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広告メニュー

画像＋テキスト(全角8文字程度)もしくはテキスト(全角12文字程度)

※LINE社にて制作(編集権はLINE社に帰属)
誘導内容

保証形式

DIGEST Spot：¥5,000,000(税抜・グロス) ※想定PV数：35～90万PV
Video Option：¥1,000,000(税抜・グロス)
ブランドリフトサーベイ オプション：¥1,000,000(税抜・ネット)
合計 通常価格： ¥7,000,000(税抜) → キャンペーン価格：¥6,000,000(税抜) ※1

掲載料金

誘導枠

掲載面

掲載保証

メニュー概要

© LINE Corporation
DIGEST Spot ブランドリフトサーベイオプション

トライアルキャンペーン

LINE NEWSのLINE公式アカウント(総友だち数3,000万人以上※)か

ら、タイアップ記事を配信できるDIGEST Spot。※ 2021年3月時点

Video Optionをご実施いただいた場合に限り、期間限定でブラン

ドリフトサーベイ オプションを含むパッケージをキャンペーン価

格で提供いたします。 LINE NEWSのLINE公式アカウント発信のリッチメッセージ内
(スマートフォンのみ対象)

1枠/日
※昼刊(12時頃配信)もしくは夕刊(20時頃配信)をご指定ください

枠数

最短10営業日ほど ※実制作を開始した時点で起算
薬機法・景表法準拠の審査を必要とする案件は最短16営業日

制作日数

記事PV数、指定リンク先への遷移数、動画再生数、動画再生完了数：
掲載開始日より10営業日以内(掲載日より7日分を集計いたします)
ブランドリフトサーベイ オプション：
掲載開始日より25営業日ほど

レポート

配信時間について：
配信時の混雑緩和のため、昼刊は12時の前後10分頃、夕刊は20時の前後10分頃
から順次配信開始しております。ただし、通信環境や混雑状況によって、
メッセージ到達まで数分遅延する可能性がございますのでご了承ください。

土日祝日配信枠について：
本キャンペーンでは土日祝日配信枠を対象外とさせていただきます。
予めご了承ください。また、天災・事件・事故等が発生し、本広告商品の記事
内容と強い関連性が認められ、広告主様が掲載取り止め、日程変更等を希望さ
れる場合を除き、営業日以外での記事修正などの変更依頼についてはお受け出
来かねますのでご了承ください。

備考

1

ダイジェストニュース一覧ページ(300文字以内)※両OS共通

＋ ＋

¥5,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000

通常価格(税抜) 通常価格(税抜) 通常価格(税抜)

¥7,000,000
通常価格(税抜)

¥6,000,000※1

キャンペーン価格(税抜)

DIGEST Spot Video Option ブランドリフトサーベイ
オプション

※1 ブランドリフトサーベイ料金はネット価格となりますのでご注意ください。

※画面はイメージとなります。広告仕様が変更となる可能性がございます。



ブランドリフトサーベイオプションとは
© LINE Corporation

※ ページデザインおよびメニュー概要を予告なく変更する場合がございます。

詳しくは担当営業にお問い合わせください。
2

広告メニュー

DIGEST Spot LINEリサーチ

1. DIGEST Spot配信 2. 広告記事に接触 3. 調査対象者を抽出 4. 調査実施 5. 調査結果を分析・報告

DIGEST Spot ブランドリフトサーベイ オプションの誘導と掲載

「DIGEST Spot」配信後、記事への接触ログと業界最大級のリサーチプラットフォームである「LINEリサーチ」を利用して、訴

求商材に対するユーザーのブランドリフト調査を実施することができるオプションメニューです。



報告書(数値サマリ付き)

分析軸：広告接触別/性年代別

• DIGEST Spotの実施が必須となります。

• リサーチの質問内容に関する審査がございます。

• 回収サンプル数によっては、性年代別の結果をお出しできない場合がありま
す。

• 調査対象の性年代は、記事の内容や訴求商材に連動して変更する場合があり
ます。

• サンプルは性年代別に均等回収し、構成比が実態に沿うようウェイトバック
集計を実施します。

• クロス集計表・ローデータ・ログデータ・個別識別子は納品物に含まれてお
りません。

納品物

手法

2,000サンプル

（基本割付：記事接触者1,500サンプル、記事非接触者500サンプル）

サンプル数/

割付・補正

DIGEST Spotの配信後、25営業日後を目処にご納品報告書納品日

5問（認知/好意/利用意向/広告認知+選択設問）設問数

備考

LINEからのプッシュ通知によるスマートフォンアンケート

想定
サンプル数

男性
10代

男性
20代

男性
30代

男性
40代

男性
50代

女性
10代

女性
20代

女性
30代

女性
40代

女性
50代

記事接触者 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

記事非接触者 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

© LINE Corporation
ブランドリフトサーベイオプションとは 広告メニュー
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調査対象 全国15-59歳の男女

※ ページデザインおよびメニュー概要を予告なく変更する場合がございます。

詳しくは担当営業にお問い合わせください。

メニュー概要

広告接触者 広告非接触者

接触ログ利用

¥1,000,000 (ネット金額税抜)

ブランドリフトサーベイオプション通常価格



© LINE Corporation
ブランドリフトサーベイオプションとは 広告メニュー
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サマリ

ブランドリフトの数値サマリをレポートします。

広告接触者における広告認知率

クリエイティブがどの程度記憶に残ったかを把握します。

広告接触によるブランドリフト

広告接触者と非接触者の比較から、接触者の認知度や好意度・利用意向のリフト値、態度変容を明らかにします。

ブランドリフトサーベイ 報告書イメージ

DIGEST Spotの配信後、25営業日後を目処に、経験豊富なリサーチャーが作成した報告書を納品します。



© LINE Corporation
ブランドリフトサーベイオプションとは 広告メニュー
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ブランドリフトサーベイ オプション 紹介記事のご案内

