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「Vector」は、コンピュータなどの「ソフト」をインターネット上で紹介し、ユーザーがダウンロードして利用・購入してい
るサイトです。「フリーソフト」（ライブラリ、無料）、「シェアソフト」（ライブラリ、試用期間があり使い続ける場合には料
金などが発生する）、「製品ソフト」（PCショップ、法人作者（ソフトメーカー等）によるプロダクトソフト）などを扱って
います。入門書等にも紹介され、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただいているサイトです。
※金額は全てグロス表記となっております。

はじめに

■ アクセスデータ（2020年12月現在）

月間総ページ数 ：約2,141万ページビュー
ユーザｰ数 ：約4.9万ユーザｰ／日
月間ユーザｰ数 ：約131.8万ユーザｰ

※コンテンツデザインは変更されることがあります。
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ｻｲﾄﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ

2021年2月 Google AdSense  データより

年齢 性別

AdSense広告表示回数のカテゴリ別割合

2018年5月 Google AdWordsデータより 2018年5月 Google AdWordsデータより
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各ポータルサイト or  各検索サイト etc.

掲載場所一覧

トップページ

収録作品紹介ページ

ソフト詳細 (or コメント or ダウンロード等)ページ

ダウンロードページ

Vector への来訪者の多くはトップページだけではなく、第２階層以下のページにあたる
収録作品の紹介ページにも、ポータル・検索サイトなどから来訪します。

>>P5

>>P6

>>P7

Vector Large

Download
ｽｸｴｱ ダウンロードスポンサー

※コンテンツデザインは変更されることがあります。

※2018年10月をもってメール広告メニューは廃止となりました。

※2014年10月をもってTOPページ関連の広告メニューは廃止となりました。
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業界標準であるスーパーバナーサイズで、トップページを除く第2階層以下の
ほぼ全ページ（PCショップエリアなど一部除く）にわたりローテーションで掲載さ
れる、PV単価¥0.05 のPV保証型メニューです。(※スマホビューでは掲載されません）

Vector  Large（共通仕様）

原稿仕様 ：天地90Ｘ左右728ピクセル、50KB以内。gif, 
jpeg 形式。Flash不可。

期 間 ：2週間 ～ 1ヶ月（開始日任意）

Vector Large

Vector  Large 10

保証PV数：2,000,000PV 料金：¥100,000 （税別）

Vector  Large 30

保証PV数：6,000,000PV 料金：¥300,000 （税別）

Vector  Large 50

保証PV数：10,000,000PV 料金：¥500,000 （税別）

Vector  Large 100

保証PV数：22,000,000PV 料金：¥1,000,000 （税別）

広告

PV増量

Vector  Large 5

保証PV数：1,000,000PV 料金：¥50,000 （税別）

※ご予算に応じて、PV売りも可能です。（例：400万PV、20万円(税別))

※コンテンツデザインは変更されることがあります。
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Downloadｽｸｴｱ

ユーザーの目的であるソフトに関する詳細ページ等の中段にローテーションに
て掲載されるスクエア(レクタングル)タイプのPV保証型メニューとなります。

※ご予算に応じて、PV売りも可能です。（例：120万PV、20万円(税別))

広告

Downloadスクエア（共通仕様）

原稿仕様：(a)天地250Ｘ左右300ピクセル／80KB以内

(b)天地300Ｘ左右300ピクセル／80KB以内

(c)天地280Ｘ左右336ピクセル／80KB以内

上記3種類のサイズから選択可能。 gif, jpeg 形式。

Flash不可。

期 間：2週間 ～ 1ヶ月（開始日任意）

Downloadスクエア 10

保証PV数：600,000PV 料金：¥100,000 （税別）

Downloadスクエア 30

保証PV数：1,800,000PV      料金：¥300,000 （税別）

Downloadスクエア 50

保証PV数：3,000,000PV      料金：¥500,000 （税別）

Downloadスクエア 100

保証PV数：6,600,000PV      料金：¥1,000,000 （税別）

PV増量

Downloadスクエア 5

保証PV数：300,000PV 料金：¥50,000 （税別）

※コンテンツデザインは変更されることがあります。
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ダウンロードスポンサー

原稿仕様 ：天地800x左右800 ピクセル／300KB以内(原稿サイズは天地600x左
右300なども配信可能。右半分側に掲載）。gif（アニメーション不可）、
jpeg形式。Flash不可。

想定PV数 ：約 350,000PV／週

料 金 ：¥1,000,000 （税別）

期 間 ：１週間（月曜日～日曜日）

◇原稿作製にあたっての注意点

(1) 掲載画像（800x800ピクセル）のうち、ベクターのソフト情報がオーバーラップ表示される部分（画面左上部分）があり
ます。このエリアに描画された内容は利用者には見えません（クリックの設定も出来ません）ので、デザインの際は考
慮する必要があります。

