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ADメニュー「imp保証」変更販売中！



Concept … 運営趣旨

2012年4月23日に配信開始しました【 Business Journal 】は、「ビジネスの“本音”に迫る」新しい情報サイトです。

既存のビジネスパーソン向けメディアではスポットの当たらなかったビジネスというフィールドを覆う「経済の論理」の裏
側にある、プレイヤーたちの本音を浮き彫りにします。

ここでいうプレイヤーとは、ビジネスを構成する、企業、行政機関、報道機関、それらの内側にいる経営者や社員など
を指します。ビジネスやプレイヤーに関連した情報は、テレビ、新聞、雑誌、ウェブなど、多種多様のメディアに溢れて
いますが、それらのプライオリティは、『どのプレイヤーが、どのように活動し（儲け）ているのか？』『それに付随する諸問
題とは何か？』、などという企業活動に関するニュースに集約され、それぞれのプレイヤーがどういう行動原理や思想
や思考、個人的な感情など（＝本音）で動いているかは見えにくいものです。

例えば、A社とB社の合併というニュースの裏では………

・A社の経営者の本音、社員の本音
・B社の経営者の本音、社員の本音
・合併を報じた報道機関の本音
・合併を仕掛けた第三者の本音

などなど、様々なプレイヤーの本音が渦巻いています。

【 Business Journal 】は、プレイヤーの活動を支える“本音”に焦点を当て、他のメディアの情報と複合的に昇華しても
らうことで、『ビジネスの本質を理解してもらう』『ビジネスパーソンとして向上してもらう』ことを目的としています。



Contents … 内容

……“実用的”で“刺激的”……

Journalism＆ Gossip＆ How-to

日経にもダイヤモンドにも書けない「ビジネスマンのための必須情報」がココにある！

●独自の取材ソースから得た情報で、
ビジネスパーソンが強い関心を抱いている、

話題の『企業・経済ニュース』の他の側面に焦点を当てます。

●各企業の「広報発＝建前」ではなない、様々な企業の経営者や社員の本音をすくい上げます。

●「日本経済新聞一面解説」といった、マス向けビジネス・経済情報の裏側にある「真実」を識者が解説します。

●ビジネスパーソンにとっては身近にある『組織内の人間関係やドラマ』といった部分をカバーします。

●ビジネスパーソンが自己を高めるために役立つ、
ビジネススキルや能力開発、蓄財・運用、

充実したプライベートライフを実現させるためなどの実用情報を発信します。

『 Business Journal 』はこのような情報を発信していきます！



Article … 記事

＃ デイリーニュース
フリーライターや新聞紙、経済誌記者などの協力を仰ぎ、「企業」「経済」「政治」などに関する最新ニュース／
解説を発信します。

＃ 裏ネタ系企画
企業のインサイダー情報を中心に、現場の「生の声」「真実」を企画化して届けます。
◎上場企業社員の覆面座談会シリーズ（現役・OB社員による、社内の大小トピック暴露）
◎ブラック企業通信簿（ブラック企業アナリストによる「この会社のこんなところがブラックだ！」）

＃ サイゾー本誌人気企画
月刊誌「サイゾー」でも企業やビジネスネタは人気です。過去、実施してきた企画をWebでも展開します。
◎直接企業に聞いてみた（消費者の素朴な疑問を、企業のお客様窓口に聞く、人気連載コラム）
◎巨大企業を褒める人、けなす人間（大企業の批判本・ヨイショ本の著者インタビュー）
◎生きる会社、死ぬ会社（各専門家たちが占う、業界別の成長企業、不調企業）

＃ メディアウォッチ
日経、ダイヤモンド、東洋経済、プレジデント………
メジャーメディアの記事をいち早く紹介＆甘辛批評します。

＃ スキルアップ・実用情報
ビジネスマンのためのスキルアップ、蓄財、ファッションガイド、オフィス環境整備など、そのジャンルの専門家たち
がリアルなニーズに答えた情報を提供します。



Regular Plan … 連載（定期企画一部）

＃ キーパーソンたちによる『メディア・キュレーション』

今、本当に必要な情報は、インターネットの中に埋もれています。その中から、目的別に価値ある情報を取捨選択
肢することこそ、重要な作業。「 Business Journal 」では、ビジネス界の前線で活躍するキーパーソンたちが、毎日

