
楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介

楽天カードは、業界楽天カードは、業界楽天カードは、業界楽天カードは、業界トップクラストップクラストップクラストップクラスのののの
『『『『会員の会員の会員の会員の伸び率伸び率伸び率伸び率』』』』とととと『『『『高い稼働率高い稼働率高い稼働率高い稼働率』』』』が特徴ですが特徴ですが特徴ですが特徴です。。。。

楽天カードは、業界楽天カードは、業界楽天カードは、業界楽天カードは、業界トップクラストップクラストップクラストップクラスのののの
『『『『会員の会員の会員の会員の伸び率伸び率伸び率伸び率』』』』とととと『『『『高い稼働率高い稼働率高い稼働率高い稼働率』』』』が特徴ですが特徴ですが特徴ですが特徴です。。。。

（出所）

楽天カード・・・当社調べ

A社～E社・・・2013年度版 矢野経済研究所の資料を基に楽天カードにて推計

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード

楽天楽天楽天楽天カードニュース購読者数カードニュース購読者数カードニュース購読者数カードニュース購読者数遷移遷移遷移遷移
（2014年1月現在）

� 年間年間年間年間20202020％超％超％超％超の増加率の増加率の増加率の増加率
� 楽天カードは楽天カードは楽天カードは楽天カードはアクティブユーザーアクティブユーザーアクティブユーザーアクティブユーザーが多いが多いが多いが多い

カード会社別カード稼働率比較カード会社別カード稼働率比較カード会社別カード稼働率比較カード会社別カード稼働率比較

↓楽天カードを含む6社の平均



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介

楽天カードショッピング取扱高は昨年対比楽天カードショッピング取扱高は昨年対比楽天カードショッピング取扱高は昨年対比楽天カードショッピング取扱高は昨年対比+36.0％と順調に成長しています。％と順調に成長しています。％と順調に成長しています。％と順調に成長しています。
平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。

楽天カードショッピング取扱高は昨年対比楽天カードショッピング取扱高は昨年対比楽天カードショッピング取扱高は昨年対比楽天カードショッピング取扱高は昨年対比+36.0％と順調に成長しています。％と順調に成長しています。％と順調に成長しています。％と順調に成長しています。
平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。平均利用金額も業界トップクラスで、消費意欲の高い会員様が多いです。

【単位：10億円】

� 楽天カードショッピング取扱高楽天カードショッピング取扱高楽天カードショッピング取扱高楽天カードショッピング取扱高 � 2012201220122012年度年度年度年度年間平均ショッピング取扱高比較年間平均ショッピング取扱高比較年間平均ショッピング取扱高比較年間平均ショッピング取扱高比較

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード A社 B社 C社 D社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社

（出所）

2013年度版 矢野経済研究所の資料を基に楽天カードにて推計（ショッピング取扱高/有効会
員数）

（2013年1月現在）



楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。楽天カードならではの強みを生かした広告訴求が可能です。

�正確なデータベースを基にした細やかなセグメントが可能

年齢や性別などの基本属性に加え、利用金額、利用回数、利用頻度、利用業種
などの付加情報から、より細かいセグメントができるのが最大の特徴です。

�新規カード会員の増加率は国内トップクラス
新規カード加入者の増加率はカード業界の中でも国内トップクラスです。新規会員
が増え続けているので、新しい会員様にも常にアプローチすることが可能です。

�カード稼働率が高く、消費意欲の高い会員様が多い

カード稼働率が高く、アクティブユーザーが多いです。さらにポイントを貯める
モチベーションが高いので、カードの年間平均ショッピング取扱高も高い傾向に
なっています。

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介

�楽天カードは顧客満足度4年連続第1位
楽天スーパーポイントをフックに、会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、
2009年度から4年連続で顧客満足度第１位を獲得することが出来ました。

