御中

Nightscape.info サイト概要

年

月

日

Nightscape.infoの特徴：
クラブ系のエッセンスを取り入れた、ハイブリッドなファッション/
ビューティー/ライフスタイル情報を配信する女性向けポータルサイト

全体のPV： 約92万PV/月
コンテンツ数： 15
更新頻度： 20回/月
月間平均イベント告知掲載数： 30
月間平均レポート掲載数： 10
レポート掲載総数： 363 ('05年12月現在)
1日あたり平均転送量： 2.53GB
転送量内訳： JPG 38%、PNG 11%、GIF 10%
*ブロードバンド環境向けの高画質写真/イメージ/映像/動画などのビジュアルコンテンツが
ユーザーに受け入れられています！

ユーザーデータ：
男女比: 男性9%、女性91%
会社員74%、主婦2%、大学・大学院生10%、専門学校生1%、アルバイト・パート4%、
自営業3%、無職1%、その他5%
WEBコンテンツ作成事例・タイアップ広告事例などは、
http://www.nightscape.info/ad/ でご覧いただけます。
（ＵＲＬを右クリックして「ハイパーリンク」「新しいウインドウで開く」でご覧ください）
※Netscapeをご使用の場合リンクがつながらない場合があります。
その場合上記のURLをコピーし、ブラウザにペーストしてご覧ください。

各サイトの画面を右クリックして「ハイパーリンク」～「新しいウインドウで開く」
で、各コンテンツをご覧ください。

訴求力バツグンのメディアミックス広告プラン

貴社ホームページ

【誘導２】

貴社サイトにユーザーを誘引
します。

Nightscape.info トップミニバナー
タイアップコンテンツを告知する
バナーを表示します。

Webタイアップページ

【誘導１】
コンテンツバナー

貴社専用ページを作成いたします。

当該コンテンツ内に掲載します。

イベントご招待・ご優待

タイアップページから
ご招待・ご優待ページ
やプレゼントページに
リンクされます。

プレゼント

【誘導４】
NSN会員号外メール
貴社からの広告メッセージを配信いたします。

▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
N S N . I N F O 目次
・MAKIのアロマリラクゼーションコラム

【誘導３】

・【What's new on Nightscape?】今週のNightscape更新情報

インフォ=レポタイアップ
イベントインフォメーション・タイアップページからイベント
レポート・タイアップへ。
立体的な訴求力が生まれます。

・|+|+| 六本木 club REINO女性無料ご招待のお知らせ |+|+|
▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲
★☆★―――――――――――――――――――――――――――★☆★
六本木・渋谷・青山 人気クラブご招待企画 Vol.#05
★☆★―――――――――――――――――――――――――――★☆★

イベント告知申請書
実施日：
イベントタイトル：
実施時間：
開催場所(地域)・店舗名：
入場料 (男女別 Admission、With Flyer、Mail/Web Discount、etc.)：

PR (イベント紹介文・DJ/アーティストプロフィール)：

Ref. http://www.nightscape.info/einfo/
【FAX送信の場合】
申込書をプリントアウトの上、下記までＦＡＸ送信してください。
FAX： 050 (3351) 3491
【メール送信の場合】
フライヤー画像/アーティスト写真/イベント紹介文などの宣材資料をメール添付で下記まで送信してください。入稿
可能な画像ファイルはPDF / JPG / GIF / PNG / BMP / TIFF / RAWのみとなります。イラストレーターファイル
(AI / EPS)に関しましては画像劣化を防ぐため、JPGやGIFに変換せずにPDFもしくはPDF互換形式に変換してか
ら送信してください。フォトショップデータ(PSD)は上記いずれかの入稿可能な形式に変換して送信してください。
e-mail： info@nightscape.info

参照URL：
http://
http://
http://
その他：

コンテンツ広告
□イベントインフォメーション

受注後３～ ５日 \0 ～ \150,000

□イベントレポート

受注後３～10日 \0 ～ \150,000

□クラブマニアックス

受注後３～ ５日 \0 ～ \50,000

□Nightscape WEST

受注後３～ ５日 \0 ～ \50,000

□ウエストインフォメーション

受注後３～ ５日 \0 ～ \50,000

□ウエストレポート

受注後３～10日 \0 ～ \75,000

□ファッション雑誌ヘッドライン

受注後３～ ７日 \30,000 ～ \250,000

□ファッション&トレンド

受注後３～ ７日 \30,000 ～ \250,000

□ビューティー&ヘルス

受注後３～ ７日 \10,000 ～ \200,000

WEB広告 <Nightscape.info>
■WEBタイアップ
□Nightscape ジョイント 月額 \10,000～
□WEBオリジナル 月額 \10,000～
□ご招待&ご優待・プレゼント 月額 \0～
□アンケート 月額 \50,000～