ネットをキュレーション（情報収集・分析）し、ユーザーに最も役立つ情報を、キーパーソンの「オピニオン」と共にお
届けします。

＃ キュレーター（一部）

松本大氏（マネックス証券CEO）、 石黒不二代氏（ネットイヤーグループCEO）、
岩瀬大輔氏（ライフネット生命副社長）、 夏野剛氏（慶応大学大学院教授、ドワンゴ取締役）、
山本一郎氏（投資家、カリスマブロガー）、ぐっちー氏（外資系金融マン、コラムニスト）、広木隆氏（マネックス
証券チーフ・ストラテジスト）……
その他、続々参画予定。



Regular Plan … 連載（定期企画一部）

＃ 一癖あるバラエティに富んだ執筆陣の連載が続々決定！

・塩野誠氏（経営共創基盤（IGPI）パートナー、マネージングディレクター）
・山元賢治氏（コミュニカ代表／元アップルジャパン代表）
・新田龍氏（ブラック企業アナリスト／「ホンマでっかTV」出演など）
・田中雅子氏（田中総研代表／元ユニクロマーケティングマネージャー）
・鈴木貴博氏（百年コンサルティング代表取締役／事業戦略コンサルタント）
・小川浩氏（シリアルアントレプレナー／元モディファイCEO）
・牛窪恵氏（マーケティングライター／世代・トレンド評論家／インフィニティ代表取締役）
・安藤京花氏（合コンプランナー／オフィスカリテ代表取締役）

その他、元大企業のトップや、メディアで活躍する有名識者、
ジャーナリスト、元ビジネス誌の編集長なども参加予定です。



Target User … 読者

30歳中盤～50歳中盤の知的好奇心の高いビジネスマン・キャリアウーマン
25歳～30歳中盤のスキルアップ、収入アップを目指す若者層

ゴシップ、スキャンダル好きの一般ユーザー

日経新聞や「ダイヤモンド」「東洋経済」といった雑誌、
ウェブメディアで日常に情報収集しているユーザーが、

それらのメディアと共に、「毎日、立ち寄りたくなる」サイトを目指します。

35～44歳

45～54歳
25～34歳

55～64歳

65歳以上

18～24歳

男性

女性

年齢層 男女比



Management Style … 運営スタイル

効率よく、「 Business Journal 」の記事をユーザーに認知してもらうべく、これまでの弊社のニュースサイトの運営ノウハ
ウを生かしていきます。トータルで5,000万PV（PC、モバイル）以上ある、弊社ニュースサイトや、グーグルやヤフー、ライ
ブドアなど各種ポータルサイトに記事を配信。また、ツイッターやSNSなどを活用して、多くのユーザーに『 Business 
Journal 』へのリーチを促します。「日刊サイゾー」や「サイゾーウーマン」といった、弊社の主要サイト同様、月間5,000万
PV（モバイル含む）のサイト規模を目指します。

毎日更新で、2019年3月度は月間約6,000万PV （PC版・スマートフォン版合計） 、2019年12月度迄に月間約1億PV（同）を目指します！

サイゾー兄妹Webディア

Google、Livedoor、など、各ポータルメディア

スポンサー各社のサイトへ
プロモーション誘導

バナー広告や編集協力記事
などからのリンクにて、良質な
ユーザーをスポンサー各社へ
お届けします。



What’s CYZO … サイゾーって？

テレビや新聞といったマスメディアが大衆向けに画一的な情報を流す一方で、多チャンネル化が進む
テレビ、細分化される雑誌、誰もが発信者となれるブログなどからは、多種多様な情報や価値観が
氾濫しています。その為、今の社会は「ホントのところ」（真実）が見えにくく、自分なりの判断基準や価
値観を持ちづらくなっています。そんな時代を賢く豊かに生きていく為に必要なものは、お金でもなくコ
ネでもなく「情報センス」の取り扱いです。