平成24年度JCSI（日本版顧客満足度指数）調査



性別
年齢

家族/居住
状況

居住
地域

会員
特性

カード利用
情報

楽天カード
データベース

既婚・未婚

子供の有無

持家（家族所有）

持家（自己所有）男性/女性

20/30/40/50/60/70代

47都道府県（市区町村）

楽天会員ランク
（ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド・

シルバー・レギュラー会員）

職業

年収

賃貸マンション・アパート

メールアドレスドメイン

利用フリークエンシー

楽天市場利用ジャンル

利用回数/金額

ネット（楽天市場）店舗、
リアル店舗

楽天カード
アプリ情報

楽天カードアプリ
ログイン情報

WEBログ
情報

楽天e-NAVI内の
アクセス情報

（デバイス：PC・SP・tablet）

楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い
より精度の高いターゲティング広告の実施が可能ですより精度の高いターゲティング広告の実施が可能ですより精度の高いターゲティング広告の実施が可能ですより精度の高いターゲティング広告の実施が可能です。。。。

楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い楽天カード会員の属性データやカード決済情報などを使い
より精度の高いターゲティング広告の実施が可能ですより精度の高いターゲティング広告の実施が可能ですより精度の高いターゲティング広告の実施が可能ですより精度の高いターゲティング広告の実施が可能です。。。。

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介

※2014年1月現在CM放映中

楽天カードは楽天カードは楽天カードは楽天カードは8秒に秒に秒に秒に1人が申し込みを人が申し込みを人が申し込みを人が申し込みをしておりしておりしておりしており
顧客満足度も高いクレジットカードです。顧客満足度も高いクレジットカードです。顧客満足度も高いクレジットカードです。顧客満足度も高いクレジットカードです。

楽天カードは楽天カードは楽天カードは楽天カードは8秒に秒に秒に秒に1人が申し込みを人が申し込みを人が申し込みを人が申し込みをしておりしておりしておりしており
顧客満足度も高いクレジットカードです。顧客満足度も高いクレジットカードです。顧客満足度も高いクレジットカードです。顧客満足度も高いクレジットカードです。

そのためポイントをフックにした広告は楽天カード会員様には効果的です。



クレジットカードの加入をする際に重視した点クレジットカードの加入をする際に重視した点クレジットカードの加入をする際に重視した点クレジットカードの加入をする際に重視した点
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32.0%

42.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

シティカード

To Me CARD

ダイナースクラブカード

Top&clubQカード

Yahooカード

みずほマイレージクラブカード

セブンカード

OMCカード

ジャックスカード

セディナカード

ビュー･スイカカード

アメリカンエキスプレスカード

MUFGカード

ANAカード

JALカード

オリコカード

ライフカード

Pontaカード

Ｔカードプラス

セゾンカード

イオンカード

三井住友VISAカード

JCBカード

楽天カード

所有しているクレジットカード会社所有しているクレジットカード会社所有しているクレジットカード会社所有しているクレジットカード会社

（出所）MMD研究所 2012年12月実施 クレジットカードの利用に関する実態調査

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介

クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機クレジットカードの加入動機

楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進楽天カードは会員様ニーズにマッチしたメリットを提供することで、会員様に支持されるカードに躍進



本調査では、総合満足度分布と、各サービスの満足度分布を公表
しており、｢楽天カード｣はクレジットカード部門で顧客満足度第1位
(部門指数化対象企業10社中)という高い評価をいただきました。
クレジットカード部門に至っては、本調査が開始してから4年連続で
第1位の評価をいただいております。

平成24年度JCSI（日本版顧客満足度指数）調査

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード サービス紹介サービス紹介サービス紹介サービス紹介

楽天カードは顧客満足度楽天カードは顧客満足度楽天カードは顧客満足度楽天カードは顧客満足度4年連続第年連続第年連続第年連続第1位位位位楽天カードは顧客満足度楽天カードは顧客満足度楽天カードは顧客満足度楽天カードは顧客満足度4年連続第年連続第年連続第年連続第1位位位位



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード ユーザープロフィール（ユーザープロフィール（ユーザープロフィール（ユーザープロフィール（PCPCPCPC））））

●●●● 楽天楽天楽天楽天PointClubPointClubPointClubPointClub会員比率会員比率会員比率会員比率 ●●●● 未既婚未既婚未既婚未既婚

