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アプリの概要
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ニュース お気に入り
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ニューススイートは、インストール総数6,000万、70か国展開、
月間500万人にご愛用いただいてきた、ソニーが開発・運営する
ニュースアプリです。

ソニーのXperia™スマートフォンにプリインストールされているほか、Android™
スマートフォン全般およびiOS™で利用可能です。

2019年からは、 Xperia™シリーズに加えて、arrowsシリーズの
スマートフォンへのプリインストールもはじまり、ユーザ数が増加しています。

ニューススイートでは、ユーザーの使い勝手を徹底的に研究し、
ニュース閲覧体験を他にない新しいコンセプトでリデザインしました。

世の中のニュースと趣味のニュースの切替え構造を取り入れることで、
2種類の情報や気分が混ざらず、スッキリ情報を整理して楽しむことができます。
また、気になる関心事を深掘りする機能も充実しました。

このアプリひとつであなたのニュースが一式（Suite)揃います。

アプリの概要

毎日と私を切り替える２in１ニュースアプリ 「ニューススイート」

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

人気スマートフォン端末にプリインストール
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総合 エンタメ スポーツ 社会、他

世の中の今を瞬時に把握するため、社会・エンタメ・スポーツ・ビジネス・グルメほかジャンル毎のニュースを豊富にご用意しました。
大手新聞社・雑誌社から新興ネットメディアまでニューススイートが提携するパートナーから届く優良ニュースばかりです。
美しいデザインと、サクサク操作で、快適に旬のニュースをキャッチ。左右にフリックすることで、ジャンルの切り替えも片手でラクラクに行えます。

ニュースタブ：毎日のニュースがさくさく読める

アプリの概要



旅行の達人

ニュースソース単位で登録

気になるキーワードで記事を収集

グルメガイド
乃木坂46

シェアリング
エコノミー
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※「天気」の機能はAndroid版のみ対応です

お住まいの地域の天気も！*

吉祥寺

趣味のニュースや好きなアーティストのブログを、「お気に入り」タブに全部集めてじっくり読むことができます。
カスタマイズは超簡単。トレンドのテーマや好きなチーム、有名人の名前、7,000以上の人気のニュースカタログから選ぶだけ。
お住まいの地域の天気情報までこのアプリひとつでOKです。

アプリの概要

お気に入り：趣味のニュースを集めて読める



日本のニュースのランキングだけでなく、海外のニュースランキングも地域を選択してチェックすることができます。
海外メディアの記事をそのまま読める、語学の勉強にもおすすめの機能です。
また、ランキング通知の設定をすることで気になる地域のランキングが毎日の通知で届きます。

アプリの概要

ランキング：海外の注目ニュースもランキングで見れる

地域の選択
地域のランキング
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関連ワード

新機能：ニュースワードから情報を深掘り

アプリの概要

情報感度の高いユーザーが頻繁にしている「ニュースを見たあとの行動」をアシストする機能で、リテンション向上を図りました

記事サマリー画面 深掘り画面

急成長のQRコード決済、駅で便利な交通系、スマ
ホ決済アプリはどれがおススメ？
Tech View Japan

あとで読む

気になる
ワードを深堀り

急成長のQRコード決済、駅で便利な交通系、スマホ決済アプ
リはどれがおススメ？
Tech View Japan

あとで読む

昨年から急激に普及したスマホのQRコード決
済を始め、非接触ICカード技術を使ったIC
カード決済機能をスマホに組み込んだ

検索画面

実は全国で使える、首都圏の交通系IC
カードアプリを旅行先で試してみた

関連記事
を読む

QRコードを読むだけでクーポンゲット！今月
オープンのショッピングモールで実証実験

キャッシュレスマガジン

5G Watcher人気ワード

検索

※2020年3月31日現在Androidのみ対応、iOS近日対応予定
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アプリの概要アプリの概要

トピックス：クーポンタブの本格提供を開始！
飲食店や商業施設などで利用が可能なクーポンを毎日配信する「クーポンタブ」の本格提供を開始しました。
クーポンタブ内に表示されているクーポンの中から使いたいものをタップして、表示される画面を店舗で提示することで簡単に利用できます。
2019年11月14日時点で、35ブランドのクーポンを全国約1万店舗で利用可能です。