LINEが提供する法人向けサービスについて掲載している公式サイト「LINE for Business」では、ブランドリフトサーベイ オプ

ションについてご紹介する記事を公開しています。

LINE for Business

ユーザーとの末永い関係を育む LINE NEWS DIGEST Spotの新メニュー

「ブランドリフトサーベイオプション」とは

記事URL：https://www.linebiz.com/jp/column/service-information/20200914/

当該記事は下記のQRコードからもご覧いただけます。

https://www.linebiz.com/jp/column/service-information/20200914/


広告メニュー
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キャンペーン詳細

キャンペーン適用条件

キャンペーン適用期間

• 2021年4月～2021年6月30日の期間中に、平日掲

載開始分(土日祝日枠を除く)の案件でご発注いた

だいた場合のみキャンペーン対象となります。

キャンペーン対象社様

• ご発注順で先着3社様のみ限定のキャンペーンと

なります。

• キャンペーンは1社様につき1回のみの適用とな

ります。

補足事項

• 別途、企業／商材可否審査・制作可否審査が必須

となります。

• ページデザインおよびメニュー概要を予告なく変

更する場合がございます。詳しくは担当営業にお

問い合わせください。

• 媒体資料対象期間中に、LINE広告(旧LINE Ads 

Platform)の掲載がスタートする可能性があります。
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お申し込み依頼ML：sales_media_order@linecorp.com

メール件名：【お申し込み】 LINE NEWS DIGEST Spot・Video
Option/ 広告主様名 （商材名） / 代理店様名

メール本文：
==============================
広告主名(正式社名)：
代理店名：
商材正式名称：
訴求内容：
広告主コーポレートサイトURL：
商材公式サイトURL：
---------------------------------------------------
メニュー名： LINE NEWS DIGEST Spot
掲載日：
プラン名：昼刊 or 夕刊
配信価格(グロス)： 4,000,000円(税抜)
配信価格(ネット)：
ブランドリフトサーベイ（選択）：有
---------------------------------------------------
メニュー名： LINE NEWS DIGEST Spot Video Option
掲載日：
配信価格(グロス)： 1,000,000円(税抜)
配信価格(ネット)：
==============================

▼お申し込み依頼フォーマット(DIGEST Spot・Video Option)

お申し込み依頼ML：sales_media_order@linecorp.com

メール件名：【Surveyお申し込み】 LINE NEWS DIGEST Spot / 広告主様名
（商材名） / 代理店様名

メール本文：
==============================
メニュー名： ブランドリフトサーベイ
広告主名(正式社名)：
代理店名：
商材正式名称：
訴求内容：
広告主コーポレートサイトURL：
商材公式サイトURL：
DIGEST Spot掲載日：
プラン名：昼刊 or 夕刊
配信価格(ネット)： 1,000,000円(税抜)
レポート納品日 ※1：
==============================

※1：DIGEST Spot掲載日から25営業日後の日付をご記入ください。

お申し込み依頼フォーマット
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▼お申し込み依頼フォーマット (ブランドリフトサーベイ )

必要項目をご記載のうえ、お申し込みいただけます。商材名や商材公式URLは正確な情報をご記載ください。

また、DIGEST Spot・Video Optionとブランドリフトサーベイのご発注は、メールをわけていただけますようお願いいたします。

広告メニュー

お申し込み依頼フォーマット

mailto:sales_media_order@linecorp.com
mailto:sales_media_order@linecorp.com


広告メニュー

DIGEST Spot記事下に動画を挿入できるオプションメニューです。

関連動画を掲載することで、記事内テキストの情報補完やブランドリフトなど、幅広い訴求にご活用いただけます。
※画面はイメージとなります。広告仕様が変更となる可能性がございます。

DIGEST Spot Video Optionの誘導と掲載

DIGEST Spot 掲載動画

リ
ッ
チ
メ
ッ
セ
ー
ジ

ご
指
定
サ
イ
ト
へ
遷
移

※昼刊もしくは夕刊の指定が可能

昼 刊 12時 頃 /夕刊20時頃

LINE公式アカウント

リッチメッセージ

左上の画像枠もしくは右下の

テキスト枠のいずれかをご指

定いただけます。

1枠/日※

Appendix： DIGEST Spot Video Optionとは
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ユーザーの設定で許可している場合には、自動再生され
ます。※一部端末で挙動が異なる場合もございます。

また、動画内の再生マークをタップした場合も再生され
ます。

© LINE Corporation



広告メニュー

※想定再生数：20～40万回

1本/1記事

掲載開始日より10営業日以内

※掲載日より7日分を集計いたします

DIGEST Spotの実施が必須となります。

その他の内容はDIGEST Spotに準拠いたします。

枠数

保証形式

DIGEST Spot 記事内 下部

※遷移先URLは動画の下に掲載されます
掲載面

動画再生数、動画再生完了数レポート項目

動画掲載内容

レポート提出日

備考

掲載保証

メニュー概要

※ ページデザインおよびメニュー概要を予告なく変更する場合がございます。

詳しくは担当営業にお問い合わせください。

※ 媒体資料対象期間中に、LINE広告（旧LINE Ads Platform）の掲載がスタートする可能性があります。
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Appendix： DIGEST Spot Video Optionとは
© LINE Corporation

動画オプション通常価格

¥1,100,000 （税込）


