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海外ドラマNAVI とは？

サービス概要

©WOWOW INC.

海外ドラマファンが集う
ニュース&コミュニティーポータルサイト

・海外ドラマのトレンドを把握したい！

・気になるドラマの今後の情報が知りたい！

・ハマれる海外ドラマに出会いたい！

などのユーザーの皆さまのニーズにこたえるべく
日々ニュースをお届けしています。



海外ドラマNAVI

©WOWOW INC.

メディア概要
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海外ドラマNAVI メディア規模

サービス概要

©WOWOW INC.

2019年1月よりリニューアルを重ね、PV、UUが順調に増加
これからも引き続き成長をつづけていきます

月間PV数 月間ユーザー数 Twitterフォロワー数

400万 100万 4万

（ユーザー）（PV）

※2020.04 Google analyticsの実績
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海外ドラマNAVIのリーチ力

サービス概要

©WOWOW INC.

毎月多くのユーザーに海外ドラマニュースをお届けしています
掲載された記事は外部の配信先メディアやポータルサイトへも配信、幅広い読者層へ拡散されます

キュレーションメディア ポータルメディア

ソーシャルメディア

プッシュ
通知
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海外ドラマNAVI ユーザープロフィール

サービス概要

©WOWOW INC.

興味
関心

約8割が25歳以上の大人嗜好で、首都圏や関西圏など流行を先取りできる地域にて主に利用されています
海外ドラマ、映画などエンタメのほか、コスメやファッションに興味のあるユーザーが多い傾向です

海外エンタメ関連のほか、音楽やコスメ、
ファッションなどに興味があるユーザーが多い

利用者年代

35-44 25-34 45-54 55-64 18-24 65+

35-44

25-34

性別比

female male

女性男性

利用
地域

首都圏、関西地域に
ユーザーが密集

首都圏
50%

関西
30%

20%80%

デバイス

45-54

※2020.04-06 Google analyticsの実績
※2020.06 popIn Discoveryの実績
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相対値 基準値

（%）



海外ドラマNAVI

©WOWOW INC.

掲載コンテンツのご紹介



8

掲載コンテンツ ー 即時性・専門性の高いニュース、動画

サービス概要

©WOWOW INC.

国内外のエンタメ情報や海外事情に詳しい編集部員により、読み応えのある記事をご提供
情報への信頼度、わかりやすさに評価をいただいています

ニュース

放送・配信などの最新情報のほか
おすすめ作品情報など

幅広いコンテンツを網羅的に掲載

コラム 動画

ドラマ・映画界で活躍する俳優
スタッフなどにインタビューしたり
イベントレポートや現地情報も掲載

注目作品のメイキングや
インタビュー映像のほか

1話限定配信も実施
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掲載コンテンツ ー 作品データベース

サービス概要

©WOWOW INC.

名作～話題作まで、海外ドラマの作品情報を網羅的に掲載しています
また視聴したドラマを記録できるサービスも提供しております

作品データ・レビュー

作品・シーズン情報を各ジャンル網羅的に掲載
シーズンごとにエピソード情報も載せています



海外ドラマNAVI

©WOWOW INC.

広告メニューのご紹介
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広告メニュー一覧

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

各メニューとの併用や、直前のお申込みによる割引価格でのご提供も可能です。

広告種別 メニュー 保証タイプ 申込単位/Imp単価 金額（税別）

ディスプレイ広告

PCヘッダー 期間 2週間/- 200,000円

PCレクタングル imp 200,000 imp/＠1円 200,000円

PC記事ヘッダー imp 200,000 imp/＠1円 200,000円

SPヘッダー 期間 2週間/- 350,000円

SPレクタングル 期間 2週間/- 300,000円

SP記事ヘッダー imp 300,000 imp/＠1円 300,000円

広告種別 メニュー 保証タイプ 想定PV数 金額（税別）

コンテンツ制作

スポンサードポスト - 3,000PV/月 300,000円

オンライン試写会 - 10,000PV/月 1,000,000円
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コンテンツ制作｜スポンサードポスト（タイアップ記事ページ）

海外ドラマNAVIにおけるタイアップ記事広告

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

ご提供いただく素材をもとに、海外ドラマNAVI編集部が独自の目線で記事を作成・編集。TOPページ
上部のスライダー、記事ページ下の「今あなたにおすすめ」に導線を設ける他、SNSへの投稿・プッ
シュ通知配信を利用し拡散を実施いたします。 ※ページにはPR表記が付きます。

掲載料金
(グロス)

300,000円（税別）
※制作費込み

想定PV 3,000 PV/月

誘導期間 1週間

掲載期間 無期限or任意

公開日時 任意

お申込期限 20営業日前まで

記事制作 1記事分（ライティングのみ）の制作費込み

※取材、撮影は含まれません

誘導枠 ・TOPページのスライダー
・記事下「今あなたにおすすめ」など

備考

・画像素材は複数点御支給ください
・素材はデジタルデータにて御支給ください
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