「クーポン」タブ

無料で使えるお得なクーポン
ぞくぞく追加中！
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アプリの概要

ニュースアプリによっては偏りのある記事ばかり
（こちらに選択権がない）なので、
RSSリーダー機能は非常に評価できる。

情報誌として読ませて頂いています。
自分の興味のある記事がすぐに見られる
ので便利で活用しています。

普通のニュースから、幅広いジャンルの情報がこのアプリ一つで
みられるのがよいです。毎日通勤の電車でこのアプリ見る
のが日課になってます。

キーワードでニュースが集まる
『キーワード登録』が、
かなーーり便利。
好きなタレントさんがいるので、
その方の名前で設定したところ、
そのキーワードの時系列の情報を
把握出来るようになって、
情報通になれつつあります

Google Play上のユーザレビューより

幅広いニュースのラインナップや、
お気に入りによるカスタマイズ機能
が評価されています。

ニュースのカテゴリーの並べ替
えができて便利だし、 気に
なる記事は保存しておく
機能が気に入ってます
(^^)/
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御社のキャンペーン
ページや商品ページを
タブ全面に表示！

用意するのは対象
ページのURLのみ！

特長やスペック等の詳細はAPPENDIX：「スポンサードタブ」の項目を参照

アプリの概要

新広告メニュー：ニューススイートのタブの全面ジャックが可能に！

「スポンサードタブ
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メディアの特長
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アクティブユーザー数は順調に増加しています。
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実績



実績

日本のアクティブユーザ数も順調に増加中です。

2019 2020
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24
UAE

14

展開している70ヶ国のうちトップ25ヶ国です。 日本が多く、次に欧米となっています。

展開国

3
アメリカ

6
イギリス

8
トルコ9

スペイン

10
ベトナム

4
フランス

1
日本

12
インド

14
ブラジル

11
ポーランド

19
アルゼンチン

15
インドネシア

18
サウジアラビア

17
コロンビア

16
香港

20
オーストラリア

5
台湾

21
スウェーデン

13
メキシコ

2
ロシア

7
ドイツ

22
イタリア

25
カナダ26

オランダ

23
チリ

※2019年6月現在
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コンテンツメディアパートナー

世界中の著名コンテンツパブリッシャー
1,000社以上と提携しています。

読売新聞, 朝日新聞, 毎日新聞, 産経ニュース, ロイター,
NIKKEI STYLE dot. AERA×週刊朝日, 東洋経済オ
ン ラ イ ン , F o r b e s J A P A N , ラ イ ブ ド ア ニ ュ ー ス ,
Number Web, スポーツ報知, 日刊大衆, 小学館,
クックパッド , マイナビニュース , オールアバウト , 夕刊フジ ,
ダイヤモンド・オンライン, Pen, モデルプレス, はてなブックマーク,
AOLニュース, ネタフル, Begin, GoodsPress, プレジデント,
電撃オンライン, 4gamer, Numero TOKYO, FASHION HEADLINE,
ロケットニュース24, CNET, Engadget,ギズモード・ジャパン, ライフハッカー,
Impress Watch Headline, 映画.com, えん食べ, テレビファン・ウェブ,
テッカブル, BARKS, サイゾー, RETRIP, 韓流TVfan, アニメアニメ, おたぽる,
海外ドラマNAVI, 携帯総合研究所, juggly.cn, 100SHIKI, geard,
TechCrunch Japan ,TechWave ,オクトバ, AppBank, BCNランキング, アキバ総研,
cinemacafe.net, IENA, JOURNAL STANDARD, フットボールチャンネル,
AUTO SPORT WEB, New York Times, BBC, Financial Times,
HuffingtonPost, Fox News, NPR, AOL, Figaro, DW, ZEIT.de, Terra, UOL,
聯合新聞, 自由時報, 三立新聞網, 壹電視NextTV, LA Times, BuzzFeed,
DailyDot,SB Nation, THE VERGE,RollingStone, Business Insider, Daily
Finance, Planet Money, Motley Fool,TechCrunch, Mashable, The Verge,
The Next Web,Thrillist Media, O'Reilly Media Inc, Popcrush, Fashionista,
Temptal ia, Design Milk, Juxtapoz, Huff ington Post, euronews,
Art & Life,MTV, Baeble Music, RCA Records, Diffuser, Rock Music Report,
Internazionale, Il Post, Linkiesta.it, ITespresso.it, Gizmodo IT, РБК.,KP.RU,
H i -Tech Ma i l .Ru , spor ts . ru, Lenta . ru ,Новости,РИАНовости,
......他多数