「サイゾー」が展開するコンテンツは、巷に溢れる情報を独自の切り口で検証し、読み応えある記事と
してお届けする雑誌であり、ニュースブログであり、モバイルサイト（フューチャーフォン、スマートフォン）
です。今までのメディアでは満足できない！という方向けに、世間の情報に、漠然と接しているだけで
は得られない新しい視点と、自分なりに情報を再構築するスキルをご提供しています。

自社運営メディア

コンテンツ配信契約



AD Menu … Web Media Mix … Tie up

■タイプ「A」（メディアミックスタイプ）

※同じ記事内容のペイドパブを選択したメディアで同時記事配信するメニューとなります。 （記事配信保証／選択したメディアでのアーカイブ保存）

○メディアセブン（￥700,000） ＝ 以下より7つのメディアをお選び下さい。（7メディア記事配信保証）
○メディアファイブ（￥500,000）＝ 以下より5つのメディアをお選び下さい。（5メディア記事配信保証）
○メディアスリー（￥300,000） ＝ 以下より3つのメディアをお選び下さい。（3メディア記事配信保証）

■タイプ「B」（記事閲覧促進ブーストタイプ）

※指定したメディアでメーンのペイドパブを配信し、選択した他メディアで誘導枠を貼り、メーンの閲覧数を促進するメニューです。（記事閲覧数保証／指定したメ
ディアのみアーカイブ保存）

○メディアセブン（￥700,000） ＝ 以下より7つのメディアをお選び下さい。（合計70,000閲覧保証）
○メディアファイブ（￥500,000）＝ 以下より5つのメディアをお選び下さい。 （合計50,000閲覧保証）
○メディアスリー（￥300,000） ＝ 以下より3つのメディアをお選び下さい。 （合計30,000閲覧保証）

人気メニュー



AD Menu For PC＆ Smartphone … Paid Publicity

■ Paid Publicity Plus 「α」 ￥600,000
記事閲覧数20,000保証型ペイドパブ

■ Paid Publicity Plus 「β」 ￥400,000
記事閲覧数10,000保証型ペイドパブ

■ Column（記事4本／月） ￥1,000,000
記事閲覧数計40,000保証型連載コラムペイドパブ

・通常記事と同様に掲載（配信）
・原稿素材納品後、編集部で記事制作
・事前の記事内容チェックを実施
・記事制作日程は申込日から14日間
・掲載日（配信日）は平日営業日に限る
・記事内容によっては見出しに【PR】を入れる（編集部判断）

＜注意事項＞
・外部契約サイトへの記事転載はお約束できません。

人気メニュー

人気メニュー



AD Menu For PC … Picture Banner

■ imp「300」PLAN

□ Big Banner ￥1,200,000
□ Skyscraper ￥2,500,000
□ Rectangle Banner （A）（B）（C） 各￥1,200,000

・保証imp数：3,000,000imp
・掲載想定期間：約2週間前後
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

Skyscraper

Rectangle
（A）

Big
Imp保証メニュー

■ imp「100」PLAN

□ Big Banner ￥500,000
□ Skyscraper ￥1,000,000
□ Rectangle Banner （A）（B）（C） 各￥500,000

・保証imp数：1,000,000imp
・掲載想定期間：約1週間前後
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

■ 各種サイズ、想定CTR

□ Big Banner（想定CTR：0.08～0.12％）
・サイズ：左右728×天地90pixel、容量：30kb（gif.jpg）／40kb（fla）

□ Skyscraper（想定CTR：0.15～0.25％）
・サイズ：左右300×天地600pixel、容量：50kb（gif.jpg）／60kb（fla）

□ Rectangle Banner （A・B・C）（想定CTR：0.12～0.20％）
・サイズ：左右300×天地250pixel、容量：30kb（gif.jpg）／40kb（fla）

Imp保証メニュー



■ LARGE SKY SCRAPER α（1枠／月） ￥2,500,000

・3,000,000imp保証
・想定CTR：0.30～0.50％
・サイズ：左右160×天地600pixel（左右表示）
・容量：50kb（gif.jpg）／ 60kb（fla）
・各頁表示

■ LARGE SKY SCRAPER β（1枠／月） ￥1,000,000

・1,000,000imp保証
・想定CTR：0.30～0.50％
・サイズ：左右160×天地600pixel（左右表示）
・容量：50kb（gif.jpg）／ 60kb（fla）
・各頁表示