2014年1月時点

注：小数点第二位以下を四捨五入しているため、合計値と個別の値が一致しないことがあります。

●●●● 性別性別性別性別

●●●● 年齢年齢年齢年齢 ●●●● 居住地域居住地域居住地域居住地域

ダイヤモンド

プラチナ

ゴールド
シルバー

レギュラー

男性

女性
既婚（子供あり）

既婚
（子供なし）

未婚



楽天カードニュース号外は最大400万通配信可能なメルマガ広告です。
詳細なデモグラフィックデータやカード利用によるセグメント配信も可能なため、
高い効果が期待できます。

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

【仕様】

件名 全角25文字以内

本文 全角38文字以内×120行(リンク先URL/お問い合わせ先含む)

入稿形式 テキスト

配信形式 HTML

リンク数 20ヶ所まで

クリックカウント すべてとる

入稿締切

5営業日前

※入稿時にすべてのリンク先がアップされている、完全原稿(文字
コードShift-JIS、txtファイル)でご入稿ください。

備考

・件名文頭・文末へのスペース記載は禁止です。

・詳細規定に関しては、巻末の「メール広告について（楽天グルー
プ）」をご参照下さい。

レポート項目 通数 クリック数 クリック率

配信日 平日のみ（土日祝日、弊社休業日を除く）

配信数

全配信 ：4,000,000通

男性全配信：2,200,000通

女性全配信：1,800,000通

枠数 3枠

配信単価

基本セグメント：¥10/通

ポテンシャルセグメント：¥15/通

カード利用セグメント：¥15/通

最低出稿料金 ¥100,000～

備考

・セグメント表に関しては、後述のカテゴリー表にてご確認下さい。

・各セグメントの配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談
下さい。

・本データは2014年1月時点のものです。

ADADADAD
全角全角全角全角38383838文字以内文字以内文字以内文字以内××××120120120120行行行行

楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外
※※※※配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース

※デザインは変更になることがございます



楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外HTMLHTMLHTMLHTML
※※※※配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース

楽天カードニュース号外HTMLは最大400万通配信可能なメルマガ広告です。
テキストでは伝わりにくいイメージを画像を使用して伝えることができます。
詳細なデモグラフィックデータやカード利用によるセグメント配信も可能なため、
高い効果が期待できます。

【仕様】

件名 全角25文字以内

本文 横幅700×縦1,500ピクセル以内

原稿容量 1画像あたり280KB以下

入稿形式 HTML（文字コード：ISO-2022-JP）

配信形式 HTML

リンク数 20ヶ所まで

クリックカウント すべてとる

入稿締切

5営業日前

※入稿時にすべてのリンク先がアップされている、完全原稿(文字
コードShift-JIS、htmlファイル)でご入稿ください。

備考

・件名文頭・文末へのスペース記載は禁止です。

・詳細に関しては、巻末の「メール広告について（楽天グループ）」
をご参照下さい。

レポート項目 通数 クリック数 クリック率

配信日 平日のみ（土日祝日、弊社休業日を除く）

配信数

全配信 ：4,000,000通

男性全配信：2,200,000通

女性全配信：1,800,000通

枠数 3枠（楽天カードニュース号外と合わせて3枠/日まで）

配信単価

基本セグメント：¥15/通

ポテンシャルセグメント：¥20/通

カード利用セグメント：¥20/通

最低出稿料金 ¥100,000～

備考

・セグメント表に関しては、後述のカテゴリー表にてご確認下さい。

・各セグメントの配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談
下さい。

・本データは2014年1月時点のものです。

フッタフッタフッタフッタ

ADADADAD
HTMLHTMLHTMLHTML

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

※デザインは変更になることがございます



人気のメルマガ広告、楽天カードニュース号外にクリックインセンティブ機能が付きました！
ユーザーはURLをクリックすると楽天スーパーポイントが付与されるため、これまでより更に高い
効果が期待できます。もちろん、これまで通りデモグラフィックデータやカード利用履歴でセグメント
配信も可能です。