性別 年齢

利用頻度

世帯年収（円）

世帯人数利用デバイス

65％

30～39歳
19％

40～49歳
38％

800万円以上
25％

600万～
800万

19％
400万～

600万
24％

200万～
400万

22％

200万円以下
10％

50～59歳
24％

1日１回以上
61％

3人以上
66％

1人
17％

2人
17％週に数回

21％

月に1回程度
18％

ユーザー属性

35％

国内でのユーザー属性は、3人以上の世帯、30代以上の男性、世帯収入が比較的高い、1日1回以上利用が中心といった特長があります。

16※2017年度自主調査データより

Xperia
90％

その他
10%

20～29歳
9%

その他
10％



ペルソナイメージ

【年齢】 43歳 【職業】 大手メーカー勤務
【世帯年収】 1,200万円
【未既婚】 既婚 【家族構成】 妻と中学生の娘の三人家族
【興味関心】
外車好きで、身だしなみに気を使い、時計や靴にはこだわりを持っている。他
者が羨むものを好む傾向、少し高くても質の良いものを求める傾向が強い一
方で、３人家族の大黒柱として堅実な側面も持つ。
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【年齢】 36歳 【職業】 専業主婦・パート
【世帯年収】 860万円
【未既婚】 既婚 【家族構成】 夫と小学生の娘の三人家族
【興味関心】
旅行や買い物が好きで、時間があるとついメルマガやネットサーフィンで
情報収集をしている。派手な生活を送ることには消極的だが、自身の
美容や家族の健康のために消費する傾向が強い。



オンラインショッピング
（サービスの予約、オークションを含む）

音楽配信サービスの
利用割合

動画の投稿・共有サービスの
利用割合

動画コンテンツのオンデマンド
サービスの利用割合

ゲーム

75％

48％

44％

57％

55％

ユーザー属性 スマホ課金サービス利用状況

インターネットサービスの利用頻度が高く、積極的に課金型コンテンツを利用する傾向があります。
ネットサービスの利用割合(ニューススイートユーザーの内、月1回以上)

18
出典：博報堂生活定点調査データ



情報は自分で検索しながら手に入れたいと思う

一般生活者

ニューススイートユーザー

26％

44％

情報は主にソーシャルメディアから得ている

一般生活者

ニューススイートユーザー

5％

22％

モノを買うときは、ブランドを意識する方だ

一般生活者

ニューススイートユーザー

14％

21％

新製品はすぐに試してみる方だ

一般生活者

ニューススイートユーザー

8％

16％

ユーザー属性 価値観・行動基準

情報感度が非常に高く、新商品の利用を好み、コダワリをもって購入する傾向があります。

ブランド
好き

自ら
アクション

ソーシャル
好き

新しいモノ
好き

19
出典：博報堂生活定点調査データ



他社比較｜属性と年収

他社ニュースアプリと比較してニューススイートユーザーは「高年齢の男性」で「高年収」であることがわかります。

性別と年代 年収

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

400万円未満 400～700万円 700～1,000万円 1,000万円以上

A社 B社 ニューススイート

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A社

B社

ニューススイート

男性 20代 男性 30代 男性 40代 男性 50代 男性 60代

女性 20代 女性 30代 女性 40代 女性 50代 女性 60代

男性・30-50代が43.5%を占める 年収700万円以上の割合が高い

20
出典：ヴァリューズ



他社比較｜ニュースメディア併用率

他の主要ニュースメディアとのユーザーの重複は少なく、ユニークなユーザーリーチが見込めます。

どちらも使用
7.6％

News Suiteのみ利用
92.4％

News SuiteとメディアAの併用率 News SuiteとメディアBの併用率

どちらも使用
29.4％

News Suiteのみ利用
70.6%

21
出典：ヴァリューズ
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News Suite Ad Network とは

