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こくちーず・こくちーずプロについて

Copyright©	2017	LIVEOUT,	Inc.	All	Rights	Reserved. 2

http://www.kokuchpro.com

こくちーずプロは2015年4⽉に、こくちーず
のバージョンアップ版として提供開始した無
料サービスです。（会員登録あり）
事前決済やキャンセル待ちの受付、出⽋管理
などイベントの集客に必要な機能を備えた
サービスとして多くの主催者の⽅に利⽤され
ています。

こくちーずは、2009年4⽉にスタートしたイ
ベント・セミナーの集客⽀援サービスです。
メールアドレスさえあれば、誰でも簡単にイ
ベントの参加者を募集できる無料サービスと
して多くのセミナーや勉強会などに利⽤され
ています。

http://kokucheese.com



こくちーず・こくちーずプロの魅⼒

1. ８年間の運⽤実績があるので、安⼼してご利⽤
いただいています。

2. イベント集客の⽼舗サービスとして「こくちー
ず」というサービス名が広く認知されています。

3. 教育、ビジネス、福祉、スポーツ、⼈脈、マー
ケティングなど幅広いジャンルのイベントで利
⽤されています。
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イベント登録総数 60万件
※2017年5⽉時点のこくちーずとこくちーずプロの総数



媒体データ
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⽉間PV

こくちーず

103万
⽉間UU

30万
PC／モバイル⽐率

42% / 57%

⽉間PV

こくちーずプロ

93万
⽉間UU

23万
PC／モバイル⽐率

42% / 57%

2017年4⽉時点

会員数

9万⼈※会員登録不要



ユーザー属性
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東京都

大阪府
神奈川県

愛知県
兵庫県

福岡県

埼玉県

北海道

京都府

その他

都道府県

0% 10% 20% 30% 40% 

55以上

45-54 

35-44 

25-34 

18-24 

年齢構成

※Google Analytics の集計結果

2017年4⽉時点

男⼥⽐

41% 59%



流⼊経路
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地域ワードの強い！
周辺のセミナーを探している⼈
にアプローチできている

検索エンジンからの流⼊が全体の45%

2017年4⽉時点

検索に強い！

「セミナー ⼤阪」
＝ Google/Yahoo! 3位

「京都 セミナー」
＝ Google/Yahoo! 1位

「仙台 セミナー」
＝ Google/Yahoo! 1位

「セミナー 福岡」
＝ Google/Yahoo! 2位

特定ジャンルのセミナーを探し
ている⼈にもアプローチできて
いる

「異業種交流会 ⼤阪」
＝ Google/Yahoo! 1位

「美容 セミナー」
＝ Google/Yahoo! 1位

「朝活 名古屋」
＝ Google/Yahoo! 2位

「ビットコイン セミナー」
＝ Google/Yahoo! 2位

※Google Search Consoleより



イベント利⽤状況
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⽉間イベント登録数

1万件
⽉間申込数

3万2000件

2017年4⽉時点

⽉間流通チケット⾦額

1億3400万円
有料／無料イベント⽐率

40% / 60%
知的財産

法務

展示会

財務

総務

社会

クリエイティブ

技術

就職

音楽・フェス

営業

スポーツ

マーケティング

文化芸能

福祉

IT
人材教育

経営

生活

キャリア

その他

ファイナンス

学ぶ

ビジネス

人脈

ジャンル

※こくちーずとこくちーずプロの総数



バナー広告
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バナーメニュー
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メニュー名 価格(税抜) 想定imp 掲載期
間

掲載サイト 掲載面 サイズ 形式 容量

プレミアムレクタング
ルPC

¥120,000
↓

¥60,000

400,000 4週間 こくちーず
プロ

PC全ページ 300x250 JPEG
GIF
PNG

100KB
以内

プレミアムレクタング
ルスマホ

¥200,000
↓

¥100,000

400,000 4週間 こくちーず
プロ

スマホ全ペー
ジ

300x250

レクタングルPC ¥90,000
↓

¥45,000

300,000 4週間 こくちーず PC全ページ 300x250

レクタングルスマホ ¥200,000
↓

¥100,000

400,000 4週間 こくちーず スマホ全ペー
ジ

300x250

【備考】
• 掲載⾯は、原則サイト内の全ページですが、ページによっては広告を表⽰しない場合もあります。
• 1枠につき異なるURLを持つ3種類までのバナー広告をローテーション可能。
• 配信途中の原稿差し替えは原則不可。
• 想定impは掲載時期により変動します。保証値ではございません。
• 期間保証のため、ご提案前の在庫確認をお願いいたします。
• バナー画像の形式は、JPEG、GIF、PNG。アニメーションGIF対応（ループは3回まで）
• ⼊稿期⽇は、掲載開始⽇の5営業⽇前まで（掲載開始⽇を含まず）