AD Menu For PC … Large Sky Scraper Banner

【注意事項】
・掲載開始日は平日のみとなります。
・保証imp数到達時には自動的に非表示になります。
・掲載期間中の原稿差替はお受けしておりません。

【備考】
当枠への掲載をお受けできない業種・商品・サービスがございます。
事前に広告部へお問合せ下さいませ。

Imp保証メニュー



AD Menu For PC … Thumbnail＋Text

■ imp「300」PLAN

□ Thumbnail＋Text ￥1,000,000

・保証imp数：3,000,000imp
・掲載想定期間：約3週間前後
・想定CTR：0.15～0.20％
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

Imp保証メニュー

■ imp「100」PLAN

□ Thumbnail＋Text ￥800,000

・保証imp数：1,000,000imp
・掲載想定期間：約1週間前後
・想定CTR：0.15～0.20％
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可



AD Menu For PC … Category Sponsored

現在、ビジネスジャーナル（Web）では、「企業・業界」「IT」「スキル・キャリア」「マネー」
「ヘルス・ライフ」「ジャーナリズム」「エンタメ」「ギャンブル」というジャンルでカテゴリーが構成さ
れております。このカテゴリーの中に、クライアントの情報をメーンに掲載・配信する『カテゴ
リースポンサード』が展開可能となりました。当カテゴリー内では、他クライアントの広告・記
事は掲載せず、クライアントの情報のみを読者へ情報提供していきます。

【表示項目】 ～PC版～
・カテゴリースポンサード頁制作
・メーンカテゴリー内にカテゴリースポンサードアイコンを追加
・各頁にカテゴリースポンサード頁への特別誘導枠を設置
・コンテンツ（ペイドパブ）制作 ※月1～4本掲載想定
・カテゴリースポンサード頁内バナー提供（3箇所）
「ビッグバナー」、「レクタングル」（A）、「レクタングル」（B）

【表示項目】 ～スマートフォン版～
・カテゴリースポンサード頁制作
・メーンカテゴリー内にカテゴリースポンサードアイコンを追加
・各頁にカテゴリースポンサード頁への特別誘導枠を設置
・コンテンツ（ペイドパブ）制作 ※月1～4本掲載想定
・カテゴリースポンサード頁内バナー提供（4箇所）
「ヘッダ」、「ミドル」、「フッタ」、「レクタングル」

＜料金形態＞
・1ヵ月契約 ￥1,000,000
・3ヵ月契約 ￥2,700,000

＜注意事項＞
・初月のみ、新カテゴリー構築費用として別途30万円を頂戴します。
・業種によっては事前の掲載審査をおこないます。

ビジネスジャーナル（PC版・スマートフォン版）カテゴリースポンサード

PC版
スマートフォン版

人気メニュー



AD Menu For PC … Alliance Sponsored

ビジネスジャーナル（PC）では右カラムの一部に、ビジネスジャーナル（スマートフォン
版）では編集部イチオシニュース枠の一部として、編集コンテンツ風誘導枠（例：不動
産、住まい、居住など）を設け、クライアントサイト（LP）へ直リンクさせる枠となります。

当LPでは、編集コンテンツ風の仕様として、ビジネスジャーナルのロゴ（ヘッダ・フッタ）譲
渡し、表示させます。

ビジネスジャーナル（PC）は、レクタングルサイズの誘導枠をご用意、ビジネスジャーナル
（スマートフォン版）では、サムネイル＋テキストをご用意します。

【PC版表示項目】
・特別誘導枠（レクタングルサイズ）設置
・想定IMP数＝約600万IMP／月
・掲載開始日は平日営業日に限る

【スマートフォン版表示項目】
・特別誘導枠（サムネイル＋テキスト）設置
・想定IMP数＝約3,500万IMP ／月
・掲載開始日は平日営業日に限る

＜料金形態＞
・1ヵ月契約 ￥800,000
・3ヵ月契約 ￥2,100,000

＜注意事項＞
・初月のみ、新カテゴリー構築費用として別途30万円を頂戴します。
・業種によっては事前の掲載審査をおこないます。

ビジネスジャーナル（PC版・スマートフォン版）アライアンス スポンサード

PC版
スマートフォン版

人気メニュー



AD Menu For Smartphone … Picture Banner

■ imp「1,000」PLAN

□ Head Banner ￥1,500,000
□ Middle Banner ￥1,200,000
□ Foot Banner ￥1,100,000
□ Rectangle Banner ￥900,000