■バナー
□コンテンツ内バナー(527X100～527X350ピクセル)
月額 \30,000～
□トップバナー(468X60ピクセル) 月額 \20,000～
□ミニバナー(120X60ピクセル) 月額 \10,000～
■メールマガジン
□メールヘッダー/フッター 1配信 \1,000～
□メール本文 1配信 \5,000～
□増刊号・スペシャルメール 1配信 \7,500～

Web広告お申込書
年

月

日

貴社名
ご担当者名

【FAX送信の場合】
申込書をプリントアウトの上、下記までFAX送信してください。
FAX： 050 (3351) 3491

サイト名・号数

Nightscape.info単独

(掲載予定日)

他サイト提携

(サイト名:

期間:

)

クライアント名
イベント名
月

実施時期
実施場所

日( 曜日)

時

分 ～

月

店舗名

日( 曜日)

時

分

場所

入場料

【メール送信の場合】
フライヤー画像/アーティスト写真/イベント紹介文などの宣材資料をメール添付
で下記まで送信してください。
入稿可能な画像ファイルはPDF / JPG / GIF / PNG / BMP / TIFF / RAWの
みとなります。イラストレーターファイル(AI / EPS)とフォトショップデータ(PSDなど)
に関しましては、Windows環境のAdobe Creative Suite Premium(Version CS)で編

実施内容（□にチェックを入れてください）
ＨＰ制作

弊サイト記事流用

Webオリジナル制作

ゲームコンテンツ

Nightscape.info に設置

設置サイト名

個別コンテンツに設置
ｲﾍﾞﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄ

ｲﾍﾞﾝﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ﾅｲﾄｽｹｰﾌﾟｳｴｽﾄ
バナー広告

ｳｴｽﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

ｸﾗﾌﾞﾏﾆｱｯｸｽ
ｳｴｽﾄﾚﾎﾟｰﾄ

Nightscape.info に設置

設置サイト名

個別コンテンツに設置

集可能な形式に限ります。Mac環境で作成の場合は画像劣化を防ぐため、JPG
やGIFに変換せずにPDFもしくはPDF互換形式に変換してから送信してください
。

ｲﾍﾞﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄ

ｲﾍﾞﾝﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
ﾅｲﾄｽｹｰﾌﾟｳｴｽﾄ
月

掲載希望期間

e-mail送付先： info@nightscape.info

日 ～

月

ｸﾗﾌﾞﾏﾆｱｯｸｽ
ｳｴｽﾄﾚﾎﾟｰﾄ
日

http://

リンク先
メール広告

ｳｴｽﾄｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

配信希望日

年

月

日

年

月

日

配信希望内容
http://

リンク

リンク先URL

プレゼント

プレゼント賞品名
プレゼント数

Web広告ご出稿に関する詳しい内容は、お気軽にお問い合せください。
Nightscape Communications Org.
田村： 090 (6984) 3110 / 添野： 090 (1036) 6819

締切日
ｲﾝﾋﾞﾃｰｼｮﾝ

ご招待・ご優待特典内容/期間/条件など

(ご招待・ご優待)

オリエン日

月

日

デジタル素材納品日

月

日

ラフ上がり日

月

日

HPテスト版アップ日

月

日

このエクセルファイルをメール添付で"info@Nightscape.info"まで送信してください。

Nightscapeへのイベント告知および取材の申し込みについて
Nightscapeへのイベント告知および取材の申請をする場合において、お客様は以
下の全てに同意するものといたします。
もし以下の条項のどれかに意義がある場合は別途電子メール、電話、もしくはFAX
等の手段により申し立てをすることを認めます。
異議申請をしてから2週間以内にNightscapeからの回答が無い場合は、その異議
は却下されたこととします。
その場合の取材申し込み取り消しについては別途電子メール、電話、もしくはFAX
等の手段により申し立てをすることとします。

・ Nightscape が特に許可する場合を除き、一方的な無許可の宣伝、ジャンク メー
ル、大量メール、チェーンレター、およびその他の一方的な商業目的の通信を構
成するもの。
お客様は、オンライン上の行為およびコンテンツに関して適用されるすべての法
律および規制に従うものとします。お客様は、一方的または無許可の通信を送信
する目的で、他人の情報を収集、保存、または使用するために本サービスを利用
することはできません。
私共がライセンスまたはその他の手段で特別に許可しない限り、本サービスのい
かなる部分も複製、配布、および商業目的に利用することはできません。

イベント内容および行為に関するお客様の責任

お客様のコンテンツに対するライセンス

お客様は、本サービスを利用して掲示または送信するすべてのコンテンツに関し
て責任を負うものとします。お客様は、以下の項目に該当するコンテンツを配布、リ
ンク、または請求する目的で、本サービスを利用することはできません。