〜 キャンペーン中のため50%OFF (2017年9⽉末掲載分まで）〜



プレミアムレクタングルPC
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AD

掲載料⾦
（税抜）

¥120,000
↓

¥60,000
掲載場所 PC全ページ／こくちーずプロ

掲載期間 4週間（期間保証）

想定imp 400,000
※掲載時期により変動します。保証値では
ありません。

想定CTR 0.10〜0.20%
※商材／サービスにより異なります

原稿サイズ 300 x 250

ファイル容量 JPEN/GIF/PNG 100KB以内
※GIFアニメ可（ループ３回まで）

掲載可能原稿 3本まで

⼊稿期⽇ 掲載開始⽇の5営業⽇前まで
※掲載開始⽇を含まず

レポート Imps数、クリック数、クリック率

※画像はイメージです。配置など⼀部変更になる可能性があります。
※掲載⾯は、原則サイト内の全ページですが、ページによっては広告
を表⽰しない場合もあります。

※期間保証のため、ご提案前の在庫確認をお願いいたします。

〜 キャンペーン中のため
50%OFF〜

(2017年9⽉末掲載分まで）

ページ右上に表⽰される視認性に優れた⼤型バナー。ブランディング効果が期待できます。



プレミアムレクタングルスマホ
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掲載料⾦
（税抜）

¥200,000
↓

¥100,000
掲載場所 スマホ全ページ／こくちーずプロ

掲載期間 4週間（期間保証）

想定imp 400,000
※掲載時期により変動します。保証値では
ありません。

想定CTR 0.20〜0.30%
※商材／サービスにより異なります

原稿サイズ 300 x 250

ファイル容量 JPEN/GIF/PNG 100KB以内
※GIFアニメ可（ループ３回まで）

掲載可能原稿 3本まで

⼊稿期⽇ 掲載開始⽇の5営業⽇前まで
※掲載開始⽇を含まず

レポート Imps数、クリック数、クリック率

※画像はイメージです。配置など⼀部変更になる可能性があります。
※掲載⾯は、原則サイト内の全ページですが、ページによっては広告
を表⽰しない場合もあります。

※期間保証のため、ご提案前の在庫確認をお願いいたします。

AD

〜 キャンペーン中のため
50%OFF〜

(2017年9⽉末掲載分まで）

記事下に表⽰されるクリック率の⾼いレクタングル広告。⾃然な導線上でアピールできます。



レクタングルPC
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掲載料⾦
（税抜）

¥90,000
↓

¥45,000
掲載場所 PC全ページ／こくちーず

掲載期間 4週間（期間保証）

想定imp 300,000
※掲載時期により変動します。保証値では
ありません。

想定CTR 0.10〜0.20%
※商材／サービスにより異なります

原稿サイズ 300 x 250

ファイル容量 JPEN/GIF/PNG 100KB以内
※GIFアニメ可（ループ３回まで）

掲載可能原稿 3本まで

⼊稿期⽇ 掲載開始⽇の5営業⽇前まで
※掲載開始⽇を含まず

レポート Imps数、クリック数、クリック率

※画像はイメージです。配置など⼀部変更になる可能性があります。
※掲載⾯は、原則サイト内の全ページですが、ページによっては広告
を表⽰しない場合もあります。

※期間保証のため、ご提案前の在庫確認をお願いいたします。

〜 キャンペーン中のため
50%OFF〜

(2017年9⽉末掲載分まで）

ページ右上に表⽰される視認性に優れた⼤型バナー。ブランディング効果が期待できます。

AD



レクタングルスマホ
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掲載料⾦
（税抜）

¥200,000
↓

¥100,000
掲載場所 スマホ全ページ／こくちーず

掲載期間 4週間（期間保証）

想定imp 400,000
※掲載時期により変動します。保証値では
ありません。

想定CTR 0.20〜0.30%
※商材／サービスにより異なります

原稿サイズ 300 x 250

ファイル容量 JPEN/GIF/PNG 100KB以内
※GIFアニメ可（ループ３回まで）

掲載可能原稿 3本まで

⼊稿期⽇ 掲載開始⽇の5営業⽇前まで
※掲載開始⽇を含まず

レポート Imps数、クリック数、クリック率

※画像はイメージです。配置など⼀部変更になる可能性があります。
※掲載⾯は、原則サイト内の全ページですが、ページによっては広告
を表⽰しない場合もあります。

※期間保証のため、ご提案前の在庫確認をお願いいたします。

〜 キャンペーン中のため
50%OFF〜

(2017年9⽉末掲載分まで）

記事下に表⽰されるクリック率の⾼いレクタングル広告。⾃然な導線上でアピールできます。

AD



広告掲載に関する注意事項
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掲載までの流れ
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掲載可否・在庫確認
お⾒積