・保証imp数：10,000,000imp
・掲載想定期間：約1週間前後
・サイズ：左右300×天地250pixel
・容量：50kb（gif.jpg）／60kb（fla）
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

ヘッダ

ミドル

フッタ

レクタング
ル

Imp保証メニュー

■ imp「500」PLAN

□ Head Banner ￥1,000,000
□ Middle Banner ￥900,000
□ Foot Banner ￥800,000
□ Rectangle Banner ￥700,000

・保証imp数：5,000,000imp
・掲載想定期間：約5日前後
・サイズ：左右300×天地250pixel
・容量：50kb（gif.jpg）／60kb（fla）
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

■ imp「300」PLAN

□ Head Banner ￥800,000
□ Middle Banner ￥700,000
□ Foot Banner ￥600,000
□ Rectangle Banner ￥500,000

・保証imp数：3,000,000imp
・掲載想定期間：約3日前後
・サイズ：左右300×天地250pixel
・容量：50kb（gif.jpg）／60kb（fla）
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

■ 想定CTR

□ Head Banner：0.15～0.22％
□ Middle Banner：0.12～0.20％
□ Foot Banner：0.10～0.18％
□ Rectangle Banner：0.08～0.15％



AD Menu For Smartphone … Thumbnail＋Text

TOP頁 記事頁

カテゴリー頁 月別頁

■ imp「1,000」PLAN

□ Thumbnail＋Text「A」 ￥1,500,000
□ Thumbnail＋Text「B」 ￥1,200,000

・保証imp数：10,000,000imp
・掲載想定期間：約1週間前後
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

■ imp「500」PLAN

□ Thumbnail＋Text「A」 ￥1,200,000
□ Thumbnail＋Text「B」 ￥1,000,000

・保証imp数：5,000,000imp
・掲載想定期間：約5日前後
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

■ imp「300」PLAN

□ Thumbnail＋Text「A」 ￥1,000,000
□ Thumbnail＋Text「B」 ￥800,000

・保証imp数：3,000,000imp
・掲載想定期間：約3日前後
・表示：全頁

※掲載途中における原稿差替不可

■ 想定CTR

□ Thumbnail＋Text「A」：0.15～0.22％
□ Thumbnail＋Text「B」：0.12～0.20％

Imp保証メニュー

＜備考＞
○3種類原稿ローテーション表示可
○掲載途中における原稿差替不可
○表示頁：TOP頁、記事頁。月別頁、カテゴリー頁
例：TOP頁：上から5段目「A」表示、 8段目「B」表示



Flash Rules … フラッシュ原稿規定

1 swfファイル

2 flaファイル 設定確認用

3 gifファイル （代替用）

4 html

5 1フレーム目最大容量

6 2フレーム目以降バンド幅

flaファイル

swfファイル

1

2

3

4

説明

禁止事項

アクションスクリプトバージョン

フォント

背景色指定

背景レイヤー指定

アニメーション

ボタン設定

パブリッシュ時指定項目

フレームレートについて(FPS)

