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株式会社アイキャスト 概要
アイキャストは、NTTドコモグループの映像事業戦略会社です。

その他
（不動産、エネルギー等）

Ad

Ad

スマートライフカンパニー
映像サービス部（旧 NTTぷらら）

（インターネット
接続サービス）

提
供
サ
ー
ビ
ス

電気通信事業（映像配信サービス、インターネット接続サービス）
コンテンツ企画制作

ひかりＴＶ放送事業（一般放送事業者）
広告事業（ひかりＴＶ、ＩＳＰぷらら）

NTTドコモ
100％子会社

日本電信電話株式会社

地域通信事業 グローバル・
ソリューション事業

NTT,Inc.

NTT Ltd.

2022年7月
NTTドコモと統合
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ひかりＴＶ 概要

テレビからリモコンでお買い物!
ひかりTV関連商品から食品まで幅広いラインナッ
プをご用意 （WEBでも購入可）

11:00 ～ 14:00 LIVE
井上尚弥 ラスベガス決戦

⿁滅の刃 第1話 ～ 第26話

10%割引クーポン
キャンペーン実施中

テレビ番組表で編成した番組を放送するサービス
多彩なジャンルのチャンネルを80ch以上提供（2023年4月時点）

・地上波、BS、BS4K、・専門チャンネル

ひかりTVでしか見ることのできないオリジナル
番組やバラエティ、ドラマ、音楽ライブなど
充実したラインナップでお届けするオリジナルチャンネル
「ひかりＴＶチャンネル」も提供

見たい時にいつでも作品が視聴できるサービス
話題の映画やビデオが約125,000本（2023年4月時点）

専用チューナー

モンスター!井上尚弥

・専用チューナーをテレビに接続し、テレビ画面上に放送、ビデオ等の多様な
コンテンツを配信するファミリー向け映像サービスです。

約125,000本
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■ひかりＴＶ会員属性 ※当社定点アンケートから取得

男性

73.4%

女性

26.6%

男女構成

10代

0.0%

20代

2.0%

30代

7.6%

40代

31.6%

50代

34.7%

60代以上

24.0%

年齢構成

40代・50代のファミリー層が中心!

効率の良い購買を求める層が視聴者の大半を占める

有料番組ガイド誌を活用し、紙媒体でのプロモーション

も可能!

ひかりＴＶならではの画面上広告掲載が可能!

ひかりＴＶの特徴

１

２

３

一人暮らし, 

22.9%

夫婦（子供無し）

24.8%

夫婦（子供有り）

44.5%

その他, 7.7%

家族構成
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⾧尺のCMも放送可能!

※CM制作規定、スケジュール詳細等、その他詳細については弊社営業担当までお問合せ下さい。

・ひかりＴＶ独自の総合エンターテイメントチャンネル「ひかりＴＶチャンネル」
放送内で、スポットCMを放送します。

・プロモーション映像を日本全国で放送し、認知度向上に貢献します。

ターゲットを絞った放送が可能!
朝・昼・夜の指定や、

放送本数の調整が出来ます。

ひかりＴＶチャンネル スポットCM

平日 土日

7～
12時

12～
19時

19～
23時

23～
28時

■夜帯（プライムタイム）

・紀行、趣味
・「ひかりTVオリジナル番組」

・韓流、華流ドラマ
・K-POPバラエティ
・オリジナル番組
・ドキュメンタリー
・ドラマ
・バラエティ
・公演
※インフォマーシャル

■深夜帯

■ 平日日中帯 ■土日日中帯
・【生】各種公演等
・オリジナル番組
・ドラマ
・バラエティ
・趣味、教養

・【生】公演（音楽、舞台）他
・「ひかりTV」オリジナル番組
・ バラエティ、ドラマ（国内、海外、韓国）
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ひかりＴＶチャンネル スポットCM 価格表

・価格表

広告枠 尺⾧ 単価
（税抜）

最小ロット
（放送回数） 掲載スケジュール

ひかりＴＶ
チャンネル

Ch101 ＣＭ

30秒 5,000円 40回
お申込〆:

掲載開始日の17営業日前

原稿素材ご入稿〆:
掲載開始日の8営業日前

2分 10,000円 20回

29分 18,000円 10回
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・有料月刊番組ガイド誌（税抜300円/月）に誌面広告を掲載します。

・本誌編成特集と遜色ないタイアップ記事の制作も可能です。

・ユーザーへの接触頻度や回読率が高い誌面への掲載による広告効果が期待できます。
ひかりＴＶガイド誌

日割番組表内
追加見開き2ページ中面

※原稿制作規定、入稿スケジュール等、その他詳細については弊社営業担当までお問合せ下さい。

スペース 掲載料金（税抜） 掲載スケジュール

表2 1,400,000円

発行月により異なる為、
弊社営業担当まで
お問合せ下さい。

目次対向・表3・表3対向 1,200,000円

表4 1,600,000円

中面 1,000,000円

中面1/5ページ 250,000円

中面2/5ページ 375,000円

中面3/5ページ 625,000円

日割番組表内追加見開き2ページ 2,500,000円

タイアップ広告制作 400,000円~

ひかりＴＶ 番組ガイド誌誌面広告 価格表
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①【誘導枠】トップストリーム
・サービス起動時に全画面動画を配信、高いアイキャッチ効果が期待できます。

ご希望の遷移先
※一部遷移出来ない
ページもございます。

※詳細はP12～P13に記載

①

【ホーム画面】

ひかりＴＶ 画面上広告



③-1
ご希望の遷移先

※一部遷移出来ない
ページもございます。

※詳細はP12～P13記載
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③-2

③-3

【お知らせ画面】

③【誘導枠】バルーンメッセージ
・ホーム画面とお知らせ画面にメッセージを掲載し、詳細な訴求を実現します。

【ホーム画面】

click

※③-1、③-2、
③-3のセットメニュー

ひかりＴＶ 画面上広告
②【誘導枠】トップカード
・ホーム画面に大型バナーを表示、高いアイキャッチ効果が期待できます。

※②-1、②-2のセットメニュー
※②-2のカードフォーカス時に②-1のバナー表示
※ランダム表示（カード表示位置もランダム）

ご希望の遷移先
※一部遷移出来ない
ページもございます。

※詳細はP12～P13に記載

②-1

②-2

【ホーム画面】



ご希望の遷移先
※一部遷移出来ない
ページもございます。

※詳細はP12～P13に記載

ご希望の遷移先
※一部遷移出来ない
ページもございます。

※詳細はP12～P13記載
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【ホーム画面】
テレビサービスボタンをクリック

【ホーム画面】
ガイドボタンをクリック

④

【テレビ詳細画面】

⑤

【ガイド画面】

※上記4枠にランダムで1枠表示、カード表示位置もランダム

※上記4枠に固定で1枠表示

ひかりＴＶ 画面上広告
④【誘導枠】テレビトップバナー
・テレビ詳細画面にバナー表示し、テレビサービス視聴者へ訴求します。

⑤【誘導枠】ガイドトップバナー
・番組特集/キャンペーン掲載ページ（ガイド）の最上部に固定でバナーを表示します。
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⑥【特集ページ】※有料
大型バナーとテキスト情報でPRが可能

⑦【番組予約画面】※有料
シリーズをまとめて録画誘導することが可能

【チャンネル紹介画面/契約ページ】
チャンネル契約まで最短遷移が可能

【プレゼントキャンペーン画面】
プレゼント紹介、応募受付が可能

【チャンネル視聴画面】
チャンネル視聴まで最短遷移が可能

アンケート設定も可能 ※有料
（詳細はP13に記載）

click

click

click

click

click

click

※click箇所からご希望の遷移先へ遷移可能です。 ※一部遷移出来ないページもございます。

⑥

⑦

ひかりＴＶ 画面上広告
【遷移先】
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【プレゼントキャンペーン画面】

