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媒体概要ダウンロードページ http://ad.aucfan.com/aucfan_mediasheet.pdf

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

オークファンは国内最大のオークションポータルサイト
オークファンは、ヤフオク!を始め、国内外で成長を遂げている様々なオークションサイトを一括比較し、過去データ（商品取引相場）を閲覧することができる
国内唯一・最大のオークションポータルサイトです。過去に取引された商品の価格などを調べられるため、オークション・ショッピングの購入者、
商品を販売しようとしているビジネスユーザー・個人事業主が多く利用するサービスとなっております。
【トップページ イメージ】

□媒体プロフィール

媒体名
URL
運営会社
代表取締役
創業

：
：
：
：
：

aucfan.com
http://aucfan.com
株式会社オークファン
武永 修一
2007年6月

□サイトデータ （2014年5月末現在）

ページビュー
ユーザー数

： 約1億PV /月間
： 約850万UV / 月間

□検索対象サイト

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

オークファン利用者のサイト遷移イメージ
トップページ

商品ページ

検索結果ページ

総合トップページ

検索結果ページ

商品詳細ページ

オークション・ショッピングの購入情報、有益なビ
ジネス情報など様々な情報を提供しています。

ユーザーが価格を調べたい商品を入力すると表
示される結果のリストページです。
価格情報を一覧でみることができます。

商品について細かな情報が閲覧できるページです。
ユーザーがたどりつく最終ページとなり、購入などのアク
ションに繋がりやすいページです。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

オークファンユーザーと相性の良いクライアント様について
【買い手】
安く買いたい
賢い消費者

【Ｍ２層】
35歳～49歳の男性

できるだけ安く買って節約したい、
売却して買い換えるというリセール
バリューも考慮する賢い消費者です。

全体の約4割が35歳～49歳の男性
で、他のサイト（約2割）と比べても
突出しています。

【売り手】
個人・個人事業主・
および開業予備軍

コツコツ副収入派から、今後ネットショップ
をはじめとした独立起業を考えている人も
数多くいます。

■独立・開業支援サービス

■お得な情報

■35歳～49歳男性向けサービス

・EC開業支援サービス
・資金繰り、融資
・節税対策、確定申告
・フランチャイズの募集

・セール、バーゲンなどのお買い得情報
・割引クーポン・プレゼント企画
・高価買取・中古品（リユース）

・結婚相談
・育毛・メタボ・体臭など
・消費者金融、カードローン
・ゴルフ

■商材探し

・生命保険や損害保険の見直し
・資産形成

・卸し、仕入サイト
・ドロップシッピング
・アフィリエイト
株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

ユーザープロフィール①
性別

年齢

家族構成

19歳以下

8%

3%

20歳～24歳

8%

8%

17%

25歳～29歳

12%
12%

35%

30歳～34歳
35歳～39歳

19%

既婚（子供なし）
未婚

45歳～49歳
50歳～54歳

83%

15%

55歳～59歳

15%

50%

女性

40歳～44歳

15%

既婚（子供あり）

男性

60歳以上

世帯年収
4%

4% 2%

5%

300万円未満
300万円～499万円

特徴①

500万円～599万円

30歳以上が約90％

600万円～699万円

25%
5%

8%

特徴②

700万円～799万円
800万円～899万円

男性が80%以上

900万円～999万円

特徴③

既婚者が65%
子供ありが半数

1000万円～1199万円

16%

1200万円～1399万円

30%

1400万円～1599万円
1600万円以上

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

ユーザープロフィール②
独立起業の検討経験

職業
3%

3%

ネットショップ開業の意向

フルタイム雇用

2%

自営業

5%

無職

5%

パートタイム雇用

41%

6%

33%

37%

はい（検討中）

32%

開業したい、興味はある

会社役員
はい（以前検討）

既に開業している

主婦

9%

いいえ

会社経営者

開業したいと思わない

8%

その他

26%

60%

30%

学生

ユーザーの関心毎（複数回答）
79%

商品を安く購入すること

46%

商材の仕入れ

19%

約7割のユーザーが起業検討経験有

11%
12%

投資（株式・投信）

特徴③

11%

投資（FX）

約7割がネットショップ開業に意欲的

9%

英語学習

20%

割引クーポン

特徴④

5%
9%

自動車の購入

副業に興味のあるユーザーが約半数

3%
9%

転職
その他

特徴②

33%

不用品処分
ダイエット・メタボ解消

体臭・口臭対策

経営者層・事業主が約3割

36%

起業・独立（ネットショップを除く）

薄毛・植毛・増毛・AGA治療

特徴①

45%

副業
ネットショップ開業

調査日：2011年7月
調査方法：ユーザーアンケート

2%
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2014年７月～９月 メニュー 一覧

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

メニュー名
PCサイトメニュー

1
New!

2
3
4

想定imp

トップラージレクタングル
トップ検索ボックス下バナー
検索結果 スーパーバナー
検索 スカイスクレーパーバナー
商品詳細レクタングル

6

商品詳細 カテゴリターゲティングバナー

New!

7

商品詳細 スーパーバナー

New!

