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ZOZOTOWNについて
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日本最大級のファッション通販サイトZOZOTOWN (https://zozo.jp/ )
常時 90 万点以上の商品アイテム数と毎日平均 2,600 点以上の新着商品を掲載

ZOZOTOWN実績

3,916.4 億円年間商品取扱高

8,433ブランドブランド数

1041万人年間購入者数

事業実績

42,403円年間購入金額

7,974円平均出荷単価

※全て 2022年3月期実績

アクティブ会員実績
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ZOZOTOWNメディア情報

11,828,822 人

LINE 友だち数

992,619人

Twitter フォロワー数

104,342 人

Instagram フォロワー数

※全て 2022年7月期実績

88,188人

Facebook フォロワー数
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会社概要

株式会社 ZOZO（英文社名：ZOZO, Inc.）会社名

1998 年 5月21日設立

3月決算期

千葉県千葉市稲毛区緑町1-15-16所在地

1,411名（平均年齢 33.1歳）従業員

ZOZOTOWN / WEARサービス 

※全て 2022年3月期実績
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USER
ZOZOTOWNのユーザー
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男女比

ZOZOTOWNアクティブ会員属性

地域分布 年齢分布

※会員属性はアクティブ会員データより算出

平均年齢

(男性 :31.7、女性 :34.7 )

33.8

※全て 2022年3月期実績
※「PayPayモール」は含んでおりません。

71%
女性

29%
男性

北海道
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利用者の約 71%が女性。10代後半～ 40代がボリュームゾーンとなっており、
幅広い世代で利用されている。人口構成比に近く、都市部のユーザー比率が高い。
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PLAN
広告メニューについて
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広告プラン ①

タイアップ広告
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タイアップ広告概要

ご入稿いただいた素材をもとに、フルスクラッチでページを制作します。
動きを付けたりデザインにこだわったページ制作も可能です。内容

29,000PV~想定 PV

7 日間（開始日は平日任意、AM12:00~AM11:59） ※期間保証掲載期間

PC／ SP ／ APP配信デバイス

誘導枠の掲載位置によって変動
6,800,000 円 ~料金 ( グロス )

ZOZOTOWN公式 Instagramにてサービス告知 (Stories) 付き備考

画像／動画／テキスト／ロゴデータ／リンクURL など
※弊社で撮影や取材はできませんので予めご注意ください。

入稿物

日別 PV数／日別UU数／ Instagram関連 ( 掲載キャプチャ・ imp 数 )レポート

掲載開始より約 45営業日前お申込期限

※税抜、制作費込みの金額となります。 　※掲載期間中の競合排除は行いません。　※PV 数はあくまで想定値となり、保証しておりません。
※コンテンツはアーカイブされず、1か月後デッドリンクとなります。期間内であれば、クライアント様公式サイトや公式 SNSより誘導いただいて問題ございません。
※外部リンクのクリック数を計測できないため、パラメーターリンクのご入稿を推奨いたします。　
※Instagramのサービス告知は弊社一任での制作、事実確認のみとなります。投稿には「＃PR」「＃企業名or＃ブランド名」を付記します。

PC SP
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タイアップ広告参考
[ ウールマーク様 ]

メインビジュアル LP

※誘導枠とページ内にはPR表記が含まれます。
※デザインやギミックは案件によって
　ご相談となります。

誘導枠

2. ビジュアル表示
複数枚の画像を使用し

画像が切り替わる仕様も可能

3. 動画掲載
LP内に動画コンテンツを
掲載することも可能

4. 商品掲載
ZOZOTOWN出店ショップ
の商品を掲載することも可能

5. 施策告知
プレゼントキャンペーンや
同梱広告の告知も可能

1. ZOZOTOWN トップ
ファーストビューに表示されている
リッチカルーセルバナーにて誘導

1 1



※お申込時点で契約書の締結が前提となります。また、実施できる枠に限りがあるため、掲載 ~3 か月前を目安に必ず事前にご相談ください。

お申込～掲載まで最短約 2 か月要します。
詳細なスケジュールは案件毎にお出ししますので、あくまで目安としてお考え下さい。

お申込45営業日前まで

素材ご支給 ※必要であればオリエン実施42営業日前

初校提出26営業日前

再校提出17営業日前

校了14営業日前

LP 開発13-4営業日前

記事公開掲載開始日

タイアップ広告スケジュール
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Twitter 投稿オプション

ZOZOTOWN公式 Twitter にて 1ポスト行います。
SNS 上での露出にご利用ください。内容

@zozojp投稿アカウント

992,619 フォロワー（2022 年 7月時点）フォロワー数

タイアップ公開後、平日任意（時間は弊社にお任せください。）投稿日

400,000 円料金 ( グロス )