その他媒体

インフィード広告：Webサイトの新着情報やページ一覧など、コンテンツとコンテンツの間に表示され、

広告のトーン＆マナーを掲載先のデザインや機能に合わせて掲出される形式の広告です。

●●●●●●●●●●●
●● 2019/2/22

他社メディア

●●●●●●●●●●●
●● 2019/2/22

2019/2/22

●●●●●●●●●●●
●● 2019/2/22

●●●●●●●●●●●
●● 2019/2/22

Sponsored

+

News Suite Ad Network は、ソニーの運営するニュースアプリ面への配信を軸としたスマートフォン特化型インフィード広告アドネットワークです。
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News Suite Ad Network｜配信先媒体例

ビジネス・新聞系 ゲーム・アニメ

雑誌・エンタメIT・テクノロジー

美容・ファッションスポーツ・車

etc…

etc…

etc…

etc…

etc…

etc…

ママ・主婦

etc…

News Suite に加えて、下記の外部媒体への配信が可能です。こちら以外にも多数の配信先媒体があり、随時追加しております。
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News Suite Ad Network｜特長

News Suiteユーザーへの
広告リーチ

インフィード特化型
Ad Network

管理画面提供による
タイムリーなレポート

新しいモノ好き、ブランドへのこだわりの強い
Xperiaユーザーに対して効率的にリーチが可能です。

ユーザーの体験上、
自然な形でユーザーに広告訴求が可能なインフィード特化型のアドネットワークです。

広告配信の管理画面ID/PASSを発行致しますので、いつでもご都合に合わせた
タイミングでタイムリーな広告配信レポートの閲覧が可能です。

マイクロコンバージョンの
設置/管理

記事読了地点や商品ページ、登録フォームなど、最終成果地点より手前でも
CV計測ができます。これにより、より精度の高い配信調整を行うことが可能です。

1

2

４

５

独自のホワイトリスト配信
News Suite Ad Network独自の広告配信先設定により、広告主様のブランド毀損の
恐れがある悪質な広告掲載面への配信が防げます。３

News Suite Ad Network の特長



1. ネイティブAD

26ご注意点：記事LPの運営者が第三者の場合は、記事LP内にPRの表記と広告主名の表記を必須といたします。

配信形式 ネイティブAD

配信単価 通常配信 ¥30～（グロス）

保証形態 クリック課金

セグメント
① 性別指定 （類推ベース）
② エリア指定 （都道府県指定可）
③ OS指定 （Android/iOS）
➃ キャリア指定（docomo/au/softbank）

掲載期間 任意

掲載媒体 ホワイトリストにて指定可

最低出稿金額 通常配信 ¥500,000～（グロス）

入稿期限 掲載開始5営業日前

リンク先 複数可

リターゲティング配信 可

原稿差替 可

備考 News Suite面はAndroid中心の配信となります。

News Suite Ad Network｜スペック表

News Suite Ad Network ネイティブADは、 News Suiteに加えて、大手法人媒体を中心に400件を超える媒体のインフィード面に対して
広告配信を行うことが可能です。配信媒体の選択はブラックリスト/ホワイトリスト共に対応しており、ご希望の媒体を自由に選択可能です。
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若年層パッケージ

男性パッケージ

女性パッケージ

主婦パッケージ

掲載媒体(例)

ビジネスパッケージ

etc…

etc…

etc…

etc…

News Suite Ad Network｜ネイティブAD 商品パッケージ

訴求内容や配信ターゲットを基にパッケージを作成し、親和性の高い媒体への配信を実現させることができます。
複数パッケージを組み合わせて配信することも可能です。

https://ray-web.jp/
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News Suite Ad Network｜配信例