8

商品詳細テキストリンク
メールマガジンメニュー

おすすめ！

オークファンメルマガ

ヘッダーテキスト

13
New! 14

号外配信
（ip.aucfan.com）

¥300,000

2週間

¥500,000

360,000

1週間

¥400,000

720,000

2週間

¥600,000

3,250,000

1週間

¥600,000

6,500,000

2週間

¥1,100,000

3,250,000

1週間

¥500,000

6,500,000

2週間

¥850,000

1,350,000

1週間

¥250,000

2,700,000

2週間

¥400,000

4,500,000

2週間

¥600,000

1,350,000

1週間

¥400,000

2,700,000

2週間

¥600,000

4,500,000

2週間

¥500,000

フッターバナー
おすすめアプリ連携
（m.aucfan.com）

特別タイアップメニュー

１本/月-木曜日

※

8p

9p

10p
11p
12p

¥200,000

200,000

1本/毎週水曜日

¥300,000

200,000

1本/毎週金～日曜日

¥500,000

13p

１週間

¥700,000

5,500,000

2週間

¥1,100,000

2,750,000

１週間

¥800,000

5,500,000

2週間

¥1,200,000

250,000

1ヵ月

¥150,000

15p

1,900,000

4週間

¥250,000

16p

2,750,000

14p

バナー

New! 15 上中下ジャックバナー
バナー, LP等

タイアップ記事

4週間

¥1,000,000～

360,000

1週間

¥2,000,000～

17p
18p

30,000

4週間

¥40,000

19p

都度見積

トップページジャック
[ その他 ]PCサイトメニュー（eBay日本語ガイド）

18

1週間

720,000

バナー

ヘッダーバナー

モバイルサイトメニュー

16
17

360,000

200,000

ペイパブ広告

スマートフォンサイトメニュー

12

掲載ページ

テキスト

オークファン定期メルマガ
オークファンメルマガ

定価

バナー

5

9
10
11

掲載期間

バナー

海外ビジネススーパーバナー

表示価格は定価(税抜)です。掲載形式など、各メニューの詳細は掲載ページをご参照ください。
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

トップページ
ショッピング・オークションで販売されている商品を探しに来るユーザー、過去のオークション落札相場を調査す
るユーザー、オークションに関するあらゆる情報を求めるユーザーなど、多様ながアクセスする「オークファン」の
トップページ。
掲載URL： http://aucfan.com

（１）トップ ラージレクタングル
２
１

メニュー名

トップ ラージレクタングル

掲載場所

トップページ

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿本数3本まで）

原稿仕様

サイズ：300×250pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

１週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

想定 360,000imp

想定 720,000imp

300,000円

500,000円

＠0.83円

＠0.69円

露出数
掲載料金
単価

（flash50KB以内）

（２）トップ検索ボックス下バナー
メニュー名

トップ 検索ボックス下バナー

掲載場所

トップページ

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿不可）

原稿仕様

サイズ：468×60pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始５営業日前

掲載期間

1週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

想定 360,000imp

想定 720,000imp

400,000円

600,000円

＠1.11円

＠083円

露出数
掲載料金
単価

（flash50KB以内）

表示価格は定価(税抜)です。
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担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.

8

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

検索結果ページ
商品価格が一覧で表示される、もっとも注目度の高いページ。
トップページの7倍以上のトラフィックを持ち、ユーザーがもっとも回遊する第二のメインページです。
掲載URL： http://aucfan.com/search********

訴求力No.1

３

のオススメ枠

（３） 検索結果スーパーバナー
メニュー名

検索結果スーパーバナー

掲載場所

検索結果ページ

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿本数3本まで）

原稿仕様

サイズ：728×90pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

（flash50KB以内）

１週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

露出数

想定 3,250,000imp

想定 6,500,000imp

掲載料金

600,000円

1,100,000円

＠0.18円

＠0.17円

単価

（４） 検索スカイスクレーパー

４

メニュー名

検索スカイスクレーパー

掲載場所

検索結果ページ

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿本数3本まで）

原稿仕様

サイズ：160×600pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

１週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

想定 3,250,000imp

想定 6,500,000imp

500,000

850,000円

＠0.15円

＠0.13円

露出数
掲載料金

単価

（flash50KB以内）

表示価格は定価(税抜)です。
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

商品詳細ページ
個別の商品に関する情報が掲載されています。
掲載URL： http://aucfan.com/aucview/********

（５） 商品詳細レクタングル
メニュー名

商品詳細レクタングル

掲載場所

商品情報ページ

定番の
レクタングルメニュー

1枠/貼り付け （同時入稿本数3本まで）

枠数
原稿仕様

サイズ：300×250pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

（flash50KB以内）

１週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

露出数

想定 1,350,000imp

想定 2,700,000imp

掲載料金

250,000円

400,000円

＠0.19円

＠0.15円

単価

（６） 商品詳細バナー カテゴリターゲティング
6
メニュー名

商品詳細バナー カテゴリターゲティング

掲載場所

商品詳細ページ
1枠/貼り付け （同時入稿不可

枠数

5

原稿仕様

サイズ：300×90pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

2週間（期間保証/木曜配信）

露出数

ユーザーの嗜好に
合わせターゲティング

4,600,000imp

600,000円

掲載料金

上記はすべてのカテゴリに掲載した場合の価格です。
カテゴリを絞ったお見積もりにつきましては、個別にお問い合わせください。※

備考

※カテゴリについては本資料12頁をご参照ください。
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

商品詳細ページ
2014年7月からの新設枠！
7

●これまで表示がなかった位置への掲載となりますので、
ユーザーに目新しく映ることが想定されます。
●純広告のみの特別掲載枠です。
※ユーザビリティーの観点から、ネットワーク広告の取り扱いは致しません。