お客様が一般公共に開放されている領域(例えばインターネット)にコンテンツを掲
示する場合、またNightscapeがお客様のイベントにて撮影した写真などを取り扱う
場合において、お客様は現在知られているメディアまたは今後開発されるメディア
において、コンテンツを使用、複製、翻案、変更、改変、フレーム化、商標の設定、
提携、および出版する世界的、使用料なし、永久的、取消不能、二次ライセンス可
能、かつ非独占的なライセンスを私共に付与するものとします。
また、お客様はその他の適切なライセンスを介して、一般公共に開放されているコ
ンテンツを作成する権利を私共に付与するものとします。
お客様が、本サービスまたは Nightscape にサマリーファイルまたはその他のコン
テンツを提出した場合、お客様は本サービスのその他の部分を介してそのコンテ
ンツを表示、配布、フレーム化、リンクする許可を私共に付与するものとします。
また、お客様は、そのコンテンツの配布および再配布を行うために必要なすべて
の権利を保有することを保証するものとします。
お客様のコンテンツが第三者の権利を侵害するという申出があった場合、お客様
は、その請求に関連する私共からの正当な要請に応じて情報を提供する必要が
あります。

・ 非合法な物、未成年者に対する有害物、脅迫、いやがらせ、罵倒、中傷、卑猥
な物、不必要な暴力、猥褻物、ポルノ、名誉毀損、他人のプライバシー侵害、人種
および民族の差別、及びあらゆる手段による侮辱。
・ 他人の知的財産権またはその他の権利を侵害するもの。
・ 暴力およびその他の犯罪行為を擁護または勧誘するもの。
・ あらゆる法律、規制、または契約に違反するもの。
・ マルチ商法およびねずみ講の関与を促進するもの。
・ 富くじ、懸賞、宝くじ、およびその他の形態をとる任意のギャンブル行為を構成す
るもの。
・ 火器、兵器、およびポルノの広告、もしくは米国バージニア州、カリフォルニア州
、日本または配布者および受信者の居住地において違法となる製品ならびにサー
ビスを広告するもの。

取材内容および収集した情報の取り扱いについて

弊サイトへのアップロード

イベント取材の内容に関しましては、会場内の風景、建物及び会場近辺の様子、
来場者などの写真撮影をいたします。
イベントでのオーディエンス(来場者・招待客)へのインタビュー取材を行う場合の内
容は、おおむね以下の条項となります。

Nightscapeは、イベント取材を完了してからおおむね1週間以内に当該イベントの
レポートを「イベントレポート」 (http://www.nightscape.info/erepo/index.htm) に掲
載いたします。
しかし季節的な繁忙期などにつきましては、数日の遅れがある場合があります。ご
了承ください。
また、イベント取材後にNightscapeのサイトコンセプトとあまりにもかけ離れていた場
合や、コンテンツとして採用するに至らない場合はこの限りではありません。その場
合は取材完了後2週間以内に、Nightscapeからコンテンツ不採用通知をいたします
のであらかじめご了承ください。
不採用通知を受けたイベントの今後取り扱いに関しましては、さらなる厳重な審査
を要します。しかしこれは今後一切当該イベントを扱わない事を意味するものでは
ありません。

名前、年齢、職業、今後の取材の可否、連絡先、好きなクラブやイベント、好きな
音楽のジャンル、好きなアーティスト、クラブへ行く頻度、クラブ情報を入手する手
段、当該イベントの感想、当日のファッションポイント、ファッションコーディネート等
のアイテム選定について、好きなブランド、購読している雑誌(ファッション誌)、その
他ファッション/ビューティー関連の話題について。
インタビュー取材に関しては被取材者を尊重し、被取材者の自由な自己意思に基
づいて行うこととします。取材内容に対する返答の強要、誘導は一切行わないもの
とします。
取材によって得た被取材者の個人情報については、Nightscape Privacy Policy (
http://www.nightscape.info/nsn/activations.htm) に基づき、厳重に管理すること
を保証いたします。

その他について
その他異議やお問い合わせに関しましてはinfo@nightscape.info にて承ります。

イベント告知及び取材に関する費用について
Nightscapeでのイベント告知、およびイベント取材において掲載費用は基本的に
発生いたしません。ただし独立形式の別ページコンテンツの作成を必要とする場
合や、多大なワークロードを必要とするものに関しては、別途有料となります。
有料となる場合は取材前にNightscapeから見積もり金額のご連絡をいたしますの
で、その連絡後に新たにご検討ください。
また、イベント取材者のエントランスフィー(入場料金)などに関しましては、これを免
除していただくものとします。

Nightscape Communications Org. [http://www.nightscape.info/]
Nightscape Network [http://www.nightstyle.info/]
Nightscape Webhosting Service [http://www.nsweb.info/]
Exective Producer: TAMURA Shinichi (tamura@nightscape.info)
Senior Producer: SOENO Katsutoshi (soeno@nightscape.info)
Junior Director: WATANABE Makiko (life-com@nightscape.info)
Supervisor: HIGASHIHARA Osamu (sv@nightscape.info)