期間 10日間~1ヶ月

掲載先 ニューススイート面を中心とした全カテゴリー
への掲載

リターゲティング 訪問者データの蓄積

クリエイティブ 複数パターンで検証

期間 10日間~1ヶ月

掲載先 配信期間前半でパフォーマンスの良かった配
信カテゴリーへの掲載強化

リターゲティング 訪問者データへの配信

クリエイティブ 効果の良かったパターンを拡張して検証

期間 10日間~1ヶ月

掲載先 配信カテゴリーの中でも特にパフォーマンスの
良かった媒体への掲載強化

リターゲティング 訪問者データへの配信

クリエイティブ 効果の良いクリエイティブに絞った配信

配信期間前半 配信期間中間 配信期間後半

低コストで検証 獲得単価最適化 獲得数最大化

パフォーマンスの良いクリエイティブや配信面を検証し、効果改善を繰り返していくことで、より獲得効率を上げていく配信を図ります。
検証期間中はクリック単価を低価格に抑えて、効果の良い配信面の単価を上げていくことで獲得数の最大化が可能です。



News Suite Ad Network 配信実績
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メディアA メディアBメディアA メディアB

他社ニュースアプリのCVRの

2～3倍
●某銀行様

1.75
1.0

4.0

1.39 1.0

2.39
1.0

1.72 1.79

●某カードローン会社様 ●某旅行会社様

メディアA メディアB

他社ニュースアプリと比較して、高単価商材や長期検討商材で効率の良い結果が得られています。

※メディアBのCVRを1.0とした場合

※メディアBのCVRを1.0とした場合 ※メディアAのCVRを1.0とした場合

※自主調査データより
※News Suite面の配信結果



入稿規定

入稿時には弊社指定のフォーマットにてご入稿をお願いします。

※フォーマットは弊社営業までお問い合わせください。

掲載開始後のLP変更については原則不可となります。
LP内容に変更がある場合は、事前に内容を共有していただき審査をさせていただきます。
尚、事前の連絡なくLPが変更された場合、弊社判断で配信を停止させていただく場合がありますので予めご了承ください。

クリエイティブ、LP内に有名人、著名人等を使用している場合は、その使用許諾の確認をお願いします。
許諾確認の取れていないものに関しては掲載不可とさせて頂きます。
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News Suite Ad Networkインフィード 原稿規定＆掲載パターン

テキスト①●●● 全角換算16文字（10文字以上）

テキスト②◆◆◆ 全角換算34文字（25文字以上）

広告主掲載名 会社名のほか、会社名略称、ブランド名、商品名、アプリ名などがご利用いただけます。
メディア表示形式により省略される場合がございます。

サイズ ：横320px×縦320px（高解像度サイズ）
ファイル容量：300kb以内
ファイル形式：png/jpg/gif
アニメーション：不可

サイズ：横1,200px×縦628px（高解像度サイズ）
ファイル容量：300kb以内
ファイル形式：png/jpg/gif
アニメーション：不可

小

＜原稿規定＞

必須

大画像

掲載枠によって、以下のいずれかの形式で掲載されます。
テキストは①と②がそれぞれ単体でも訴求可能な内容でご入稿ください。

必須

必須

必須

必須
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News Suite Ad Networkインフィード 原稿規定＆掲載パターン

大画像＋テキスト(その他媒体)

テキスト①●●●●●●●●●●●●
テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆ [PR]

テキスト①●●●●●●●●●●●●
[PR]

大画像

テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆ [PR]

大画像

テキスト(その他媒体)
テキスト①●●●●●●●●●●●●
テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆

[PR]

テキスト①●●●●●●●●●●●●
[PR]

テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆

[PR]

小画像＋テキスト(その他媒体)
テキスト①●●●●●●●●●●●●
テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆

Sponsored

テキスト①●●●●●●●●●●●●

Sponsored

テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆

Sponsored

大画像
小画像

小画像＋テキスト (News Suite)
テキスト②◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