●ページ最上部への掲載のため、ユーザーが商品の詳細情報を
閲覧している間、常に視界に入ることが想定されます。
（7） 商品詳細スーパーバナー
メニュー名

商品詳細スーパーバナー

掲載場所

商品情報ページ
1枠/貼り付け （同時入稿本数3本まで）

枠数
原稿仕様

サイズ：728×90pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

１週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

露出数

想定 1,350,000imp

想定 2,700,000imp

掲載料金

400,000円

600,000円

＠0.3円

＠0.22円

単価

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

商品詳細ページ
（８） カテゴリ別商品詳細テキストリンク
カテゴリ名

掲載期間

下記参照

2週間

想定imp

想定CTR 想定クリック数

4,600,000
(imp保証)

0.08%

3,680

価格(税抜)

¥500,000

想定CPC

¥135.9

掲載イメージ

ユーザーの視点が集中する「価格」項目のすぐ傍が掲載位置となります。
自社広告では0.2%近いCTRを出す枠です。
ローテーションではございません。

カテゴリ別月間想定数値
カテゴリ名
自動車・オートバイ
ファッション
おもちゃ・ゲーム
家電・AV・カメラ
スポーツ・レジャー
ホビー・カルチャー
住まい・インテリア
アンティーク・コレクション
本・雑誌
コンピュータ
アクセサリー・時計
音楽
花・園芸

imp
1,280,000
1,060,000
980,000
940,000
800,000
600,000
560,000
500,000
440,000
380,000
280,000
200,000
160,000

カテゴリ名
コミック・アニメグッズ
事務・店舗用品
ビューティー・ヘルスケア
その他
チケット・金券・宿泊予約
映画・ビデオ
タレントグッズ
食品・飲料
ベビー用品
ペット・生き物
チャリティー
不動産

imp
140,000
140,000
140,000
120,000
120,000
120,000
100,000
100,000
40,000
17,000
3,000
200

８

クライアント様のサービス内容に合わせて、
25文字以内を目安にご掲載頂けます。

9,220,200

合計

[PR] ○○○でお困りのあなたへ

（上記は2014年5月の月間数値を元に算出したものです）

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

メールマガジン
（９） オークファンメルマガ ヘッダーテキスト
掲載イメージ（弊社広告より）

メニュー名

オークファンメルマガ ヘッダーテキスト

掲載場所

メールマガジン 通常配信

原稿仕様

全角35文字×5行

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

１回 （第三木曜日を除く月～木曜日）

露出数
掲載料金
単価

想定 200,000通

メルマガ開封時に
最初に目につく

200,000円
＠1.0円/通

（10） オークファン定期メルマガ ペイパブ広告
メニュー名

オークファン定期メルマガ ペイパブ広告

掲載場所

定期メールマガジン

原稿仕様

全角35文字×35行
PR内容をクライアント様よりお伺いし、弊社ライターにより原稿執筆をおこないます。

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

１回 （毎週水曜日）

露出数
掲載料金
単価

読者に
自然な形で訴求

想定 200,000通

300,000円
＠1.5/通

メニュー名

オークファンメルマガ号外配信

掲載場所

号外メールマガジン

原稿仕様

全角35文字×100行 ※タイトルは[PR]込の全角30文字以内でお願い致します。

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

１回 （毎週金～日曜日）

掲載料金
単価

見出しの中のひとつをPRコラムとして使用することで、
読み進めていく読者に対して、自然な形で訴求できます。

（11） オークファンメルマガ 号外配信

露出数

5～6個の見出し記事からなるメルマガです。

想定 200,000通

500,000円

メルマガ全面を広告として独占配信！他社広告は一切混じりません。
日頃 ユーザーに有益な「商材リサーチ法」などの自社メルマガを配信していることから、
「aucfanのメルマガは有益な情報である」という認識が刷り込まれています。
情報感度の高いM２層が多いため、「読み込む」ユーザーが多いのが特徴です。
特に、金融・仕入れ関係の配信実績が多くございます。

迷ったらこれ！
レスポンスNo.1

HTMLメルマガの配信も可能になりました！
細かな入稿規定等につきましては、個別にお問い合わせください。

＠2.5円/通

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

表示価格は定価(税抜)です。

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

スマートフォンサイト aucfan Touch － バナー掲載
imp数が大幅に伸びている枠です。
旅行やセール情報の告知、アプリインストールなど 幅広い訴求が見込めます。
掲載URL： http://ip.aucfan.com/

（12） スマートフォン インラインヘッダーバナー
12

（１４） ヘッダー

メニュー名

スマートフォンバナー

掲載場所

全ページ (トップページ/検索結果/カテゴリ詳細/商品詳細)

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿不可）

原稿仕様

サイズ：320× 50 pix
容量： （gif／jpg 20 KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

獲得×ブランディング
全ページに表示！

1週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

露出数

想定 2,750,000imp

想定 5,500,000imp

掲載料金

700,000円

1,100,000円

＠0.25円

@0.2円

単価

（13） スマートフォン インラインフッターバナー

13

メニュー名

スマートフォンバナー

掲載場所

主要ページ(トップページ/検索結果/商品詳細)