画像 3枚まで（タイアップ素材を流用）素材

imp 数／エンゲージメント数（投稿 ~7 日間の合計値）レポート

タイアップ広告と同時お申込お申込期限

※税抜、制作費込みの金額となります　※掲載期間中の競合排除は行いません。　※ZOZO主導での制作、校正は1回となります。
※ご指定できるハッシュタグは 2つ、アカウントは1つまでとなります。　※ご指定のハッシュタグの他に、「＃PR」「＃企業名or＃ブランド名」を付記します。
※投稿は基本的に削除されませんが、投稿内記載のリンクは1か月で無効となります。また、投稿は弊社都合で削除する場合がございます。
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お問い合わせメール雛型

下記雛型にてメールのご送付をお願いいたします。

ec-ad-block@zozo.com宛先（TO）

【掲載相談】ZOZOTOWN タイアップ広告／広告主名：商材名件名

本文

=====================================
■代理店名：

■広告主名：

■広告主 URL：

■商材名：

■商材 URL：

■媒体：ZOZOTOWN

■広告メニュー：タイアップ広告

■プラン：LP＆バナー

■Twitter 投稿オプション：あり or なし

■予算：

■実施時期（土日祝除く）：

■その他ご要望・ご質問：

=====================================
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広告プラン ②

同梱広告
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月間 30,000 部～

購入された商品にチラシやサンプルを同梱してお届け

最低配布部数

お取り扱い規定

月間 10,000 部～

チラシ

サンプル

・1枚もの
・サイズ：A4サイズ以内
※折りたたんでA4に収まれば問題ありません

チラシ

内容

・温度、湿度管理が不要なもの
・液漏れなど、購入商品に影響がないもの
・A4以内 200g 以下
※詳細は弊社担当までお問い合わせください

サンプル

同梱広告概要
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同梱広告セグメント

1歳単位

WOMEN・MEN

購入者属性

注文内容

都道府県単位

年齢

居住地

その他 1ユーザー 1配布のみ、もしくは 2回以上配布付与制限回数

1,000円単位注文金額

性別

スカート|ワンピース/ドレス|フォーマルスーツ/小物 |バッグ|シューズ|
ファッション雑貨 |財布/小物 |腕時計 |ヘアアクセサリー |アクセサリー |アンダーウェ
ア |レッグウェア | ルームウェア | 帽子 |インテリア | 食器 / キッチン | 雑貨 / ホビー |
PC・スマホグッズ/家電|スキンケア|ベースメイク|メイクアップ|ビューティーグッズ|
ボディ・ヘアケア|フレグランス|水着/着物・浴衣|アウトドア/スポーツ|ママ&ベビー|
ペットグッズ|音楽 /本・雑誌|その他

商品カテゴリー

1店舗単位ショップ

※月間の配布数が最低配布部数を上回るようセグメントを設定してください。また、最長の配布期間は2ヶ月です。

以下条件で配布対象者を絞り込むことが可能です。
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配布物 部数 単価 (グロス ) 合計 (グロス )

30,000 1,200,000 円40 円

50,000 1,450,000 円29 円

100,000 2,100,000 円21 円

200,000 3,400,000 円17 円

300,000 4,500,000 円15 円

400,000 6,000,000 円15 円

500,000 7,000,000 円14 円

チラシ

10,000 1,150,000 円115 円

20,000 1,300,000 円65 円

30,000 1,440,000 円48 円

50,000 1,750,000 円35 円

100,000 2,500,000 円25 円

200,000 4,000,000 円20 円

300,000 5,400,000 円18 円

400,000 7,200,000 円18 円

500,000 8,500,000 円17 円

サンプル

※全て税抜の金額となります。 ※50万部を超える配布数の場合は、別途ご相談ください。

料金テーブル
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広告プラン ③

パッケージ広告

19



パッケージ広告概要

・広告用に段ボールもしくは袋のデザインを変更して、お客様にお届けします。
　どちらのパッケージを使用するか、1つお選びください。
・同梱広告と同様のセグメントが可能です。
・段ボールもしくは袋の制作は弊社で行います。

パッケージ仕様

・322mm×212mm×170mm
・底面以外の 5面印刷
・フルカラー

段ボール

内容

月間10,000部～最低配布部数

・300mm×440mm×50mm
・フルカラー袋
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パッケージ広告参考

[ 段ボール・袋 イメージ ]

STAR WARS 最後のジェダイセット

STAR WARS 特製デリバリーボックス バスキア箱
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種類 数量 単価 (グロス ) 合計 (グロス )

※全て税抜、制作費込みの金額となります。
※セグメントによる追加料金は発生しません。
※特殊加工が必要なデザインの場合追加料金が発生します。
※詳細なお見積りについては、お問い合わせください。

