:jpg、png  　

  4.ランディングページ 1つ LPのURLを記入。パラメーターなし。

  5.リンク先URL（任意） 1つ 計測する場合等で発行されるパラメータ付のURL

素材 6.アクションボタン
「購入する」「予約する」「登録する」「ダウンロード」「ゲームプレイ」「インストール」「音楽
を聴く」「お問合せ」「友だち追加」から選択

行動を促すフレーズを表すテキスト

LINE クリエイティブ規定
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■全般規定 

• 掲載クリエイティブ・動画およびリンク先のページは必ず事前審査とさせていただきます。 

• 金額を記載する場合は税込表記で表記ください。

• ANAのマイル以外のポイント名称を表記する場合は、ANAのマイルと混合しないよう具体名を表記ください。

• 写真やコピー等は権利を保有している素材または権利処理された素材をご利用ください。

• ANAとの取引内容を表記する場合は事前にANAとの確認を済ませたうえで審査をお願い致します。

• マイルキャンペーン等の訴求の場合は、期間・表現をリンク先ページと合わせるようにお願い致します。

• 会員名を記載する場合、ANAの会員 or パートナー様の会員なのかを混同しないよう具体的に表記をお願いします。 

• ANA Digital Connectにて利用する外部プラットフォームの審査基準により、入稿バナー、LPの修正を依頼する場合がご

ざいます。 

 

■禁止表現

• ダブルスポンサーとなる表現

• 誤認や誤操作を行う可能性のある表現

• 　(人体のコンプレックス部分や露骨表現、過度な肌露出、性に関する表現が露骨、不快と感じる可能性がある表現)

• 不当表示に該当する可能性がある表現 

• 　(照会する商品サービスの内容が事実より良いと誤認させる表現、実際よりも安いと誤認させる表現)

• データの出典元調査機関名および調査年が明記されていない「最大級」「No.1」またはそれらに類似する表現

• 投機心や射幸心をあおる可能性のある表現 

 

■特定業種における必須記載内容および注意事項 

• コンタクトレンズの場合、日本コンタクトレンズ協会が定めるコンタクトレンズの広告自主基準を遵守をお願いします。

ANAマイレージクラブのお客様に適切な訴求を行うため、以下制作規定を設けております。 
ご確認の上、クリエイティブ（バナー、リンク先ページ）制作をお願いいたします。

ANAマイレージクラブのお客様に適切な訴求を行うため、以下制作規定を設けております。ご確認の上、バナー制作をお願いいた

します。 

 

■バナー制作規定

• バナー内のテキスト量は全体の1/3以下に収めてください。

• 背景色について

• 　-バナーの背景色を白や淡い色にする場合、枠線が必須となります。

• 　-背景を透過したバナーは不可となります。

• テキスト英数字は、半角英数に統一ください。

• 会社名、サービス名を表記する場合、視認可能な大きさで表記をお願い致します。 

 

■バナー画像内のANA取引表示について

• ANAマイル提携またはastyle等の売り場と連動した訴求を行う場合は、掲載バナーの下部または右側に 

　　　ANAロゴまたは各サービスロゴのテンプレートを挿入いただき入稿ください。詳細は担当営業までご確認ください。

• ANAロゴまたは各サービスロゴのテンプレート素材の変更・修正は不可となります。

• ANAロゴまたは各サービスロゴのテンプレート素材は当社営業までお問い合わせください。

• ANAロゴまたは各サービスロゴのテンプレート素材を除く、バナー内でのANAロゴ、各サービスロゴの使用は禁止です。 

• 　「ANA」を表記する場合はテキストにて表記ください。その際に「×」の表現は禁止となります。（例：ブランド名×ANA）

 