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿不可）

原稿仕様

サイズ：300× 250 pix
容量： （gif／jpg 20 KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

1週間（期間保証/木曜配信）

2週間（期間保証/木曜配信）

露出数

想定 2,750,000imp

想定 5,500,000imp

掲載料金

800,000円

1,200,000円

＠0.29円

＠0.22円

単価

（１５） フッター
株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

大きなバナーは
インパクト大！
伝えられる情報量の
多さも魅力。

表示価格は定価(税抜)です。

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

スマートフォンサイト aucfan Touch － おすすめアプリ掲載
（14） スマートフォンTOPおすすめアプリ掲載
メニュー名

スマートフォンおすすめアプリ掲載

掲載場所

TOPページ
1枠/貼り付け （同時入稿本数3本まで）

枠数
原稿仕様

アプリアイコン画像（jpg）
テキスト (全角60-70文字以内)

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

1ヵ月（期間保証）

露出数

想定 250,000imp

150,000円

掲載料金

＠0.6円

単価

自社枠のすぐ下に、おすすめアプリとして貴社の商品を自然な形で掲載いたします。

New!

※配信期間のご希望が被った場合には、先に掲載されているものの下にプラスする形の掲載となります。

14

相性が良いと想定されるクライアント様一例
EC・
ショッピング
関係

フリマ
アプリ

ポイント
サイト

家計簿
アプリ

表示価格は定価(税抜)です。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

オークファンモバイル
（１5） オークファンモバイル バナージャック
15

メニュー名

モバイルバナー（ヘッダー、ミドル、フッター全て）

掲載場所

オークファンモバイル 主要ページ

原稿仕様

サイズ： 192×53pix

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

1か月（期間保証）

露出数

想定 1,900,000imp

掲載料金

250,000円

単価

モバイルの主要
全ページに掲載

容量： （gif／jpg3KB以内）

＠0.13円

スマートフォンと二台持ちする人もいるなど、根強い需要があるモバイルフォン。
そんなモバイルサイトのバナーを全ジャック！
他の広告は一切出ません。

表示価格は定価(税抜)です。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

タイアップメニュー
オークファンのタイアップ企画広告は、「独立・企業したい」「副業で毎月●万円儲けたい」といった動機を強く持つユーザーの心をとらえます。広告主様あるいはエンドユーザー

様へのインタビューや、オークファンセミナー講師による解説形式など、多様な切り口で貴社商品・サービスをご紹介します。
誘導枠

タイアップページ

弊社タイアップ広告と相性のよい広告主様、サービス
■オークション運営会社様（PC・SP/モバイル）
■オークション必需品メーカー・販社様
（カメラ/PC/セキュリティソフト/携帯キャリア/運送会社）
■大手EC販売サイト様
■ネットオークション大手ストア様
■オークション出品代行業者様
■個人事業主（副業ユーザー）をターゲットとしたサービス
（会計ソフト、アフィリエイトサービスプロバイダー、
ドロップシッピングサービス、ネットショップ開業）
■オークションユーザーをターゲットとしたもの
ネット銀行、クレジットカード、匿名配送サービス、
C to Cサービス

（16） タイアップ記事
メニュー名

タイアップ記事

掲載場所

タイアップページ

入稿期限

誘導枠の使用により決定いたします。
ページ制作期間は約4週間となります。

掲載期間

1ヵ月（期間保証/木曜配信開始）

露出数

オークファンメルマガ
号外配信など

掲載料金

共感からCVへ

誘導枠の組み合わせにより予測いたします。

1,000,000円～
取材撮影の有無や、誘導枠によって変動します。

単価

誘導枠に応じて変動

※誘導枠は用途とご予算に応じてお選びいただくことが可
能です。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

トップページ ジャック
ネット購買ユーザー、個人事業主、副業ユーザー、M2層ユーザーの割合が高いという、エッジの効いたユーザ属性をもつaucfan.comのトップページをジャック！！

インパクトのある訴求によって、圧倒的なブランディングを実現します。

掲載例

トップラージレクタングルに
サービスロゴを表示。

16
トップラージレクタングルに
キャラクター登場。

（17） トップページ ジャック
メニュー名

トップページ ジャック

掲載場所

トップページ レクタングルバナー+左右背景ジャック

原稿仕様

ジャックの内容により対応いたします。
例）トップページレクタングル:300×250pix（flash50KB以内）

入稿期限

掲載開始10営業日前（配信設定等に時間を頂戴いたします。）

掲載期間

1週間（期間保証/木曜配信開始）

露出数
掲載料金

ここで背景が一変しま
す！

貴社サービスの
ブランディングに

想定 360,000imp

キャラクターの手が伸び、
キャッチコピーが出現。

2,000,000円～
制作内容によって別途製作費が生じる場合がございます。

単価

＠5.56円～

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

海外出品者専門サイト「eBay日本語ガイド」

18

年々注目度を増す海外EC取引。 eBayは日本のオークション市場の10倍近い規模を誇る巨大なマー
ケットです。 そこで取引を行なっていただくため、海外サイトでの取引を日本語で解説したサイトが、この
eBay日本語ガイドです。
掲載URL： http://www.nihon5guide.com/