20,000 8,740,000 円437 円

30,000 11,970,000 円399 円

50,000 17,550,000 円351 円

100,000 30,300,000 円303 円

段ボール

袋

20,000 4,380,000 円219 円

30,000 6,000,000 円200 円

50,000 8,800,000 円176 円

100,000 15,200,000 円152 円

10,000 2,400,000 円240 円

料金テーブル
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お問い合わせメール雛型

下記雛型にてメールのご送付をお願いいたします。

ec-ad-block@zozo.com宛先（TO）

【掲載相談】ZOZOTOWN 同梱・パッケージ広告／広告主名：商材名件名

本文

=====================================
■代理店名：
■広告主名：
■広告主 URL：
■商材名：
■商材 URL：
■媒体：ZOZOTOWN
■広告メニュー：①同梱広告②パッケージ広告
■プラン：①同梱広告の場合、チラシ or サンプル
             ②パッケージ広告の場合、段ボール or 袋
■予算：
■実施時期（土日祝除く）：
■その他ご要望・ご質問：
=====================================
【①同梱広告の場合】
■配布物：
■配布物サイズ： 　
※チラシの場合→A4 以上の場合は折りたたんだサイズを
ご記載ください。
※サンプルの場合→サイズ・重量・梱包形態・成分表

■重量
■梱包形態
■成分表
■配布数量：
■セグメント条件：
■ZOZO で配布することをクライアントもしくは代理
店で事前告知するかどうか：
■他媒体でも配布するかどうか（配布する場合は期間も
ご連絡ください）：
■初回限定価格の利用有無：

【②パッケージ広告の場合】
■訴求内容：  
■配布数量：
■セグメント条件：
====================================
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GUIDELINE
広告ポリシー
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広告掲載約款
■掲載・運用基準

この約款（以下、「本約款」といいます。）は、株式会社 ZOZO（以下、「当社」といいます。） にお申

し込みの広告について、本約款記載の内容に則り、当社が業種・商材審査、表現審査を行い、掲載の

可否を決定します。業種、商材、広告表現、広告する商品もしくはサーピス、広告のリンク先サイトの

内容または広告のリンク先サイトにおいて提供されている商品もしくはサーピスのいずれかが下記に該

当すると判断される広告は、掲載できかねますのでご了承ください。なお、リンク先サイトおよび各種

クリエイティブについては、事前審査必須としております。

＜業種・商材＞

 ・出会い系サービス

 ・ギャンブル関連、パチンコ等（一部除く）

 ・たばこ関連商品（電子たばこ含む）

・アルコール飲料 (一部除く)