【仕様】

レポート項目 通数 クリック数 クリック率

配信日 平日のみ（土日祝日、弊社休業日を除く）

配信数 全配信：4,000,000通、男性全配信：2,200,000通、女性全配信：1,800,000通

枠数 3枠（楽天カードニュース号外と合わせて3枠/日まで）

配信単価
基本セグメント：¥12/通、

ポテンシャルセグメント：¥17/通、カード利用セグメント：¥17/通

最低出稿料金 ¥100,000～

備考

・セグメント表に関しては、後述のカテゴリー表にてご確認下さい。

・各セグメントの配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談下さい。

・本データは2014年1月時点のものです。

件名 全角20文字以内

本文 全角38文字以内×120行(リンク先URL/お問い合わせ先含む)

入稿形式 テキスト 配信形式 HTML

リンク数 20ヶ所まで クリックカウント すべてとる

ポイント獲得用
URL

任意のURL1つ指定(原稿内に関係するURL)
※本文下部に定型文、画像とともに弊社側で差し込みます。

入稿締切

7営業日前

※入稿時にすべてのリンク先がアップされている、完全原稿(文字コード
Shift-JIS、txtファイル)でご入稿ください。

備考

・件名文頭に【クリックして1ポイント】などの文言が入ります。

・件名文頭・文末へのスペース記載は禁止です。

・原稿内の弊社フッタ上部のポイント獲得用URLをクリックすることで、ポイン
トを付与いたします。ポイント付与のルールを獲得用URLの下に記載いたし
ます。付与される楽天スーパーポイントは1ポイントです。

・ポイント付与のルールは弊社にて決定させていただきます。また、ポイント
獲得用URLの有効期間は掲載内容に記載のキャンペーン期間と同様(最長
1ヶ月間)とさせていただきます。

・入稿原稿でメールのクリックインセンティブ内容に触れることは禁止とさせ
ていただきます。

・詳細規定に関しては、巻末の「メール広告について（楽天グループ）」をご
参照下さい。

ADADADAD
全角全角全角全角38383838文字以内文字以内文字以内文字以内××××120120120120行行行行

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

楽天カードニュース号外クリックインセンティブ楽天カードニュース号外クリックインセンティブ楽天カードニュース号外クリックインセンティブ楽天カードニュース号外クリックインセンティブ
※※※※配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース

※デザインは変更になることがございます



【仕様】

レポート項目 通数 クリック数 クリック率

配信日 平日のみ（土日祝日、弊社休業日を除く）

配信数 全配信：4,000,000通、男性全配信：2,200,000通、女性全配信：1,800,000通

枠数 3枠（楽天カードニュース号外と合わせて3枠/日まで）

配信単価
基本セグメント：¥17/通、

ポテンシャルセグメント：¥22/通、カード利用セグメント：¥22/通

最低出稿料金 ¥100,000～

備考

・セグメント表に関しては、後述のカテゴリー表にてご確認下さい。

・各セグメントの配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談下さい。

・本データは2014年1月時点のものです。

件名 全角20文字以内 本文 横幅700×縦1,500ピクセル以内

原稿容量 280KB以下/1画像

入稿形式
HTML（文字コード：
ISO-2022-JP）

配信形式
HTML

リンク数 20ヶ所まで クリックカウント すべてとる

ポイント獲得用
URL

任意のURL1つ指定(原稿内に関係するURL)
※本文下部に定型文、画像とともに弊社側で差し込みます。

入稿締切
7営業日前 ※入稿時にすべてのリンク先がアップされている、完全原稿(文字
コードShift-JIS、htmlファイル)でご入稿ください。

備考

・件名文頭に【クリックして1ポイント】などの文言が入ります。

・件名文頭・文末へのスペース記載は禁止です。

・原稿内の弊社フッタ上部のポイント獲得用URLをクリックすることで、ポイント
を付与いたします。ポイント付与のルールを獲得用URLの下に記載いたします。

付与される楽天スーパーポイントは1ポイントです。

・ポイント付与のルールは弊社にて決定させていただきます。また、ポイント獲
得用URLの有効期間は掲載内容に記載のキャンペーン期間と同様(最長1ヶ月
間)とさせていただきます。