仮押さえ

お申込み

⼊稿

掲載

掲載報告書
（レポート）

掲載可否および在庫確認をご希望の場合は、必ずP16に記載の共通フォーマッ
トをご利⽤の上、sales@kokuchpro.com へご連絡ください。
※掲載可否については最⼤5営業⽇ほどお時間を頂戴いたします。

仮押さえをご希望の場合は、P16のフォーマットをご利⽤の上、
sales@kokuchpro.com 宛に申請をお願いいたします。
仮押さえ期限は、原則5営業⽇です。5営業⽇以内にご連絡がない場合には⾃動
的に仮押さえを開放いたします。

お申込み規定をご確認後に、P17のフォーマットの申込みメールを
sales@kokuchpro.com までお送りください。
※申込後のキャンセルには、規定のキャンセル料⾦が発⽣しますのでご注意く
ださい。

掲載開始⽇の5営業⽇前PM5:00までに、⼊稿規定をご確認の上、P18のフォー
マットにて掲載可能なクリエイティブとリンク先URLを
nyukou@kokuchpro.com 宛にご⼊稿ください。

バナー広告の掲載開始は、毎週⽉曜⽇AM10:00となります。
※⽉曜⽇が祝⽇の場合も同様
掲載途中のクリエイティブ変更は不可となりますので、ご了承ください。

掲載報告書のレポートは、掲載終了（⽉曜⽇AM10:00）の翌⽇より10営業⽇以
内に提出します。



掲載可否／在庫確認／仮押さえ規定
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件名

検掲載可否／在庫確認／仮押さえのご連絡は、sales@kokuchpro.com 宛にお願い致します。

2017年4⽉時点

【掲載可否／在庫確認／仮押さえ】広告主名：メニュー
名：掲載期間

本⽂

下記の件について、掲載可否／在庫確認／仮押さえを依
頼します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■基本情報
代理店名： （正式名称）
広告主名： （正式名称）
企業URL： （URL)
案件名： （キャンペーン・商材名）

■メニュー
メニュー名： （XXXXXX）
掲載期間： （2017/XX/XX〜2017/XX/XX）
リンク先URL： （URL）
備考：

■御社ご連絡先
株式会社XXX
担当：△△部 ｘｘｘ
TEL：03-0000-1111 FAX：03-2222-3333
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■掲載可否確認について
• お申込みの前に、必ず該当商品やサービスの広告掲載が可能可の

確認をお願い致します。
• 掲載の可否回答は、「可」「不可」のみでお答えしております。

掲載不可理由の詳細や修正箇所をお伝えすることはできかねます。
• リンク先が確定していない状態でお申込みを受け付けた場合は、

リンク先のアップ後に再度掲載可否を取らさせていただきます。
その際に、リンク不可の判断が出た場合は修正をお願いしており
ます。

■在庫確認について
• 広告枠の在庫状況は、随時変化します。最新の在庫状況について

随時お問い合わせください。

■仮押さえ規定
• 掲載開始⽇の前⽇から起算して、60⽇以前の枠を仮押さえするこ

とが可能です。
• 仮押さえのご連絡を頂いた⽇から起算して5営業⽇の仮押さえをい

たします。その間にご連絡がない場合は、⾃動的に仮押さえを開
放します。

• 仮押さえ解放後の再仮押さえは、開放⽇翌⽇から2営業⽇をあけて
3営業⽇⽬から可能となります。

• 仮押さえの有効期限の延⻑は、致しかねます。



お申込み規定
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件名

お申込みについては、sales@kokuchpro.com 宛にお願い致します。

2017年4⽉時点

【申込】広告主名：メニュー名：掲載期間

本⽂

下記について、申込を依頼します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■基本情報
代理店名： （正式名称）
広告主名： （正式名称）
企業URL： （URL)
案件名： （キャンペーン・商材名）
申込⾦額合計： （¥320,000）

■内訳
メニュー名： （XXXXXX）
掲載期間： （2017/XX/XX〜2017/XX/XX）
リンク先URL： （URL）
申込⾦額： （¥200,000）
備考：

