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メディア概要
◆DI-VE（ダイブ）とは、ネットビジネスを中心に、様々な情報を配信するウェブマガジンです。
DI-VEとは？？
ダイブは、主にネットビジネスに焦点を当てた情報ウェブマガジンです。
特に最近話題の「情報教材」についての情報が満載。
情報という新しいカタチの教材を世の中に生み出す「情報起業家（販
売者）」、インターネットを駆使して情報起業家の教材を販売する「ア
フィリエイター」や、それぞれの情報に興味のあるユーザーなどに
向けた情報発信をしています。

コンテンツ紹介
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海外ライターによる海外の面白い事件や、
おもしろいＷＥＢサイトを紹介する記事、
ネット上で話題騒然なニュースなど、
幅広い内容となっております。

ネットビジネス界の成功者・有名人イン
タビューや、起業家の自己紹介コーナー
などで構成されております。

DI-VE編集部員が街中で突撃取材！
街頭で探し出したカワイイ・オシャレな
女の子を紹介する癒しコーナーです。

情報教材から書籍まで、あらゆるジャン
ルの「ためになる」教材をご案内！

SEO、株など様々なジャンルの方に
コラムを書いていただいております。
見応えのある記事をお楽しみください！

様々なジャンルの商材情報をお届け！
あなたが求めていたお得な情報や役に立
つ情報もここなら見つかるかも！？
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DI-VE広告メニュー

「PR広告」「件名付き記事広告」

配信数約40万通のDIVE通信の読者様に商品・サービスをPRできる広告です。
PR広告と件名付き記事広告からご予算に併せてご利用いただけます。
【DI-VE通信】
②DI-VE通信 件名付き記事広告 件名

① DI-VE通信 PR広告
162,000円（税込）

料金
①DI-VE通信 PR広告

配信数

約400,000通

配信日

毎週火曜日

原稿サイズ

本文：全角35文字以内×15行
（商品URL、空白行含む）
1枠

枠数
②DI-VE通信 件名付き記事広告 件名

② DI-VE通信 件名付き記事広告
料金
②DI-VE通信 件名付き記事広告 本文

270,000円（税込）

配信数

約400,000通

配信日

毎週火曜日

原稿サイズ
枠数

件名：全角20文字以内
本文：全角35文字以内×150行以内
（商品URL、空白行含む）
1枠

※競馬ジャンルは掲載不可となります。
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入稿および広告掲載の注意事項（利用規約）
個人情報

本資料について
・この資料は最新の資料がリリースされるまでは有効です。
・各商品の有効期間は本資料上に記載されている「有効期間」の通りです。但し、止むを得ない事由により有
効期間内でも商品内容の改訂、商品の廃止などを行う場合があります。予めご了承下さい。

入稿締切日
・各種広告原稿の入稿につきましては、基本的に広告掲載開始の5営業日前の午後6時までとなっております。
※広告代理店経由でご入稿される場合は、上記とは入稿期限が異なることがありますので、事前に各代理
店までご確認ください。
・なお、年末年始、大型連休などの期間は、事前に告知した上で、入稿締切日を繰り上げさせていただく場合
があります。

掲載期間
・14日間掲載広告は1日からの掲載の場合は、15日の正午までを保証期間とします。
その他記事広告等につきましては、ご案件ごとにご相談させていただきます。

・弊社は、申込等に関わる個人情報を、以下各号の目的で利用します。尚、個人情報には、本サービスを利用
して発行されるメールマガジンの読者ユーザーのメールアドレスも含まれます。

(1) 本サービスに関わる連絡事項等（これには、弊社からユーザーに対して、あらゆる分野の情報、特典の付
与、広告、電子商取引、出版のサービスを提供することを含みますがこれに限りません）。
(2) 弊社がお客様にとって有益だと判断する弊社のサービス（本サービスに限りません。）又は、広告主企業
や提携先企業の商品、サービス等に関する情報の提供。
(3) 前号の目的でのメールまたは郵送による送付並びに電話連絡。
(4) 本サービスの品質管理のためのアンケート調査、及び分析。
(5) お客様に対して、本サービスに著しく影響を及ぼす事柄（本サービス内容の大幅な変更、一時停止を含み
ますがこれに限られません。）に関するメールまたは郵送による送付並びに電話連絡。
(6) お客様から個人情報の取扱いに関する同意を求めるための、メールまたは郵送による送付並びに電話連
絡。
(7) 裁判所、検察庁、警察又はこれらに準じた権限を有する公的機関から開示を求められた場合 はこの限り
ではありません。