・入稿原稿でメールのクリックインセンティブ内容に触れることは禁止とさせてい
ただきます。

・詳細規定は、巻末の「メール広告について（楽天グループ）」をご参照下さい。

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外HTMLHTMLHTMLHTMLクリックインセンティブクリックインセンティブクリックインセンティブクリックインセンティブ
※※※※配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース配信誌名：楽天カードニュース

ADADADAD
HTMLHTMLHTMLHTML

※デザインは変更になることがございます

人気のメルマガ広告、楽天カードニュース号外にクリックインセンティブ機能が付きました！ユーザー
はURLをクリックすると楽天スーパーポイントが付与されるため、これまでより更に高い効果が期待で
きます。もちろん、これまで通りデモグラフィックデータやカード利用履歴でセグメント配信も可能です。



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード ユーザープロフィールユーザープロフィールユーザープロフィールユーザープロフィール（スマートフォン（スマートフォン（スマートフォン（スマートフォン））））

●●●● 楽天楽天楽天楽天PointClubPointClubPointClubPointClub会員比率会員比率会員比率会員比率 ●●●● 未既婚未既婚未既婚未既婚

2014年1月時点

注：小数点第二位以下を四捨五入しているため、合計値と個別の値が一致しないことがあります。

●●●● 性別性別性別性別

●●●● 年齢年齢年齢年齢 ●●●● 居住地域居住地域居住地域居住地域

ダイヤモンド

プラチナ
ゴールド

シルバー

レギュラー

男性
女性

既婚（子供あり）

既婚
（子供なし）

未婚



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品 レポート項目 通数 クリック数 クリック率

【仕様】

件名 全角10文字以内

本文 全角100文字以内(リンク先URL含まず)

入稿形式 テキスト 配信形式 テキスト

リンク数 2ヶ所まで クリックカウント すべてとる

入稿締切
5営業日前まで
※入稿時にすべてのリンク先がアップされている、完全原稿(文字コード
Shift-JIS、txtファイル)でご入稿下さい。

注意

・件名、本文で英数字を使用される場合は半角で入稿下さい。

・iPhoneとAndroidのOSによる出し分けには対応できません。

・リンク先URLは文中に2箇所まで記載できます（先頭行でのURL設置は不
可）。

・URLは弊社クリックカウント用URL（半角45文字程度）に変換されます。
・件名の最後に[楽天ｶｰﾄﾞ]が、フッタの最後に楽天ｶｰﾄﾞ株式会社と記載が
入ります。

・機種依存文字および絵文字は使用できません。

・URLの前後にはテキストを入れないで下さい(URL1行表示)。

・ユーザーの機種や設定によって改行される位置は異なります。

・日々会員の増減がございますため、お申し込みいただきました通数に対
象会員が達しなくなる場合がございます。

・スマートフォン端末以外に配信される可能性がございます。

楽天楽天楽天楽天カードスマートフォンニュース号外カードスマートフォンニュース号外カードスマートフォンニュース号外カードスマートフォンニュース号外
※※※※配信誌名：モバイル楽天カードニュース配信誌名：モバイル楽天カードニュース配信誌名：モバイル楽天カードニュース配信誌名：モバイル楽天カードニュース

※デザインは変更になることがございます

件名： ○○○○○○○[楽天カード]

※通信利用時のﾊﾟｹｯﾄ通信料は発生
いたします。
※お客様のご利用の端末によっては
リンク先へ遷移しない場合がございま
す。
(○/○ 配信)
(配信停止)⇒http://r10.to/hLJdFi
配信停止は上記URLから楽天e-NAVI
にて手続きください
このﾒｰﾙは配信専用です
発行元 楽天ｶｰﾄﾞ株式会社

AD
全角全角全角全角100100100100文字以内文字以内文字以内文字以内

配信日 平日のみ（土日祝日、弊社休業日を除く）
※配信可能日については事前にお問い合わせ下さい。

配信数 全配信：700,000通、男性全配信：320,000通、女性全配信：380,000通

枠数 1枠（楽天カードモバイルニュース号外と合わせて1日1枠まで）

配信単価 基本セグメント：¥10/通

備考 ・本メニューは基本セグメントのみ対応可能です。

・セグメント表に関しては、後述のカテゴリー表にてご確認下さい。

・各セグメントの配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談下さい。

・本データは2014年1月時点のものです。

楽天カードスマートフォンニュース号外全配信は最大70万通配信可能なスマートフォン向けメルマ
ガ広告です。



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード ユーザープロフィールユーザープロフィールユーザープロフィールユーザープロフィール（モバイル）（モバイル）（モバイル）（モバイル）