（１8） 海外ビジネス スーパーバナー
メニュー名

海外ビジネス スーパーバナー

掲載場所

eBay日本語ガイド 主要全ページ

枠数

1枠/貼り付け （同時入稿不可）

原稿仕様

サイズ：728×90pix
容量： （gif／jpg40KB以内）

入稿期限

掲載開始5営業日前

掲載期間

4週間（期間保証/木曜配信）

露出数

想定 30,000imp

30,000円

掲載料金
単価

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

＠1.00円

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

（flash50KB以内）

英会話教材
などに最適

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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注意事項

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

■掲載基準
本資料23頁～25頁記載の規約をご参照ください。
■お申し込みについて
事前に空き枠の確認をお願いいたします。
■入稿期限/入稿形式
・広告掲載日の5営業日前となっております。半角カナ・機種依存文字・一部記号等は使用不可となります。
・入稿はメールでの入稿となります。広告原稿については、内容のチェック、変更のお願いをさせていただく場合がありますがご了承ください。
■広告原稿について
・ＥＣ系クライアント様の広告表現内で、弊社媒体が販売しているように受け取られる表現は、お断りさせて頂いております。
■その他
・掲載及び配信スケジュールやコンテンツが変更される場合がございます。また予告なしにページデザインを変更・修正等させていただく場合がございます。
・掲載開始後、掲載開始報告をお送りさせて頂きます。
・掲載終了後、掲載終了報告をお送りさせて頂きます。
・各媒体資料にある広告料金には消費税は含まれておりません。
・原則として、広告にはクリックカウンターを付加させていただきます。
・同一サイト内に競合他社の情報が掲載される場合もございますが、予めご容赦ください。
・各媒体には別途アライアンス枠などの設置がある場合がございます。
・媒体からのお知らせが不定期で掲載及び配信される場合がございます。
・「想定imp」の「想定」とは、過去の実績やプロモーション予定から、弊社が独自で判断した「予想」であり、imp/クリック数等を保証するものではなく、
想定impは実際のimp数と若干上下する場合がございますので予めご了承ください。
■広告制作費について
制作内容によっては別途お見積もりを致しますのでご相談ください。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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広告原稿・表記に関する共通事項

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

●件名付きメニューの共通注意事項
1. 金利を明記した件名は原則としてお断りさせて頂いております。
2. 会社名・サイト名、明らかに企業が特定できるサービス・商品名などを記載した
件名は原則としてお断りさせて頂いております。
※2.に関しましては、アライアンス枠および特定の業種のみを扱う媒体を除きます。
●Web テキスト原稿／HTMLメール原稿／件名原稿 の共通注意事項
1. 下記の文字・記号の使用はできませんのでご了承ください。
・『半角』の「カタカナ」、「中黒」
・タブ
・機種依存文字（例：㈱などの省略文字、○付き数字、ⅠⅡⅢなどのローマ数字なども含まれます）
・『半角』の「￥や＄などの通貨記号」「＆」「％」「－」 「＿」「／」「＼」「’ ’ ´ ” などの引用符」
・文頭の半角スペース
●テキスト広告の共通注意事項
1. テキストメールの原稿はテキスト（.txt）ファイルでの入稿をお願いいたします。
2. URL前後の半角スペースは必須となります。
3. 下記の文字・記号の使用はできませんのでご了承ください。
・『半角』の「カタカナ」「カギ括弧」「句読点」「中黒」
・タブ
・機種依存文字（例：㈱などの省略文字、○付き数字、ⅠⅡⅢなどのローマ数字なども含まれます）
●バナー原稿の共通注意事項
・アニメーションに関する表現
1. 1/3秒以内で1回を超える光の点滅。
2. 急激なカットチェンジや、急速に変化する映像手法。
3. 赤色を単色で使用した点滅やカットチェンジ。
4. 輝度差のある規則的なパターン（縞模様、渦巻き）
・バナーに関する表現
1. ユーザーの意思に反する動きをする、または誤解を与えるバナー。
「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタンやアラートマーク。
2. ユーザーに不快感を与えるようなバナー。
高速振動・高速点滅など。
3. ユーザーにとって、コンテンツと混同する可能性があるバナー。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.
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オークファン FLASH原稿規定

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

項目

原稿ファイル
（トップラージレクタングル）

1

swfファイル

2

flaファイル

3

html

サイズ（左右×天地）

容量

ループ

秒数

300*250

40KB以内

1回

7秒以内に停止

40KB以内

1回

7秒以内に停止

設定確認用
必要

備考
原稿ファイル
（検索結果スーパーバナー）

1

swfファイル

2

flaファイル

3

html

728*90
設定確認用
必要

備考
原稿ファイル
（他）

1

swfファイル

2

flaファイル

3

html

備考
入稿ファイルのバージョン

flaファイル

FLASH CS4以下のfla保存ファイル

swfファイル

Flashのバージョンは「Flash CS4」以下

備考
Flashのバージョンは｢Flash CS４」以下

パブリッシュ設定
1

URL

媒体社側より別途指定（リンク先URLは別途入稿メール内で指定）

2

ウインドウ

新規ページへ遷移すること（「“_blank”」指定）

大文字小文字の差異が無いように記述してください。

注意
「GetURL」の設定

on（release） チェックボタンにチェック
注意
（cookie漏洩防止の為、右
記のように記述下さい。）
説明

アクションスクリプト

※任意
（例）on（release）{
getURL（"URL","_blank"）
;}
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。