掲載中止

掲載基準
・掲載する商品、サービスは個別審査の上、弊社が承認した場合のみ掲載可能とします。
・審査に関しては、下記の項目を弊社までお送り下さい。（内容によっては、別途判断が必要になる場合もござ
います）
(1)会社概要（会社名、会社住所、代表社名、連絡先）※個人の場合は（氏名、住所、連絡先）
(2)プロモーション内容（リンク先URL、又は詳細）
(3)掲載希望商品、掲載期間
・広告掲載可否の決定権は、株式会社インフォトップが有しています。
・掲載を承認、もしくは拒否した広告について、弊社はその理由を説明する義務を負いません。
・申し込み、掲載された広告の責任は広告主に帰属します。
・掲載するものが情報教材であって、株式会社インフォトップで販売可能な商品であっても、広告しようとする表
現等によっては、修正のお願いや、広告の掲載をお断りすることがあります。
・再販売権利が付与された商品、または商品自体を再販売させる目的の商品の広告掲載はできません。

広告表示環境
・フルブラウザ等の携帯端末からの閲覧や、ユーザーのブラウザ設定、ファイアウォール、セキュリティソフト、
プラグインソフトその他の設定や環境によっては、広告が配信できない、または正しく掲載されない、リンク先
に飛ばないなどの可能性があることをご了承ください。

キャンセル・変更
・掲載後の変更は一切できません。
・正式お申込後のキャンセルについては、下記のとおりキャンセル料を申し受けます。
15～10営業日前：料金の20% 9～4営業日前：料金の50％ 3営業日～当日：料金の100%
（お申し込み内容確認メールにご了承いただいた時点で正式お申し込みが確定となります）

・以下のような不都合により、サイト使用者、消費者に困惑を与える場合には掲載を中止することがあります。
なお、この場合でも広告費はお支払いただきます。
(1)広告のリンク先設定が正常に行われない場合
(2)広告申込時になされた広告内容と掲載内容（掲載表現）が異なる場合
(3)広告主サーバーへのリンク設定が困難である場合
(4)掲載内容の不備又は第三者からの掲載内容に対する苦情その他の申し立てがあり、これにより株式会社
インフォトップまたは株式会社インフォトップが広告掲載を継続する事が困難と判断した場合

免責事項
・弊社は、以下各号の事由に起因する場合、本サービスの全部又は一部を停止することができ、当該事由に
起因してユーザー又は第三者に損害が発生した場合、一切の責任を負わないものとします。
(1) 緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を行う場合
(2) 火災・停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
(3) 戦争、内乱、暴動、労働争議等により、本サービスの運営が不能となった場合
(4) 本サービス提供のためのコンピューターシステムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピューター
ウイルスの感染等により本サービスを提供できない場合
(5) 法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合
(6) その他、弊社が止むを得ないと判断した場合
・弊社は、前項により本サービスの運用を停止する場合、事前に電子メール等によりユーザー及び第三者にそ
の旨を通知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。

規約改訂
・ 弊社は、随時、予告なく本規約を改訂することがあります。

支払規定
・広告掲載前に全額のお支払が必要です。お支払がない場合は掲載できません。
※広告代理店経由でご入稿される場合は、上記とは支払規定が異なることがありますので、事前に各代理店
までご確認ください。
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広告表現規制
OSやウェブブラウザ機能の模倣や
インフォトップのコンテンツと混同する可能性がある広告表現