音声 1

音声のデフォルト設定

※音声使用が可の場合のみ
2

Flash内動画の使用 1

音声圧縮指定

※Flash内動画使用可の場合のみ
2

リンク先URL数 1本 （リンク先URLは別途入稿メール内で指定）

点滅の制限

同時掲載本数

原稿差替

ALT 代替Gif

OS

ブラウザ

プラグイン FLASH6以上

透明ボタンを作成のこと。

指定なし

可※動画のロード等に際して、アクションスクリプトを使用する場合は、あらかじめご連絡下さい。

デフォルト再生オフ　※ボタン必須　※SWFファイルの容量は50KB以内とする。

注意）動画を使用する場合、admissionへの登録が必須となります。

OFF

15fps以下

IE5.0以上

マウスを外して5秒以内に停止 ループ不可

有：バックグランドカラーはレイヤーに指定すること 

原則１本

原則禁止

指定不可

指定ファイル形式：MP3

Flash内の音声使用可　※ボタン必須　※SWFファイルの容量は50KB以内とする。

注意）音声使用の場合JASRACの楽曲登録確認が必要となります。

点滅は原則不可

有：背景色はデフォルト（白）を指定

アクションスクリプトを使用する場合は、何を使用しているかの説明をしてください。再度プログラムの変更を依頼することがあります。

秒数指定なし ループ不可

15秒以内ループ可。

2.0まで

デバイスフォントは使用不可。全てのフォントは必ずシェイプに変換すること。

外部ファイルの読み込み処理　／　外部サーバーとの通信処理　／　ユーザー環境情報の取得更新

処理　／　ユーザーのクリックアクション以外の行動を取得する処理　／　外部機器の使用が必要

になる処理　／　過度にCPUに負荷のかかる処理　／　ActionScriptで「LoadMovie」

「LoadVariable」の使用　／　タイムライン上でActionScript「getURL」の使用

入稿ファイルのバージョン
FLASH CS4まで

各メニューのレギュレーションに準ずる

各メニューのレギュレーションに準ずる

20KB以内

14300B/s以内

必要ございません。
原稿ファイル

大文字小文字の差異が無いように記述してください。

FLASH CS4まで

「GetURL」の設定

一番上のレイヤーに透明ボタンを作成し、ボタン上に以下のAction Scriptを記述する。

on (release) {if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {getURL(clickTAG,"_blank");}}
※"http:"部分はこのままで、URLは入力しないようご注意ください。

掲載環境（右記環境での表示を保証するものではあ

りません）＊JavaScript ON

Windows

変数は「送信しない」を指定

「ボタンを離す」チェックボタンにチェック

アクションスクリプト

オンマウスアクション/

オフマウスアクション

FLASH
原稿規定



Regulations … 広告掲載規則

●広告掲載基準

広告掲載につきましては、掲載審査をさせていただいております。以下の項目に関連する広告については、掲載をお断りさせていただきます。
また、一部の業種（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、ダイヤルＱ２、在宅ワーク、ねずみ講、ネットワークビジネス、アダルトグッズ、
風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系）などについては、掲載をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。
詳しくは、広告部営業担当までお問い合わせ下さいませ。

1. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。
2. 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、又は、その恐れがあるもの。
3. 許可・認可のない広告主によるもの。
4. 詐欺的なもの、誤認を生じさせる恐れのあるもの、又は、虚偽であるもの。
5. 編集コンテンツに似せた原稿内容（クリエイティブ）であるもの。
6. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生省が承認していないもの。
7. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定、又は、美化するもの。犯罪行為を誘発する恐れのあるもの。
8. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの。
9. 醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感、又は、不快感を与える恐れのあるもの。
10. 商標権、著作権等の知的財産権を侵害する恐れのあるもの。
11. 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害の恐れのあるもの。
12. 非科学的、又は、迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与える恐れのあるもの。
13. 詐欺的、又は、健全性を欠いた経済行為に係るもの。
14. 宗教団体の勧誘、又は、布教活動の係るもの。
15. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの。
16. 選挙の事前運動、選挙運動、又は、これらに類似する行為、及び、公職選挙法に抵触する恐れのあるもの。
17. その他、広告掲載管理者が不適切だと判断したもの。

●免責事項

1. 当社の原因によらない停電・天災などの不可抗力、各通信会社・各プロパイダ会社・各データセンター側の都合、システムメンテナンス、
保守点検を行う場合、その他の原因により、本広告が掲載されずに広告主様に損害が生じたとしても、当社は一切の責任は負わず、
免責されるものとする。

2. メールソフト・ブラウザなどによっては、文字化けが生じ、正常に表示されない場合があります。これが原因となり、広告主様に損害が
生じた場合、当社は一切責任を負わず、免責されるものとする。

【お問い合わせ・掲載可否・お申込みメールアドレス】 kousyu@cyzo.com 甲州一隆（株式会社サイゾー／広告部）