・LoadMovie ：指定した外部のFlashムービーを呼び出して再生するもの。
・LoadVariable ：外部ファイルから値を読込みFlashムービーに渡すもの。
・FSCommand ：Flashムービーが外部のプログラムに命令を送るもの。
・DuplicateMovie ：ムービークリップを複製して再生するもの。

禁止事項

フォント

文字はアウトライン化すること

バックグランドカラー

「背景色はデフォルト（白）で入稿」

音声

使用不可

フレームレートについて（FPS）

指定無し

リンク先URL数
その他、禁止事項
同時掲載本数
原稿差替

Flash-１個 （リンク先URLは別途入稿メール内で指定）
1
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

ALT

Flash
OS

掲載環境

ブラウザ
プラグイン

（右記環境での表示を保証するものではありません）

＊JavaScript ON
レポート

タイムライン上での「GetURL」使用の禁止

不可
Windows/MAC
Win/IE5.0以上、MAC/IE4.0以上
FLASH5以上

可

備考
＜確認事項＞
入稿締切

5営業日前

掲載開始日

任意

掲載終了日

任意

備考

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ
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広告倫理基準・掲載基準1/3

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

株式会社オークファン（以下、「当社」といいます）が運営するインターネット上のサイト（以下「本サイト」という）および当社がネットワークする
広告スペース（以下、「広告枠」といいます）に広告を掲載する場合には、当社及び広告主は本規約の各条項（全16条）に従うものとします。
■第1条（本規約の目的）
本規約は、広告主が広告枠に広告を掲載する際の基本的合意事項と諸条件とを明らかに
し、当社と広告主との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。
■第2条（定義）
本規約における主要な用語の定義は次の通りとします。
①「広告主」とは、広告枠に広告を掲載する主体となるものをいう。
②「広告掲載契約」とは、広告主と当社の間で締結される当社の広告枠に広告主の広告
を掲載する契約をいう。
③「リンク先」とは、広告枠に掲載された広告からリンク設定されるウェブサイトをいう。
④「利用者」とは、本サイトへアクセスした者をいう。
⑤「二次利用」とは、広告枠に掲載された広告の広告枠以外のウェブサイトにおける掲載又
は印刷物等への化体もしくは複写等による利用をいう。
⑥「クリック」とは、利用者が広告素材に対し何らかのリクエストを起こすことであり、広告を配
信するサーバが利用者のリクエストに応じてリンク先のURLを配信する過程に入った時点でカ
ウントされるものをいう。
⑦「ページビュー(PV)とは、ブラウザのウィンドウ内にHTML形式等の文書を表示するために
行う、利用者からのリクエスト数のことであり、ウィンドウの全体または一部を別のHTML形式
等の文書に変更するために、利用者が自らの操作によりHTML形式等の文書を要求した時、
広告サーバでカウントされるものをいう。
■第3条（広告掲載契約の成立）
１．当社は、クオリティー確保のため、広告枠を排他的に確保しております。本条第2項、
第3項、第4項が定める手続きを経て広告掲載契約が成立した場合に限り、本規約第7条
第1項に定める広告主が入稿する広告を、広告掲載契約に基づき広告枠に掲載するもの
とします。
２．広告主が広告掲載の意思を確認できる当社の定める書類または電子メールのいずれ
か（以下、掲載申込」といいます）を提出した時に、本規約を同意の上、当社に広告の掲
載を申し込んだものとします。
３．広告主は掲載申込を、掲載開始希望日の少なくとも10営業日前までに行うものとし
ます。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
４．当社及び広告主間の広告掲載契約は、広告主からの掲載申込を当社が受理し、広
告掲載を承諾した時に本規約及び掲載申込に記載された条件にて成立するものとします。
なお、掲載申込を承諾するか否かについては当社が決定権を有するものとします。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

■第4条（広告掲載基準）
当社は次のいずれかに該当すると判断される広告については、これを掲載しないものとします。
①当社及び当社の運営するメディアの品位を損なうと判断される広告
②法律、政令、省令、条例、条約、業界規制等に違反する広告
③責任の所在が明らかでないと判断される広告
④内容及び、その目的が不明確な広告
⑤広告内容に虚偽があるか、または誤認・錯誤されるおそれのある広告
⑥公正・客観的な根拠なく最大級・絶対的表現を使用している広告
⑦以下に掲げる類の公序良俗に反する表現内容のある広告
ⅰ.犯罪を肯定・美化する表現・内容
ⅱ.性に関する表現で、青少年の保護育成に反すると思われる表現・内容
ⅲ.醜悪、残酷な広告表現で、消費者に不快感を与えるおそれのある表現・内容
ⅳ.非科学的、迷信に類するもので、消費者を惑わせたり不安を与える表現・内容
ⅴ.不良商法、詐欺的とみなされる表現・内容
ⅵ.誹謗中傷・人権侵害になる表現・内容
⑧個人、団体の氏名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を無断で使用し、無体財産を
侵害する広告
⑨以下のようなインターネット特有の仕組みや不都合により、消費者に困惑を与える場合には掲
載を中止する
ⅰ.広告のリンク先及び内容の変更により不都合が生じた場合
ⅱ.広告のリンク先からメディアのウェブサイトにブラウザの「戻る」ボタンで戻れないような細工が故意
に施されている等の場合
⑩広告を掲載することにより、当社の信用が毀損されるおそれがあると当社が判断した場合
⑪その他、当社が不適当と判断した広告
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広告倫理基準・掲載基準２/3