■リンク先ページ制作規定 

• ANAとの提携等がある場合は、提携情報の記載を必ずお願い致します。

• クリエイティブと関係ないページをリンク先ページに指定することは不可となります。

• オウンドメディア以外の記事ページをリンク先ページに指定することは不可となります。（例：外部サイトのタイアップページ等）

• アンケート形式のページをリンク先ページに指定する場合、リンク先ページ内に会社情報(会社名・会社所在地)の記載をお願

い致します。

• 会員登録等による個人情報の取り扱いに関する表現について 

• 　ユーザーの個人情報を取得する場合、リンク先ページにて個人情報保護法に準拠した個人情報の取り扱いの記載をお願い

致します。

• 人材派遣・人材会社の場合、リンク先ページもしくは会社HPに厚生労働省の許可・届出番号の記載をお願い致します。

• 古物商の場合、リンク先ページ内もしくは会社HPに古物商の許可番号の記載をお願い致します。

• 通販サイトの場合、リンク先ページ内もしくは会社HPに特定商取引に関する法律の記載をお願い致します。

入稿クリエイティブ規定
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■広告取扱対象外の業種・商品・サービス  

• ANAグループ・関係会社の営業活動と競合する業種や商品およびサービス。

• 航空や旅行に不安感をあおる業種、商品およびサービス。

• 反社会的勢力または関連する事業者。各種法令に違反している事業者。公序良俗に反するもの。

• 法律で禁止されている商品、無認可商品および粗悪品などの不適切な商品およびサービス。それらを提供する事業者。

• ギャンブル・風俗営業に関わる業種または事業者、その他ANAとして不適当と判断されるもの。 

• アルコール飲料の販売、または、ブランディング・情報提供を目的とした広告は取り扱い対象外となります。 

■表現内容のご注意  

• ANAグループ・関係会社の営業活動と競合するものを連想させるような表現を用いてはならない。

• 航空や旅行に不安感をあおる表現を用いてはならない。

• 消費者の保護を考慮した表現であること。

• 法令および公正競争規約等の自主規制を遵守すること。

• 著作権やマーク、標語、呼称など権利物を権利者に無断で使用してはならない。

• 皇室、王室、元首および内外の国旗等の尊厳を傷つける恐れがあるものは禁止する。尊厳の保護を遵守すること。

• たとえ事実であっても、他を誹謗、排斥、中傷してはならない。

• 政治宣伝、立候補予定者の事前宣伝と見られる表現は禁止する。

• 教義、布教を目的とした表現は用いてはならない。

• アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する際は、その規定を遵守する。

• 虚偽、誇張表現、広告の視聴者に錯誤、過大評価をさせる表現を用いてはならない。

• 広告表現において、「日本最大級」「日本初」などの最大級・絶対的表現をする際は、第三者機関による調査資料等客観的裏づけを必須とする。

• 広告内にデータを掲載する際は、出典、調査機関名を必ず明記する。

• 責任の所在が不明確な表現。内容が不明確な表現。効能・効果が疑わしいと思われる表現。

• アルコール飲料の広告内容については「お酒、飲酒は20歳を過ぎてから」の文言を必ず明記する。

• 公序良俗に反する、または社会的秩序を乱す表現は用いてはならない。 

• 解雇広告に該当するものは禁止する。

• 謝罪・釈明広告に該当するものは禁止する。

• 意見広告に該当するものは禁止する。 

• 裁判等で係争中のものは禁止する。

• 投機心、射幸心をあおるような表現は禁止する。

• その他、ANAとして不適切と判断されるものは禁止する。 

※上記が発覚した場合、配信を停止いたします。 

※本資料は表紙の有効期限のみ有効となります。最新版をご参照ください。 

ANAは「安心」と「信頼」を基礎にお客様へ「価値ある時間と空間」を提供する航空運送事業会社です。本メプログラムの出稿に際しましては、その特性上、以下の通り予めご了承いだきたい事項がございます。

ATTENTION 01   悪天候や天災、不可抗力その他の事由により、やむを得ず運航時刻や機材の変更、欠航などが生じる場合がございます。

ATTENTION 02   上記の事由によりANAの判断で配信を控える場合があり、それに準じて本プログラムの配信も停止する場合がございます。

ATTENTION 03   全てのプログラムにおいて、安全運航の妨げになると想定される場合は、いかなる理由があってもこれを優先することはできません。予めご了承ください。

広告出稿に関する注意事項
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Thank You