●●●● 楽天楽天楽天楽天PointClubPointClubPointClubPointClub会員比率会員比率会員比率会員比率 ●●●● 未既婚未既婚未既婚未既婚

2014年1月時点

注：小数点第二位以下を四捨五入しているため、合計値と個別の値が一致しないことがあります。

●●●● 性別性別性別性別

●●●● 年齢年齢年齢年齢 ●●●● 居住地域居住地域居住地域居住地域

ダイヤモンド

プラチナ

ゴールド

シルバー

レギュラー

男性女性 既婚（子供あり）

既婚
（子供なし）

未婚



【仕様】

配信日 平日のみ（土日祝日、弊社休業日を除く）

配信数 全配信：1,500,000通、男性全配信：770,000通、女性全配信：730,000通

枠数 1枠

配信単価
基本セグメント：¥10/通、

ポテンシャルセグメント：¥15/通、カード利用セグメント：¥15/通

最低出稿料金 ¥300,000～

備考

・セグメント表に関しては、後述のカテゴリー表にてご確認下さい。

・各セグメントの配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談下さい。

・本データは2014年1月時点のものです。

件名 全角10文字以内

本文 全角100文字以内(リンク先URL含まず)

入稿形式 テキスト 配信形式 テキスト

リンク数

1ヶ所

※フィーチャーフォン用1本（3キャリアに対応した1URLのみ）・スマートフォン用1本
（iPhoneとAndroidのOSによる出し分け対応不可）をご入稿ください。

クリックカウント とる

入稿締切

5営業日前

※入稿時にすべてのリンク先がアップされている、完全原稿(文字コードShift-JIS、txt
ファイル)でご入稿ください。

備考

・件名で英数字を使用される場合は半角で入稿下さい。

・本文でカナや英数字を使用される場合半角で入稿下さい。

・リンク先URLは原稿の最下部に記載して下さい。

・URLは弊社クリックカウント用URL（半角45文字程度）に変換されます。

・URLの掲載位置はご指定いただけません。

・URLはフィーチャーフォン用、スマートフォン用共通でも可能です。
・件名の最後に[楽天ｶｰﾄﾞ]が、フッタの最後に楽天ｶｰﾄﾞ株式会社と記載が入ります。

・機種依存文字および絵文字は使用できません。

・URLの前後にはテキストを入れないで下さい(URL1行表示)。

・ユーザーの機種や設定によって改行される位置は異なります。

・日々会員の増減がございますため、お申し込みいただきました通数に対象会員が達
しなくなる場合がございます。

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

楽天楽天楽天楽天カードモバイルニュース号外カードモバイルニュース号外カードモバイルニュース号外カードモバイルニュース号外
※※※※配信誌名配信誌名配信誌名配信誌名：モバイル楽天：モバイル楽天：モバイル楽天：モバイル楽天カードニュースカードニュースカードニュースカードニュース

※デザインは変更になることがございます

AD
全角全角全角全角100100100100文字以内文字以内文字以内文字以内

件名： ○○○○○○○[楽天カード]

※通信利用時のﾊﾟｹｯﾄ通信料は発
生いたします
(○/○ 配信)
(配信停止)⇒http://r10.to/hLJdFi
配信停止は上記URLから楽天e-
NAVIにて手続きください
このﾒｰﾙは配信専用です
発行元 楽天ｶｰﾄﾞ株式会社

楽天カードモバイルニュース号外は最大150万通配信可能なフィーチャーフォン＆スマートフォンユーザー向けメ
ルマガ広告です。デモグラフィックデータやカード利用によるセグメント配信も可能です。

レポート項目 通数 クリック数 クリック率



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

楽天カードが提供するDMサービスです。
楽天カード会員様に向け、ユーザー属性と楽天カード利用状況を掛け合わせたセグメントで、
訴求ニーズに応じたDM発送が可能です。