PR

小画像

小画像

小画像
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News Suite Ad Networkインフィード 原稿規定＆掲載パターン

＜注意点＞
・入稿本数：画像２パターン・テキスト４パターン以上必須
・掲載枠によって、「①テキストのみ」 「②小画像＋テキスト」「③大画像＋テキスト」を
掲載先媒体が任意に選択し掲載いたします。

・媒体が指定する「広告」「PR」「sponsored」のいずれかの表示が掲載されます。

テキスト

・全角1文字、半角0.5文字とカウントいたします。
・機種依存文字、半角カナの使用は不可となります。
・改行指定は不可となります。
・「＼」や「／」など、斜線を使用した文章の強調は不可となります。
・各掲載媒体のデザインに合わせ、テキストのトリミングがされる場合もございます。

表示例） 「 テキストテキスト・・・ 」

画像

・表示サイズは、各掲載枠ごとにリサイズされます。
・左右上下いずれか、媒体社が指定する位置に掲載されます。
・表示速度担保のためにロスレス圧縮をさせていただく場合がございます。
（画質に影響はございません）

小画像

大画像
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News Suite Ad Networkインフィード 画像トリミングについて

テキスト表示ルール
-テキスト表示はセーフティーゾーン内のみ
-(推奨)画像内のテキスト領域は画像全体の20％以内

ネイティブ広告では、各配信メディア毎や各配信枠毎で採用されている画像サイズに応じた表示をさせることが重要となるためご入稿いただいた画像

データをメディア側でトリミングさせていただくことがございます。

以下記載のセーフティーゾーン以外の部分が表示されないケースがありますので、予めご了承ください。

ご入稿サイズ

トリミングルール
-画像の縦横比（アスペクト比）は変更しません
-トリミングされる領域は縦横それぞれ最大20％までとなります
-画像が縮小表示される場合があります
-画像にテキストがオーバーレイ表示される場合があります

例)

1200×628px 320×320px セーフティゾーン960×502px 256×256px

・文字がセーフティーゾーンに入っていない
・画像内のテキスト領域が全体の20％以上になっている

NG例

502px

セーフティゾーン
960px

新聞・雑誌ニュースが無料で
読めるソニーの定番ニュース
アプリ
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掲載可否のご確認 お申込み ご入稿

掲載可否フォーマット
下記項目を記載の上、お問い合わせください。

■広告会社名：（法人格含む正式名称）
■広告主名：（法人格含む正式名称）
■案件名：
■広告リンクURL：
■媒体名：ニューススイート
■メニュー：
■掲載期間：
■掲載量：
■備考：※特記事項がありましたらご記入ください

発注フォーマット
下記項目を記載の上、お問い合わせください。

■広告会社名：（法人格含む正式名称）
■広告主名：（法人格含む正式名称）
■案件名：
■広告リンクURL：
■媒体名：ニューススイート
■メニュー：
■申し込み金額（グロス）：
■掲載期間：
■掲載量：
■備考：※特記事項がありましたらご記入ください

入稿フォーマット

下記項目を記載の上、お問い合わせください。

■広告会社名：（法人格含む正式名称）
■広告主名：（法人格含む正式名称）
■案件名：
■媒体名：ニューススイート
■メニュー：
■掲載期間：
■原稿本数：
■広告画像ファイル名：
■広告リンク先URL：
■備考：※特記事項がありましたらご記入ください