■御社ご連絡先
株式会社XXX
担当：△△部 ｘｘｘ
TEL：03-0000-1111 FAX：03-2222-3333
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■お申込み規定
• お申込みメールを頂いた後、受領メールを送信いたします。
• お申込みメールの受領をもって正式な発注となります。
• 申込後のキャンセルには、規定のキャンセル料⾦が発⽣しますの

でご注意ください。
• 各メニューの⾦額について、内訳もご記⼊ください。
• バナー広告は、原則として完全原稿での⼊稿とさせて頂きます。



⼊稿規定
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件名

掲載可能なクリエイティブとリンク先URLを、nyukou@kokuchpro.com 宛にお願い致します。

2017年4⽉時点

【⼊稿】広告主名：メニュー名：掲載期間

本⽂

下記について、⼊稿を依頼します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■基本情報
代理店名： （正式名称）
広告主名： （正式名称）
企業URL： （URL)
案件名： （キャンペーン・商材名）

■⼊稿内容
メニュー名： （XXXXXX）
掲載期間： （2017/XX/XX〜2017/XX/XX）
⼊稿素材名： （添付ファイル名）
リンク先URL： （URL）
備考：

■御社ご連絡先
株式会社XXX
担当：△△部 ｘｘｘ
TEL：03-0000-1111 FAX：03-2222-3333
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■⼊稿規定
• ⼊稿が遅れる場合は、掲載開始⽇が遅延いたしますので、予めご

了承ください。（掲載⽇が遅延した場合において、掲載料の払い
戻しや掲載終了にの変更は致しかねます）

• ⼊稿素材名（添付ファイル名）は、他案件と区別できるように分
かりやすい名称でお願い致します。

• リンク先URLの全⾓⽂字は不可となります。

■再⼊稿
• 修正後に再⼊稿される場合は、訂正内容を備考欄に明記してくだ

さい。指⽰以外の箇所を修正した祭にも必ず明記してください。
• 再⼊稿の際は、⼊稿時と同様のフォーマットで記⼊してください。



注意事項・免責事項
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■広告の掲載環境
閲覧に⽤いる端末や、ユーザーのブラウザ設定、ファイアーウォール、セキュリティ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、または正しく表⽰されない可能性があることをご了承ください。
【サポート環境】※下記の環境での表⽰を保証するものではありません。
JavaScript: ON、Cookie: ON、SSL: 有効
PC推奨ブラウザ: Internet Explorer 11.xx 、Firefox最新版、Safari最新版、Chrome最新版、Microsoft Edge最新版
スマホ推奨環境: iOS9以降、Android 4.1以降

■サービスの中断、中⽌等の免責事項
以下の理由により、本サービスの運営が適正に⾏われないことでクライアントに損害が⽣じた場合、弊社は⼀切責任を負わず免
責されるものといたします。
• 弊社原因によらない停電、天災等の不可抗⼒
• 通信各社、プロバイダー各社、データセンター各社、サーバー会社各社の都合
• その他、緊急にやむを得ない場合

■掲載調整時間
掲載開始⽇の正午までは掲載調整時間となります。調整時間内の不具合については責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

■キャンセルについて
広告枠のお申込後のキャンセル料⾦は下記の通りです。
• 掲載開始⽇の15⽇以前のキャンセルは、50%
• 掲載開始⽇の14⽇前から掲載終了⽇までのキャンセルは、100%



掲載基準・お申込みについて
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お申込みにあたり、「こくちーず・こくちーずプロ広告サービス利⽤規約」に同意するものとします。
http://www.kokuchpro.com/pages/ad/

■掲載基準
掲載にあたり弊社で事前に掲載可否審査をさせていただきます。
弊社基準に満たない場合には、掲載をお断りすることもございます。
詳細は、 http://www.kokuchpro.com/pages/ad/ を参照ください。

■出稿ガイドライン
会社概要、お問い合わせ先、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記など必要事項の記述がないなど情報不備がある
サイトは、ユーザー保護の理由により掲載をお断りいたします。
掲載期間中にお申込内容とサイト・広告内容に相違があった場合、掲載を途中で打ち切る場合があります。
詳細は、 http://www.kokuchpro.com/pages/ad/ を参照ください。

■⼊稿について
⼊稿締切⽇前のE-mailによる⼊稿となります。
原稿内容の確認・変更のお願いをさせていただく場合があります。



お問い合わせ先

広告に関するお問い合わせは、下記窓⼝宛にお願いいたします。

株式会社ライブアウト
こくちーずプロ広告サービス担当
Mail: sales@kokuchpro.com
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