最低発送通数 30,000通

セグメント ※次ページ以降参照

見積もり日数 7営業日程 ※特殊なお見積もりパターンの場合は別途ご相談させていただきます。

料金 ※次ページ以降参照

その他注意事項

・お申込みは通常1ヶ月前にてお願いしております。スケジュールの詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

・データベース使用料以外に、別途、作業費用、発送代行費用が発生いたします。セグメントや通数、内容物、発送形態等により異なります。
・発送物は、別途ご用意しておりますレギュレーションを順守の上、作成ください。正式発注までに、クリエイティブチェックをお済ませ下さい。
・掲載可否につきましては、必ず事前にご確認下さい。お問い合わせ・お申込みは弊社営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。

ご実施例

①自動車会社様 商圏エリア×年収 ②電気通信事業者様 商圏エリア

③化粧品会社様 商圏エリア×性別×生年月日 ④募金団体様 ポテンシャルセグメントなど

楽天カードから
リアルDMを配信

楽天カード会員様 データベース

【基本属性】
性別
年齢

地域
楽天会員ランク

【カード利用状況】
利用金額

回数

単価

※詳細は後述のセグメント表をご確認下さい。
※発送通数は30,000通より承ります。

など

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード DMDMDMDM



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

○ポイントキャンペーンDM ○ポテンシャルセグメントDM

楽天楽天楽天楽天カードカードカードカードDMDMDMDM おススメセグメント一例おススメセグメント一例おススメセグメント一例おススメセグメント一例

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード DMDMDMDM

①楽天カード会員様にポイントキャンペーン
DMを送る

②楽天カード会員様がDMを持って、
クライアント様店舗にご来店する

③来店した楽天カード会員様はインセンティブとして、
楽天スーパーポイントを獲得する

楽天カード会員様にとって、魅力的な楽天スーパーポイント楽天スーパーポイント楽天スーパーポイント楽天スーパーポイントをイ
ンセンティブとしたDMです。楽天カードDMを持って、クライアント

様の店舗に来店したり、商品のお申込みをした際に、インセン
ティブとして、楽天スーパーポイントをプレゼントします。

募金に関心がある

小学生のお子様がいる

楽天カード会員様を対象として、楽天カードが独自に定期的に
とっているアンケートの回答結果を活用したDMです。楽天カード

会員様が、今、まさに興味や関心のある今、まさに興味や関心のある今、まさに興味や関心のある今、まさに興味や関心のある情報を届けることができ
るので、タイムリーなアプローチが可能です。

フローの一例フローの一例フローの一例フローの一例 ポテンシャルセグメントの一例ポテンシャルセグメントの一例ポテンシャルセグメントの一例ポテンシャルセグメントの一例

フィットネスに興味がある

介護に関する情報に興味がある 犬を飼っている

案件
急増中！



カテゴリ 料金 内容

基本セグメント

地域

①楽天カードニュース号外： ¥10/通
②楽天カードスマートフォンニュース号外： ¥10/通
③楽天カードモバイルニュース号外： ¥10/通
④楽天カードDM（データベース使用料）： ¥35/通