TOPページ 記事ページ

プッシュ
通知

SNS拡散
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コンテンツ制作｜オンライン試写会

海外ドラマNAVIにおけるオンライン試写会

広告メニューのご紹介

ご提供いただく素材をもとに、海外ドラマNAVIサイト上にてオンライン上で試写会ページを作成・公
開。紹介記事の掲載、サイト内導線設置のほか、SNSへの投稿・プッシュ通知配信を利用し拡散を実施
いたします。 ※ページにはPR表記が付きます。

掲載料金
(グロス)

1,000,000円（税別）

想定PV 10,000 PV/月

誘導期間 1週間

掲載期間 無期限

公開日時 任意

お申込期限 20営業日前まで

メニュー内容
・動画配信ページ制作

・1記事ライティング制作

・誘導枠の設置、SNS投稿による拡散

誘導枠 ・TOPページのスライダー
・記事下「今あなたにおすすめ」など

備考

・画像素材は複数点御支給ください。
・素材はデジタルデータにて御支給ください
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

紹介記事記事 サイト内導線

プッシュ
通知

SNS拡散

©WOWOW INC.
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ディスプレイ広告｜PC ヘッダーバナー

TOPページ ヘッダー

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

海外ドラマNAVI PCページのサイトTOP、各カテゴリTOP上部に掲載。

掲載料金(グロス) 200,000円（税別）

掲載場所 TOP / カテゴリTOP ページ

保証タイプ 期間保証

お申込単位 2週間～
（想定22,500 Imp/週）

追加単位 1週間
100,000円（税別）

お申込期限 10営業日前まで

入稿期限 5営業日前まで

入稿形式 JPEG / PNG、アニメーション可（HTML)
横幅970px × 高さ250px

備考
・クリエイティブ制作を含む場合は別途費用
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

広告枠
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ディスプレイ広告｜PC レクタングルバナー

PC レクタングル

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

海外ドラマNAVI PCページのサイトTOP、各カテゴリTOP、記事ページに掲載

掲載料金(グロス)
200,000円（税別）～

（impression単価＠1円）

掲載場所
TOP / カテゴリTOP /

記事ページ

保証タイプ Imp保証

お申込単位 200,000 Imp～
（想定400,000 Imp/週）

追加単位 100,000 Imp
100,000円（税別）

お申込期限 10営業日前まで

入稿期限 5営業日前まで

入稿形式
JPEG / PNG、アニメーション可（HTML)

横幅300px × 高さ250px / 横幅336px × 高さ
280px

備考
・クリエイティブ制作を含む場合は別途費用
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

広告
枠
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ディスプレイ広告｜PC 記事ヘッダーバナー

PC 記事ヘッダーバナー

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

記事ページ上部に掲載

掲載料金(グロス)
200,000円（税別）～

（impression単価＠1円）

掲載場所 記事 ページ

保証タイプ Imp保証

お申込単位 200,000 Imp～
（想定350,000 Imp/週）

追加単位 100,000 Imp
100,000円（税別）

お申込期限 10営業日前まで

入稿期限 5営業日前まで

入稿形式 JPEG / PNG、アニメーション可（HTML）
横幅970px × 高さ250px

備考
・クリエイティブ制作を含む場合は別途費用
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

広告枠
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ディスプレイ広告｜SP ヘッダーバナー

SP ヘッダーバナー

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

海外ドラマNAVI SPページのサイトTOP、各カテゴリTOPの上部に掲載

掲載料金(グロス) 350,000円（税別）

掲載場所 TOP / カテゴリTOP ページ

保証タイプ 期間保証

お申込単位 2週間～
（想定40,000 Imp/週）

追加単位 1週間
175,000円（税別）

お申込期限 10営業日前まで

入稿期限 5営業日前まで

入稿形式
JPEG / PNG、アニメーション可（HTML）

横幅320px × 高さ180px / 横幅300px × 高さ
250px

備考
・クリエイティブ制作を含む場合は別途費用
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

広告枠
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ディスプレイ広告｜SP レクタングルバナー

SP レクタングルバナー

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

海外ドラマNAVI SPページのサイトTOP、カテゴリTOPページに掲載

掲載料金(グロス) 300,000円（税別）

掲載場所 TOP / カテゴリTOP ページ

保証タイプ 期間保証

お申込単位 2週間～
（想定40,000 Imp/週）

追加単位 1週間
150,000円（税別）

お申込期限 10営業日前まで

入稿期限 5営業日前まで

入稿形式
JPEG / PNG、アニメーション可（HTML）

横幅300px × 高さ250px / 横幅336px × 高さ
280px

備考
・クリエイティブ制作を含む場合は別途費用
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

広告枠
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ディスプレイ広告｜SP 記事ヘッダーバナー

SP 記事ヘッダーバナー

広告メニューのご紹介

©WOWOW INC.