 ・産経用品

 ・コンプレックス商材（一部除く）

 ・ダイエット効果を謳う商品・サービス

 ・美容整形・医療系

 ・貸金業（消費者金融・キャッシング・カードローン等）

 ・FX・先物取引・不動産投資等の投資性の高い商品・サービス

 ・宗教関連

 ・政党

 ・当社競合サービス（ファッションモールサイト・コーディネートサイト）

＜広告表現やサービス、リンク先サイトの内容等＞

 ・法令または公正競争規約に反するもの、またはそのおそれがあるもの

 ・公序良俗に反するものまたは社会秩序を乱すもの、またはそのおそれがあるもの

 ・犯罪その他の法令違反行為を請発するおそれのあるもの

 ・暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定又は美化するもの

 ・許可・認可を要する業種で許可・認可を取得していない広告主のもの

 ・詐欺的な、いわゆる不良商法とみなされるもの

 ・責任の所在が明確でないもの

 ・虚偽、誇大なもの

 ・アダルト、風俗関係のもの

 ・性に関する表現で、露骨、わいせつなもの

 ・投機射幸心を著しくあおるおそれがあるもの

 ・醜悪、残酷、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの

 ・当社または第三者を誹謗中傷しているもの

 ・当社または第三者の権利（著作権、商標権等の知的財産権、名誉、プライバシー、     肖像権など）

を侵害するもの

 ・当社または第三者に対して、不法または不当に不利益を与えるもの

 ・非科学的または迷信に類するもので、ユーザーを迷わせたり、不安を与えるおそれ  があるもの

 ・内外の国家民族などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの

 ・国際親善を害するおそれのあるもの

 ・武器、凶器、銃刀類、賭事、ギャンブルの通信販売

 ・販売者の所在地・連絡先等が不明確な通信販売

 ・広告内容とリンク先の内容が著しく異なるもの

 ・その他、当社が不適切だと判断するもの

※媒体のイメージやユーザーの属性等を考慮し、広告表現を変更していただくことが ございます。

※掲載を承認もしくは拒否した広告について当社はその理由を説明する義務を負いません。

※本約款を満たさなくても個別判断により掲載可とされる場合があります。また、本約款に個別記載が

ない項目についても内容により掲載できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

※広告内容およびリンク先サイト内での全ての情報、商品およびサーピスに関するユーザーからのクレー

ム等については、広告主の責任において対処されるものであり、当社は責任を負わないものとします。
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■掲載不可表現
 ・過度な文字表現や訴求
過度な価格訴求やセール訴求、文字を中心とした表現、直接的な動画視聴や会員登録等を促す表現は
ご遠慮いただいております。
 ・ユーザーが不快に感じる可能性のある表現
コンプレックス訴求や暴力表現、ユーザーの不安を煽るようなネガティブな訴求など、ユーザーが不快
に感じる可能性のある表現はご遠慮いただいております。
 ・根拠のない “No,1” “最大” “最高” 等の最大級表現
絶対的表現を使用する場合は、データの出典元が明記され、かつ正確な引用であることを条件とさせて
いただきます。
 ・不当表示に抵触する可能性のある表現
 商品・サービスの内容が事実より良いと誤認させる「優良誤認表示」や、実際よりも安いと誤認させる「有
利誤認表示」が含まれる表現は禁止とさせていただきます。
 ・当社コンテンツと誤認する可能性のある表現
当社のサービス名やロゴ等を用いることで、ユーザーが当社コンテンツと混同する可能性のある表現は
禁止とさせていただきます。
 ・閲覧不可能なページやクリエイティブと直接関係のないページへの遷移
スマートフォンの標準ブラウザで操作・閲覧できないページへのリンクは禁止とさせていただきます。
必ずリンク先のページがスマートフォンで正常に動作することをご確認ください。また、クリエイティブ
と直接関係のないページへリンクすることはできません。

■注意事項
 ・お申込・各種クリエイティブご入稿は当社からの受領メールをもって正式な受領とさせていただきま
す。
 ・お申込・各種クリエイティブご入稿の際は必要事項の記載をお願いいたします。
 ・お申込時にリンク先が立ち上がっていない場合や、広告訴求（キャンベーンなど）内容がリンク先ペー
ジ内に反映されていない場合はアップ予定日を明記くださ　い。アップ予定日や内容が確認できない場
合はお申込を受領できないことがありま　す。また、ご入稿期限までに広告訴求（キャンペーンなど）
内容のリンク先ベージ内への反映をお願いいたします。
 ・お申し込み時にリンク先内容が確認できず、事前確認用資料を添付いただきお申込受領とさせてい
た場合でもご入稿時にリンク先の内容が事前確認内容と異なる場合は掲載できないことがございます。
 ・広告の掲載開始・変更・終了に関しては、当社営業日・営業時間中のみの対応とさせていただきます。

■素材納入に関して
 ・当社指定の形式にて素材をご用意ください。
 ・素材納入期限後に素材納入をいただいた場合はお申込いただきました内容どおりの掲載ができない
場合があります。
 ・原則としてお申込受領後のお申込内容およびリンク先の変更はお受けいたしかねます。

■権利処理について
申込者は、当社に納入するすべての素材及び当社に入稿するすべての広告原稿、並びにそれらの当社に
よる利用について、必要な権利処理が完了していること並びに第三者の知的財産権その他の権利を侵害
するものではないことを保証するものとします。

■免責事項
 ・キャリアのネットワーク障害、停電、天変地異、広告主様側のサーバー障害等、当社の責めに帰すこ
とができない事由により、広告が表示されない、または広告枠よりリンク先への接続ができない場合に
は当社は一切の責任を負わないものとします。
 ・掲載期間中に、リンク先に不具合（接続ができない場合、正常に表示されない場合、コンピュータウィ
ルス等の有害なプログラムに感染するおそれのある場合、内容が不適切な場合など） が発覚した際は掲
載を停止させていただきます。
 ・申込者の責めに帰すべき事由によって広告の全部または一部の掲霰が行えない場合当社は一切の責
任を負わないものとします。
 ・当社は掲穀広告のコンバージョン、広告の効果等についての保証はいたしません。
 ・広告の表示に関して、利用者の使用機器、ソフトウェア、通信回線の動作保証はいたしません。

■本約款の変更
当社は本約款をいつでも予告なしに変更することができるものとします。

■契約解除
本約款の掲載基準に反する事実が判明した場合は直ちに広告掲載を停止し、申込内容に応じた金額を
請求いたします。また、当該広告により当社が被った損害の賠償を請求いたします。

■キャンセルについて
お申込後のキャンセルは原則受付けいたしかねます。止むを得ない理由でキャンセルを受付ける場合に
ついては、広告主・広告会社の事由による場合は有償とし、その金額は、契約掲載料金の全額とします。
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広告掲載に関するご質問は ec-ad-block@zozo.com までお問い合わせください。