都道府県 市区町村

性別 男女

年齢 18歳以上1歳単位

生年月日 年・月

未既婚 既婚 未婚

子供 あり なし

職業 有職者 アルバイト 学生 主婦

住居状況 持家 持家以外

年収 150万円以上50万円単位

入会年月 年・月

楽天会員ランク ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド・シルバー・レギュラー

ETCカード保有 あり なし

ドメイン docomo.ne.jp・ezweb.ne.jp・softbank.ne.jpなど

ポテンシャルセグメント
楽天カード会員様向け
アンケート

①③④にそれぞれ¥5/通の追加料金が必要です。

犬を飼っている・猫を飼っている・たばこを吸っているなど
多岐にわたりますのでご相談下さい。

デバイスセグメント デバイスアクセス情報 楽天e-NAVI内のアクセス情報（デバイス：PC・SP・tablet）

カードアプリセグメント アプリログイン 楽天カードアプリ（iPhone Android）ログイン者

カード利用セグメント

利用先
カードが利用された場所や楽天市場のジャンルなど多岐にわたりま
すのでご相談下さい。

利用条件 利用金額・回数・単価など

利用フリークエンシー
1年間で○回以上/以下利用など
※「毎月○円以上連続で利用」には対応できません。

※上表に記載のないメニューについては各メニューの料金欄をご確認下さい。

※一部カード入会時のデータです。

※カード利用に関する情報は直近1年間です。

※セグメント利用時の配信数・料金につきましては、必ず事前にご相談下さい。

※ポテンシャルセグメント、カード利用セグメントをご希望の場合、1通につき5円の追加料金が必要です。

※ポテンシャルセグメント、カード利用セグメントをご利用の場合、通数見積り提出まで少々お時間のかかる場合があります。

※掲載可否につきましては、必ず事前にご確認下さい。

楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外楽天カードニュース号外////スマートフォンニュース号外スマートフォンニュース号外スマートフォンニュース号外スマートフォンニュース号外////モバイルニュース号外モバイルニュース号外モバイルニュース号外モバイルニュース号外/DM/DM/DM/DM カテゴリー表カテゴリー表カテゴリー表カテゴリー表

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品



楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得
情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。

「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得「クリックしてポイント！」とは、楽天カード会員様限定でお得情報が閲覧でき、お得
情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。情報をクリックするだけでもれなく「楽天スーパーポイント」が貯まるお得なサイトです。

お得情報は順次更新されるので、毎日サイトをチェック
してたくさんのお得情報をクリックすると、たくさんの
ポイントをGETできます！

ポイントをフックに高いポイントをフックに高いポイントをフックに高いポイントをフックに高いPVと高いと高いと高いと高いCTRがががが
期待できる広告商品です！期待できる広告商品です！期待できる広告商品です！期待できる広告商品です！

ポイントをフックに高いポイントをフックに高いポイントをフックに高いポイントをフックに高いPVと高いと高いと高いと高いCTRがががが
期待できる広告商品です！期待できる広告商品です！期待できる広告商品です！期待できる広告商品です！

楽天カードクリックしてポイント！について楽天カードクリックしてポイント！について楽天カードクリックしてポイント！について楽天カードクリックしてポイント！について

※ページのデザインは変更になることがございます



レポート項目 imps数 クリック数 クリック率レポート項目 PV数 クリック数 クリック率

掲載タイプ 期間保証

掲載期間 1週間（毎週水曜日10時前後掲載開始）

想定PV 1,000,000PV

枠数 最大10（上下ローテーション）枠

料金 ¥1,250,000

掲載面 楽天カードe-NAVI内クリックしてポイント！

入稿締切

【画像】

原稿容量 35KB以内 サイズ（横×縦） 468×60ピクセル

アニメーション 不可 入稿形式 GIFまたはJPEG

ALTテキスト テキスト原稿と同一

【テキスト】

文字数 全角32文字以内

入稿形式 テキスト

【画像・テキスト共に】

リンク数 1ヶ所（画像・テキスト同一）

同時掲載本数 1本

差し替え可否 不可

入稿締切 5営業日前

備考

・英数字は半角、数値には千単位カンマが必要です。
・ポイントの付与は1ユーザーにつき1回（1ポイント）限りとなりま
す。
・詳細は入稿規定の「ディスプレイ広告についてテキスト原稿 制
作上のご注意（楽天市場、楽天グリーティング、みんなの就職活
動日記、楽天オークション広告商品以外共通）」をご参照下さい。

楽天カード楽天カード楽天カード楽天カード 広告商品広告商品広告商品広告商品

AD

※ページのデザインは変更になることがございます

ポイント感度の高い会員が集まるサイトです。バナーをクリックするだけで楽天スーパー
ポイントが付与される、注目度の高いバナー広告です。

楽天カードクリックしてポイント！ヘッダーバナー楽天カードクリックしてポイント！ヘッダーバナー楽天カードクリックしてポイント！ヘッダーバナー楽天カードクリックしてポイント！ヘッダーバナー