【アンケート画面】

【応募完了画面】

■アンケート収集例

・チャンネルの認知度の確認

・チャンネルを認知している方の属性（性別、年齢）

・チャンネルを視聴している方の他に視聴しているジャンル

・チャンネルの視聴きっかけ

・おすすめ番組の認知度の確認 等

■設問設定は最大10問、回答選択肢は最大6個設定が可能

click

⑧
click

click

click

※【誘導枠】ガイドトップバナー4枠が表示

※click箇所からご希望の遷移先へ遷移可能です。 ※一部遷移出来ないページもございます。

ひかりＴＶ 画面上広告
⑧【遷移先】アンケート設定
・面倒な入力不要で、簡単リモコン操作でのアンケート調査が実施できます。

・アンケートを活用してチャンネル視聴者属性確認や番組認知度確認等も可能です。
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No. 広告枠（誘導枠） 掲載期間 掲載料金（税抜） 掲載スケジュール

① トップストリーム
（動画広告） 1週間 2,000,000円

お申込〆:
掲載開始日の17営業日前

午前中

原稿素材ご入稿〆:
掲載開始日の12営業日前

午前中

② トップカード 2週間 1,500,000円

③ バルーンメッセージ 1週間 1,000,000円

④ テレビトップバナー 1ヶ月 1,000,000円

⑤ ガイドトップバナー 1ヶ月 1,000,000円

※原稿制作規定、スケジュール詳細等、その他詳細については弊社営業担当までお問合せ下さい。

No. 広告枠（遷移先） 掲載期間 掲載料金（税抜） 掲載スケジュール

⑥ 特集ページ 1ヶ月 100,000円 お申込〆:
掲載開始日の17営業日前

午前中

原稿素材ご入稿〆:
掲載開始日の12営業日前

午前中

⑦ 番組予約 1ヶ月 200,000円

⑧ アンケート設定 1ヶ月 300,000円

ひかりＴＶ 画面上広告価格表
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■掲出・放送不可とされる広告内容
以下の項目に該当する広告については掲載をお断りさせていただきます。

-責任の所在が不明確なもの

-内容およびその目的が不明確なもの

-内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの

-法律、条令、条約に違反、もしくはその恐れのあるもの

-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もの

-メディアの品位を損なうと判断されるもの

-公序良俗に反する表現と判断されるもの

-暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの

-醜悪、残酷な表現で、不快感を与える恐れのあるもの

-青少年の保護育成に反すると思われるアダルト等の猥褻性の高いもの

-詐欺行為、不良商法とみなされるもの

-他人の名義や写真、肖像、商標、著作物等を許可なく利用したもの

-誹謗中傷、名誉棄損、またはプライバシーの侵害にあたるもの

-人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれるもの

-医療・医薬品・化粧品において、効能、効果、性能等の表現が厚生省の

承認した範囲を逸脱するもの

-宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの

-ひかりＴＶサービスをはじめ、NTTドコモ、アイキャストのサービスと競合する商品

*上記以外でも弊社判断により不可となる場合もございます。

その他の広告掲載基準については下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社アイキャスト ～担当:本多、平栗～

〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 25F

TEL : 03-5954-5668 FAX : 03-5954-5661 / MAIL : hikaritv-ad@i-cast.co.jp

■広告掲載の決定

ひかりＴＶの各媒体へお申し込み頂いた広告の掲載可否の決定権は、 株式会社アイキャスト及び株式会
社NTTドコモ（以下、併せて「媒体社」という。）に帰属します。
また、掲載決定後または掲載後に広告主及び広告掲載商品になんらかの問題が生じた場合は、掲載を中
止、以降の掲載をお断りする場合があります。

■広告掲載の可否判断

媒体社の判断により、掲載基準を満たしている場合でも掲載をお断りすることがあります。
また、掲載基準を満たさない場合でも、掲載を認める場合があります。
（法令に違反するものはいかなる場合も掲載しません）
いずれの場合でもその理由について回答することはできない場合があります。

■広告責任の所在

ひかりＴＶの各媒体における全ての広告は、広告主がその責任において行うものであり、
掲載された広告については一切の責任を広告主が負うものとします。

■広告表現について

掲載決定後に入稿頂いた広告クリエイティブについて、媒体社が不適切と判断する表現・表記等が見受けら
れた場合、修正をお願する場合がございます。
なお、修正頂けない場合は掲載をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

広告ご出稿に関する注意事項