法律で禁止されている行為やそれを連想させる広告表現

・OS（オペレーティングシステム）やウェブブラウザ機能の模倣などユーザーに誤解を与えたり、インフォトップ
のコンテンツと混同する可能性がある広告表現は掲載できません。
- アラートマークや、「閉じる」「いいえ」「キャンセル」のボタンなど、ユーザーの誤動作を誘発する表現。
- 検索窓などのテキストボックス、プルダウンメニュー、ラジオボタン、チェックボックス、サブミットボタン、メ
ニューボタンのような、OSやウェブブラウザの ユーザーインターフェース系を模倣した表現。
- インフォトップマークや、インフォトップのサイトで使用している画像（類似しているものも含む）を使用したり
するなど、インフォトップのコンテンツ等と混同する可能性のある表現。

ユーザー不快感を与えるようなバナーイメージ
・アラートマーク、高速振動イメージ、点滅イメージなど原則として、点滅の間隔が0.4秒以上としてください。
・ユーザーに不快感を与えるようなイメージは掲載できません。

誇大表現のおそれがある広告表現
・広告内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤される恐れのあるものは掲載できません。
・「No.1」、「世界初」、「当社だけ」などの最大級・絶対的表現のある広告表現は、原則として第三者機関による
直近の調査資料などの客観的裏付けが必要です。その際は必ずデータ・出典および調査機関名の明記をお
願いいたします。
・調査データは、最新のデータを使用し、1年以内のデータであることを条件といたします。
・ただし、すでに衆目の一致する周知の事実と個別判断された場合には、根拠の明記なしに掲載可能となる場
合があります。

比較表現を用いている広告表現
・明示的あるいは暗黙に特定競合を示唆した比較表現、実証されていない事項を挙げる比較表現、不公正な
基準による比較表現などが含まれる広告はお断りいたします。

選挙運動に関わる広告表現
・選挙運動に関わる表現がある場合は掲載をお断りいたします。
・掲載可能な広告表現は選挙期間を除いた時期での、「政党の政策」「通常の政治活動の宣伝」のみの政党広
告であることを条件といたします。

・詐欺的なものはお断りいたします。
・暴力、賭博、麻薬、売春、卑猥性の高いものはお断りいたします。
・法律、政令、省令、条約、業界規制などに違反、もしくはそのおそれ、またはその連想をさせるもの。
・風紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れがあるものはお断りいたします。
・効能、効果が厚生省の承認する範囲を逸脱するものはお断りいたします。

公序良俗に反する表現内容のある広告表現
・以下に掲げる類の公序良俗に反する表現内容のあるものは掲載できません。
－暴力、賭博、麻薬、売春などの犯罪を肯定・美化する表現・内容
－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卑猥性の高い表現・内容
－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
－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
－不良商法、詐欺行為とみなされる表現・内容
－誹謗中傷、名誉毀損、またはプライバシーの侵害にあたる表現・内容

ブランド名、商品名に関する規定
・ブランド名、商品名などを明記する必要がある場合、商標登録された名称をご使用ください。
・個人、団体の氏名、写真、談話および肖像、商標、著作物等を許可無く利用し、無体財産を侵害するものは
掲載できません。

その他
・その他以下の内容に該当するもの、またはその恐れがあるものは掲載できません。
－人種・信条・性別・職業・境遇などによる差物的な表現が含まれるもの。
－内容及び、その目的が不明確なもの。
－責任の所在が明確でないもの、または判断されるもの。
－第三者に不利益を与えるもの、プライバシーを侵害するもの。
－医療、医薬品、化粧品において、効能、効果、性能などが厚生省の承認した範囲を逸脱したもの。
－宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの。
－マスコミ報道などにより問題視されているサービス及び業種のもの。
－弊社サービスと競合する会社、サービスの広告。
－本サイトの運営を妨げるもの。
－その他インフォトップ独自の判断で不適当なものとみなしたもの。

インターネット異性紹介事業関係の広告表現において、
「18歳未満はご利用になれません」という内容の表記がないもの
・「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等の法律」に基づき、インターネット上での
異性会員情報の閲覧、異性へのメールの送受信、書き込みなどのサービスの広告および宣伝は、「18歳未満は
ご利用になれません」「18歳未満の利用不可」の文言の表記を推奨いたします。それ以外の文言は、本件管轄
の警察署少年課に、表現内容ごとに個別に問い合わせて確認してから用いてください。
・表記に関しては、ユーザーが目視確認できる方法にて記載をお願いいたします。
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