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

株式会社オークファン（以下、「当社」といいます）が運営するインターネット上のサイト（以下「本サイト」という）および当社がネットワークする
広告スペース（以下、「広告枠」といいます）に広告を掲載する場合には、当社及び広告主は本規約の各条項に従うものとします。
■第5条（広告掲載禁止事項）
１．広告本文またはリンク先第一階層ページに、以下各号につき記載のない広告は、第3条
及び第4条に則り掲載しないものとする
①広告主名
②広告商品・サービス名
③広告主（問合せ先）の住所およびメールアドレスまたは電話番号のいずれか１つ
２．ユーザー個人情報（メールアドレスを含む）を収集する広告のうち、広告本文またはリンク
先第一階層ページに、以下各号につき記載のない広告は、第3条及び第4条に則り掲載しな
いものとする
①キャンペーン主催者名
②問合せ先メールアドレスまたは電話番号
③収集する個人情報の利用目的
④利用目的内でのみ個人情報を利用する旨
⑤収集する個人情報を不正に第三者に開示・漏洩しない旨
⑥応募者に対してメール等を送信する場合には、当該メールの概要がわかる説明文章またはサ
ンプル、およびメールの利用規約
■第6条（広告の掲載料金）
１．広告主は、当社からの請求に基づき、掲載申込に記載された又は当社と別途合意した
支払期日までに、広告料金全額を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うもの
とします。なお、振込手数料は広告主の負担とします。
２．掲載申込に定める支払期日を過ぎても入金がなされていないと当社が判断した場合には、
広告掲載契約の成立後であっても、当社は当該広告主が申し込んだ全ての広告の掲載を拒
否又は中止できるものとします。
３．本規約第3条の定めにより、広告掲載契約期間中、当該広告枠は他者からの掲載申
込を排除して、広告主の広告を掲載しております。広告掲載契約期間中は、本規約第6条に
定める広告の取下げを行ったものとしても、広告枠の確保料として掲載料金の支払の中止はで
きません。
４．広告主は本条第1項に定める支払を行わない場合、その日数に応じて年利14.6％の遅
延損害金を支払うものとします。
■第7条（広告掲載の取り下げ）
当社は、本契約第3条の定めにより、本サイト上に独占的に広告枠を確保しております。当社
が特に認めた場合を除き、自己の都合により広告掲載を取り下げることはできません。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

■第8条（広告の入稿）
１．広告主は、当社が指定する日時までに当社が指定する形式・形態にて入稿を行うものとします。
２．広告主の故意、または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告掲載規約
に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。"
■第9条（広告の二次利用）
当社は本サービスの宣伝・普及または広告主と当社との相互利益のために、広告主の広告を本サービス以
外の各種メディアにおいて自由に加工し、利用することができるものとします。
■第10条（当社及び広告主の義務及び責任）
１．広告枠に掲載された広告の内容およびリンク先の内容に起因する異議・苦情等は全て、広告主の責
任と負担で解決するものとします。
また、当社は、広告主が広告又はリンク先において、利用者に対して販売した商品又は提供されたサービス
について一切責任を負いません。
これらの商品・サービスに関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、広告主の責任と負担で解決す
るものとします。
２．万一、当社が広告主に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因の如何を問わず、その
金額は広告主が当社に支払った広告料金を上限とします。
３．当社は、別段の合意がない限り、広告のページビュー数、クリック回数等についてなんら保証をしません。
■第11条（広告掲載の中断）
１．当社は、以下の各号の事象が発生した場合には、広告主へ事前に通知することなく、一時的に本サイ
ト上の広告掲載の全部又は一部を中断することがあります。
①本サイトのシステムのメンテナンスを行う場合
②本サイトのリニューアルを行う場合
③天災地変、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の障害、第三者によるハッキングやクラッキ
ング等不正アクセス、その他当社の責めに帰すことのできない事由による場合
④広告掲載開始後であっても、第4条に定めた広告掲載基準に不適当と当社が判断した場合
⑤その他当社が本サイトの一時的な中断が必要と判断した場合
２．前項の場合において、本サイト内の広告枠に広告が掲載できない場合又は掲載された広告からリンク
先への接続ができない場合等広告掲載契約における当社の義務を履行できない事象が生じた場合、かか
る事象が生じた場合における当社の義務は、可能な限り当該事象を治癒するよう努めることに限定されるも
のとします。
３．第1項に定める場合において、当社の広告主に対する広告掲載契約上の債務の履行不能又は不完
全履行の事象が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失があることが明らかである場合を除き、
当社は、当該事象に起因する広告主の損害について免責されるものとします。

TEL : 03-6416-3653

Copyright Aucfan.Co.,Ltd.

mail : ad@aucfan.com

All Rights Reserved.