海外ドラマNAVI SPページの記事ページ上部に掲載

掲載料金(グロス)
300,000円（税別）～

（impression単価＠1円）

掲載場所 記事 ページ

保証タイプ Imp保証

お申込単位 300,000 Imp～
（想定400,000 Imp/週）

追加単位 100,000 Imp
100,000円（税別）

お申込期限 10営業日前まで

入稿期限 5営業日前まで

入稿形式
JPEG / PNG、アニメーション可（HTML）

横幅320px × 高さ180px / 横幅300px × 高さ
250px

備考
・クリエイティブ制作を含む場合は別途費用
・掲載開始・終了時間は営業時間10時～18時
・掲載開始・終了は時間帯単位でご指定可能

広告枠
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広告掲載の流れ｜スポンサードポスト（タイアップ記事ページ）

広告掲載について

©WOWOW INC.

広告注文書をご提出いただいた後、最短28営業日で掲載開始可能です。
上記期間内で、記事アウトライン・校正のご確認をお願いしております。

※メールにて広告掲載概要をいただいた後、ご注文書のお送り・ご返送をもってご注文確定とさせてい
ただきます。
※仮押さえ期限はご連絡後5営業日とさせていただきます。

広告主様 お問い合わせ お申込書ご返送 素材ご提供
情報・画像・URL等

原稿ご確認 ご確認

海外ドラマ
NAVI

在庫状況確認 お申込書ご送付 原稿制作
原稿入稿
掲載準備

掲載開始 レポート送付

お申し込み
制作・入稿

（約28営業日）
掲載
開始

掲載
終了
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広告掲載の流れ｜バナー掲載

広告掲載について

©WOWOW INC.

広告原稿をご用意いただく場合には、お申込み確定後通常10営業日で掲載開始可能です。また、最短
10営業日でクリエイティブの制作が可能です。

※メールにて広告掲載概要をいただいた後、ご注文書のお送り・ご返送をもってご注文確定とさせてい
ただきます。
※仮押さえ期限はご連絡後5営業日とさせていただきます。

制
作
依
頼
無
し

広告主様 お問い合わせ お申込書ご返送 ご入稿 ご確認

海外ドラマ
NAVI

在庫状況確認 お申込書ご送付 掲載準備 掲載開始 レポート送付

制
作
依
頼
有
り

広告主様 お問い合わせ お申込書ご返送 素材提供
画像・URL等

クリエイティブ
ご確認

ご確認

海外ドラマ
NAVI

在庫状況確認 お申込書ご送付
クリエイティブ

制作
入稿

掲載準備
掲載開始 レポート送付

お申し込み
制作・入稿

（約10～20営業日）
掲載
開始

掲載
終了



広告掲載基準

広告掲載について

©WOWOW INC.

・掲載広告及び広告のリンク先の表現・コン テンツが以下の掲載基準に該当する、又は該当するおそれがあると判断し
た場合、並びに不適当と判断した場合は、広告の掲載をお断りします。また、掲載された広告及び当該広告のリンク先の
表現・コンテンツがお申し込みいただいた内容と異なる場合及び以下の掲載基準に該当することが判明した場合は、掲載
を中止させていた だく場合があります。
・停電、災害等の不可抗力、システムメンテナンスによる広告掲載・配信が開始されない可能性がありますが、24時間
以内に復旧した場合は免責とさせていただきます。
・掲載開始・終了は時間帯単位にてご指定いただけます。

1. 法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反する商品・サービス、またはその恐れがあるもの。

2. 許可・認可を要する業種で許可・認可のない広告主によるもの。

3. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの。

4. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生省が承認する範囲を逸脱するもの。

5. テロ・暴力・賭博・麻薬・売春等の行為を肯定又は美化するもの、又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの。

6. わいせつ性が高く、露出度の高い写真・イラスト・コピー、幼児虐待にあたる情報が含まれているもの。

7. 醜悪・残虐で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの。

8. 商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの。

9. 名誉毀損、信用毀損、個人情報の漏えい、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害となるおそれのあるもの。

10. 非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの。

11. 無限連鎖講（ねずみ講）の開設、勧誘、詐欺的又は健全性を欠いた経済行為に係わるもの。

12. 宗教団体の勧誘又は布教活動に係わるもの。

13. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの。

14. 有害なコンピュータプログラムが機能し、またはその流通を助長するおそれのあるもの。

15. 取得する個人情報の利用目的が明記されていない、また記載通りの運用がなされていないサイトの広告。

16. 当社のサービスと競合性が高い事業や企業の広告。

17. インターネットを悪用した違法な代行業・ノミ行為など反社会的な行為に通ずるもの。

18. 買い目を販売している予想業種。

19. その他、当社が不適切と判断した商品・サービス



広告掲載・料金、タイアップ企画等につきましての
ご質問ご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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お申し込み・お問い合わせ

広告掲載について

©WOWOW INC.

株式会社WOWOW
デジタル推進部

海外ドラマNAVI 広告担当

電 話：03-4330-8122
メール：dm.products@wowow.co.jp