お申込みについては各所定フォーマットにて営業担当までお問い合わせください。

掲載可否お問い合わせメール：
newssuite-ad@sony.com

ご発注メール：
newssuite-order@sony.com

ご入稿メール：
newssuite-creative@sony.com

お申込みフロー
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配信開始までのフロー

掲載可否・お見積り

お申込み
管理画面/タグ発行

原稿入稿

原稿審査/配信設定

配信開始 タグ動作テストが完了し掲載可能な原稿が入稿されている
場合、掲載開始日より配信を開始いたします。

掲載可否基準に基づき、原稿を審査します。
審査が完了次第、メールにてご連絡をさせていただきます。
通常、3営業日以内に審査が完了します。

掲載サイトのURL、ご予算、ターゲットなどの情報を
いただき掲載可否結果およびお見積もりを回答いたします。

お見積もり内容にて実施が決定した場合、メールにて
お申込みをご送付いただきます。

お申込みアドレス：newssuite-order@sony.com
受領時に管理画面、各種タグを発行いたします。

掲載開始日の５営業日前までに原稿の入稿
および各種タグの設置をお願いします。

入稿アドレス：newssuite-creative@sony.com

※弊社が不適切と判断したクリエイティブは掲載不可とさせて頂く場合がございます。

タグ動作
テスト
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〈1〉暴力、とばく、麻薬、売買春などの行為を肯定、美化したもの

〈2〉醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの

〈3〉性に関する表現が、わいせつ性の高いもの

〈4〉その他、風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの

広告掲載ガイドライン

お申し込み頂く広告についての掲載可否決定権は、弊社に属します。
以下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。
1. 責任の所在が不明確なもの

2. 内容およびその目的が不明確なもの

3. 虚偽または誤認されるおそれがあるもの（優良誤認、有利誤認などの不当な表示を行わない
こと）

4. 法律、条例、条約･規約、及び各種業界団体の広告基準に違反、もしくはそのおそれのある
もの

5.比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、及び確実な事実の裏付けがないもの

6.事実に反して、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社ならびにソニー関連企業が広告
主を支持、 またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの

7. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの

8. 社会秩序を乱す次のような表現のもの

9. セクシュアルハラスメントとなるおそれのあるもの

10. 他を中傷・誹謗(ひぼう)するおそれのあるもの

11. 宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの

12. 詐欺行為、不良商法とみなされるもの
13. ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社ならびにソニー関連企業の記事を中傷、

あるいは否定するもの
14. ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社ならびにソニー関連企業の社会的評価、

ニューススイートの品位を低下させると思われるもの

15. 非科学的または迷信に類し、ユーザーを混乱させるおそれがあるもの

16. 差別、名誉棄損、プライバシーの侵害など人権を侵害するおそれがあるもの

17. 個人情報の利用、管理などに十分な配慮がなされていないもの
18. 医療、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、保健機能食品に

おいて、効能、効果、性能等の表現が厚生労働省の承認した範囲を逸脱するもの

19. 名前、写真、談話及び商標、著作物などを無断で使用したもの

20. 詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの

21. 政党、政治活動に関わるもの

22. 同業他社の提供するサービスに関するもの

23. その他、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が不適当と判断したもの

※掲載可否は都度のご確認をお願いいたします。
※広告内容およびリンク先サイト内での全ての情報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、
弊社では一切責任を負わないものとします。

※メニューに関しては、弊社の都合により変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載クライアント様の業種によっては、内規により総量規制を設けておりますので、
出稿時期の調整などをお願いする場合がございます。
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※「22. 同業他社の提供するサービスに関するもの」に該当するものとして掲載不可の対
象となる訴求対象は下記の通りです。

・ News Suiteアプリの競合
・ Xperiaスマートフォン事業の競合
・ ISP事業の競合
※ 但し、モバイル通信事業社による自社顧客へのターゲティング配信は可と致します。



1. お申込後のキャンセルは原則不可となります。広告主様都合でのキャンセルを行う場合、
または広告掲載の途中停止を行う場合、申し込み内容に応じた金額をご請求させていただきます。

2. 以下の理由により媒体判断で事前通知なしで、サービスの中断または中止をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
システムメンテナンス、保守点検、天災、通信の不具合、第三者によるハッキングやクラッキング、
広告主様および広告取り扱い代理店様側のサーバー障害、不具合（デッドリンクなど）等の当社の責めに帰さない事由の場合。

3. 広告ガイドラインに違反する事実が明らかとなった場合、または予め承認した広告内容と掲載内容に相違がある場合は当社の
判断で広告掲載を停止し、申し込み内容に応じた金額をご請求させていただきます。
また当該広告により被った被害の賠償を請求いたします。