24

広告倫理基準・掲載基準３/3

広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

株式会社オークファン（以下、「当社」といいます）が運営するインターネット上のサイト（以下「本サイト」という）および当社がネットワークする
広告スペース（以下、「広告枠」といいます）に広告を掲載する場合には、当社及び広告主は本規約の各条項に従うものとします。
■第12条（中途解約）
当社は、広告掲載契約の有効期間中といえども、2週間前の予告をもって本契約を解約す
ることができるものとします。
■第13条（契約の解除）
１．当社は、以下の各号場合には、広告主へ事前に通知を行うことで、広告掲載契約の
全部又は一部を解除できるものとする。
①本サイトのシステムの定期的又は緊急のメンテナンスを行う場合
②本サイトのリニューアルを行う場合
③天災地変、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の障害、第三者によるハッ
キングやクラッキング等不正アクセス、その他当社の責めに帰すことのできない事由による場合
④広告掲載開始後であっても、第4条に定めた広告掲載基準に不適当と当社が判断した
場合
⑤その他当社が本サイトの一時的な中断が必要と判断した場合
２．当社は、以下の各号の事由の一つが生じた場合、何らの催告なしに直ちに本契約の全
部又は一部につき、履行を停止し、又は解除することができる。
①本規約に定める義務の全部又は一部に違反したとき
②手形又は小切手を不渡としたとき、その他支払停止状態に至ったとき
③差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売を命じる裁判若しくは処分を受けたと
き、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき
④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的
倒産手続開始の申立を自ら行い若しくは第三者から受けたとき、又は解散、清算（特別清
算を含む）若しくは私的整理の手続に入ったとき
⑤監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
⑥広告主または広告主の役職員が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成
員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロおよびこれらに準じるもの）であること
が判明したときあるいは広告主または広告主の役職員と反社会的勢力との関与が明らかに
なったとき
３．第1項の場合において、本サイト内の広告枠に広告が掲載できない場合又は掲載され
た広告からリンク先への接続ができない場合等広告掲載契約における当社の義務を履行で
きない事象が生じた場合、かかる事象が生じた場合における当社の義務は、可能な限り当
該事象を治癒するよう努めることに限定されるものとします。
４．第1項および第2項に定める場合において、当社の広告主に対する広告掲載契約上の
債務の履行不能又は不完全履行の事象が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な
過失があることが明らかである場合を除き、当社は、当該事象に起因する広告主の損害につ
いて免責されるものとします。

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ

■第14条（機密保持）
１．当社および広告主は、本契約に基づき相手方より開示を受けた業務情報、ならびに貸与を受けた
業務資料のうち、機密性を有するもの（以下、「機密情報」という）につき、善良なる管理者の注意を
もって管理し、本契約の目的以外の使用、譲渡等の処分を行ってはならず、また相手方の書面による同
意を得ることなしに第三者に開示漏洩してはならないものと致します。但し、以下の場合はこの限りではあ
りません。
①取得したときに既に公知、公用となっているもの
②取得した後に当該情報の取得者の責によることなく公知、公用となったもの
③取得する以前に当該情報の取得者が既に知得していたことを証明できるもの
④正当な権利を有する第三者より開示を受けていたことを証明できるもの
⑤機密情報によることなく、独自に開発したことを証明できるもの
２．当社および広告主は、前項の定めに関わらず、以下の各号に該当する場合には、以下の各号に
定めた相手に対して機密情報を開示することができます。
①機密情報等を開示することが必要であると合理的に判断される場合における自己の顧問弁護士、会
計士、会計監査人
②国その他の公権力により適法に機密情報等の開示を命令された場合
③本条の規定は、本契約終了後も、終了事由の如何にも拘らず有効に存続するものとします。
■第15条（規約の変更）
１．当社は、広告主の承諾を得ることなく本規約および諸規定を随時変更できるものとします。
２．前項の変更は、aucfan.comに掲載した時点をもって効力を発生するものとします。
■第16条（紛争の解決）
本規約の条項の解釈に疑義が生じた場合、さらに本規約に定めのない事項について紛議などが生じた
場合、双方誠意をもって協議するなど、円満に解決するものとします。広告掲載契約および本規約に関
する準拠法は日本国法とします。広告掲載契約に関し紛争が生じた場合には、当社の所在地を管轄
する裁判所を第一審の専属裁判所とします。
附則
平成26年4月1日施行
株式会社オークファン
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広告適用期間：2014年7月1日（火）～ 2014年9月30日（火）

会社名

株式会社オークファン（Aucfan Co.,Ltd.）

所在地

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル6階

創業

2007年6月

役員構成

代表取締役
取締役
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
監査役
監査役

資本金

6億4,947万円 (2014年3月末現在)

従業員数

42人（インターンを含む、2014年3月末現在）

決算期

9月

監査法人

あずさ監査法人

株主名簿管理人

三井住友信託銀行

その他

経済産業省 ABL（Asset Based Lending）協会正会員、NPO法人日本動産鑑定 賛助会員
Yahoo! クリエイティブアワード2009 特別賞受賞、BestVenture100 5年(2007～2012年)連続受賞
TEC VENTURE2008受賞（CNET NETWORKS Japan）、毎日新聞 注目企業50、エンジニア力100
20代が活躍するベンチャー企業100、人財力100

株式会社オークファン 東京都渋谷区道玄坂1-14-6
担当：マーケティング支援グループ

武永
濱田
和出
植山
新宮
池田
小内

修一
淳二
憲一郎
浩介
浩
毅
邦敬

ヒューマックス渋谷ビル 6Ｆ
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