・ソフト情報表示エリア （3,3）～（383,402）ピクセルの範囲

※座標基準は（x座標,y座標）ピクセル、画像左上を基点（0,0）とします。

(2)掲載画像（800x800ピクセル）にダウンロードボタン風デザインを入れ込む場合は、ユーザに誤認混同を与えないよう、
以下にご留意ください。

・ダウンロードボタン風デザインにおいて、左上弊社ダウンロードボタンと同系色（緑系）の使用を禁止とします。

・ダウンロードボタン風デザイン内には社名、サービス名、ソフト名などのいずれかの明示が必要となります。

（例）「〇〇（ソフト名）をダウンロード」、「△△（サービス名）を利用する」等

(3) 広告画像内に会社名、ロゴマーク、製品・サービス内容のいずれかが記載されている必要があります。

(4) 本メニューのレポートは弊社システムの仕様で広告画像が表示できず、URLおよびALTのみの表示となります。ALT
をご指定いただかない場合は、レポートのALT表示部分が弊社デフォルトの「ClickHere」となります。必要に応じて
ALT（全角３０文字以内）をご指定ください。

広告

参考イメージ

※左上の情報部分は変更されることがあります。

ユーザーが最終目的とするソフトファイルのダウンロードを行う
ページにて、独占的に掲載される広告エリアです。ユーザーの
来訪目的が完了するページですので、高いCTRが望めます。
期間保証型の 1週間１社独占掲載です。
※POP UP広告ではありません。 ※スマホビューでは掲載されません。
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広告原稿仕様

メニュー名 掲載期間 ファイルサイズ 原稿登録数*1
Vector Large 2週間～1ヶ月 50KB (gif, jpeg) 8本まで

Downloadスクエア 2週間～1ヶ月 80KB (gif, jpeg) 8本まで

ダウンロードスポンサー 月曜日～日曜日 300KB (gif, jpeg)
(100KB(gif, jpeg))

8本まで800 × 800pix
(250 x 300pix, 300 x 300pix, 600x300pixも可)

原稿サイズ(天地x左右)

90 × 728pix
250 × 300pix

(300 x 300pix、280 x 336pixも可)

●広告進行スケジュール
入稿締切日：掲載開始日の５営業日前（土日祝祭日含まず）。画像差し替え、内容変更の場合も、変更希望日の５営業日前に入稿ください。

※入稿時にリンク先（ランディングページ）も立ち上げてください。どのファイル形式においても、同様の締切日となります。

●バナー広告原稿の注意事項
ファイル形式： GIF89a(ｱﾆﾒｰｼｮﾝ可*､ループ制限無し)、JPEG。Flashは不可（2015年9月より対応不可といたしました）。

※「ダウンロードスポンサー」ではｱﾆﾒｰｼｮﾝGIFはご利用いただけません。1コマで作成された通常GIFもしくはJPEG形式での作成をお願いいたします。

ALT文字情報： 画像ファイル非表示の環境もしくは状態において、画像の代わりに表示される代替文字列です。
簡潔なキャッチコピーおよび製品名・社名等を全角30文字(半角60文字)以内で記載してください。見やすさという点で全角16文字以内を推奨します。
※未指定の場合は“ClickHere”が設定されます。

*1「原稿登録数」とは、掲載期間中に１つのご注文に対して設定が可能な、画像等の原稿の延べ合計数です。例えば、ある掲載期間中に原稿１本／回にて、７回を超える原稿差し替え
はできません（１つの配信スケジュール内で９個目の画像を登録できないため）。ご不明な点については、お問い合わせください。
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広告掲載基準

●Vector 広告掲載倫理基準
1.Vectorの信頼・品位をそこなう広告の掲載はしない。
2.真意を伝える広告の掲載でなくてはならない。
3.法令に違反する広告は掲載できない。
4.公序良俗に反する広告は掲載できない。

●Vector 広告掲載基準
以下に該当する広告及び、サイトの広告は、これを掲載しないものとします。
1.責任の所在が不明確なもの。
2.社会秩序を乱す次のような表現或いはコンテンツ。

・暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化するもの。
・醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
・性に関する表現で、著しく猥褻性の高いもの。
・その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれのあるもの。

3.投機、射幸心を著しくあおるもの。
4.医療、医薬品、化粧品において、効能・効果等が厚生省の承認する範囲を逸脱するもの。
5.非科学的または迷信に類するもので、ユーザを迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
6.名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの。
7.氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で利用したもの。
8.内外の国家、民族などの尊厳を傷つけるおそれのあるもの。
9.誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの。
10.公正な第三者機関の立証データ無しに「世界一」「No.1」等の表記をしているもの、また比較広告で公正取引委員会の定めるガイドラインに準じていないもの。
11.ユーザに不快感を与える恐れがあると認められるもの。
12.高速振動や高速点滅イメージが連続するもの。視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの。
13.以上の他、Vectorが不適切だと判断したもの。

●Vector広告表現規制
広告表現規制と致しまして以下の追加規定があります。
1.バナー絵柄の中に会社名、ロゴマーク、製品・サービス内容のいずれかが表示されていること。

※アニメーションGIFの場合、全コマに入れる必要はありませんが、十分印象に残る時間で表示されている必要があります。
2.テキスト原稿については、製品・サービス名・社名のいずれかまたは製品・サービスの内容・特徴等が含まれていること。
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お問い合わせ

株式会社ベクター
プラットフォーム部 広告チーム

〒151-0072 
東京都渋谷区幡ヶ谷2-19-7 Flos幡ヶ谷2階
TEL. 03-5333-7014 FAX. 03-5333-7015

URL :http://www.vector.co.jp/
E-mail :admgr@vector.co.jp (お問い合わせ・入稿）