4. 各広告の入稿期日までにご入稿いただけない場合は掲載開始日および掲載期間の保証は致しかねます。

5. 媒体資料記載の広告配信量は想定値であり、保証するものではございません。想定配信量を下回る広告配信補填は一切お受け致しかねます。

6. 広告は当社の事業により掲出位置が変更となる場合がございますので予めご了承ください。

・News Suiteはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。

・Xperia™はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。

・Google、Googleロゴ、Android™、Google Play™はGoogle Inc.の商用または登録商標です。

・Apple、Appleのロゴ、AirPlay、Apple Music、Apple Pay、Apple TV、Apple Watch、FaceTime、iPad、iPad Pro、iPhone、iTunes、Retina、
Safari、Touch IDは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用され
ています。
App Store、AppleCare、iCloud、iTunes Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.

・その他、本資料に記載されている会社名および商品、サービス名称は各社の商標または登録商標です。

免責事項・商標について
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広告掲載基準 広告お申し込みの際の注意事項

広告クリエイティブについて
News Suite Ad Networkにご掲載いただくにあたって、クリエイティブ及びリンク先の確認は、必ず事前におこなうことを基本といたします。
リンク先がスマートフォン向けに最適化されていない、もしくはスマートフォンでの利用に不具合や視認性に問題がある場合は掲載をお断りする場
合がございます。
また、有名人、著名人をクリエイティブ及びリンク先に使用する場合は、必ず使用許諾のご確認をお願いいたします。
許諾の確認が取れていないものに関しては、掲載をお断りいたします。
また、弊社が不適当と判断したクリエイティブについても、掲載をお断りする場合がございます。

記事LPについて
運営者が第三者の場合は、記事LP内にPRの表記と広告主名の表記を必須といたします。

お申込みについて
弊社では広告主様同士の競合調整を行うことはできません。

レポートについて
・スポンサードタブ / タイアップ広告 / ネイティブAD
弊社よりレポートを発行させていただきます。

・News Suite Ad Network
レポートはオンラインレポートにてご確認ください。
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APPENDIX
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APPENDIX｜News Suite Ads

News Suiteでは純広告のメニューもご用意しております。

ネイティブAD
for inbound

Article

プッシュ通知

ネイティブAD

タイアップ広告+プッシュ通知 スポンサードタブ

海外ユーザーへの一括での広告配信が可能です。通常のニュースタブの並びに専用のタブを設置してご
指定のコンテンツを表示します。
対象ページのURLを指定するだけで実施可能です。

“ニューススイート”編集部で制作した広告主様の記
事広告を、記事広告誘導に強力なプッシュ通知とネ
イティブADを通じてユーザーを誘導。
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ウェブサイト
(URL指定)



メニュー名 タイアップ＋プッシュ通知 スポンサードタブ ネイティブAD for inbound

価格 250万円/月 (グロス) 10万円/日
(ミニマム：30万円/3日間) 50万円/月 (グロス)

配信面 通知, ニュースフィード面 専用タブ ニュースフィード面

保証形態 期間保証 期間保証 期間保証

想定露出量 60,000 PV 25,000 PV/日 1,000,000 imp

掲載期間 2週間 3日間以上で指定 1週間

配信OS Android Android / iOS Android

原稿本数 10本以内 - 10本以内

原稿差し替え 不可 不可 不可

期限 （申込）配信開始の約15営業日前 （申込）配信開始の約10営業日前 （入稿）配信開始の4営業日前

レポート 配信終了の5営業日後 配信終了の5営業日後 配信終了の5営業日後

備考 誘導枠として、ネイティブAD 1枠(2週間100
万imp想定)、プッシュ通知 1回

オプションで、プッシュ通知によりタブPV数を増
やす施策も可能です。

広告クリエイティブ制作は追加料金にて承りま
す。

APPENDIX｜News Suite Ads > 料金とスペック一覧
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SONYはソニー株式会社の登録商標または商標です。各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。

＜ 広告のお問い合わせ ＞ newssuite-ad@sony.com

＜ コンテンツおよびその他に関するお問い合わせ ＞ newssuite_partner@jp.sony.com
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