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■会社概要

■グループ沿革

■事業概要

　代表者 　代表取締役執行役員社長　竹内 庸真

　所在地 　〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4

　創立 　2001年2月9日

　資本金 　2億9,600万円（資本準備金4億4,500万円）

　株主
　ビッグローブ株式会社

  三井住友カード株式会社

ポイントマーケティング

ポイントソリューション

ポイント事業

メディア事業

ポイントプ
ラットフォー

ム事業

■ Ｇポイントが貯まる「ポイントモール（Ｇポイント）」

総PV：9,500万PV／月
（2022年8月 Google Analytics調べ）

■ 検索エンジンからの流入により利用を伸ばすQ＆Aサー
ビス 「だれどこ」、「Ｇランキング」等

■ 日本最大級のポイント交換サービス「Ｇポイント」

総会員数：529万人（2022年8月時点）

提携企業社数：164社（2022年9月時点）

■ 企業間のポイントの直接交換を実現するシステムプ
ラットフォーム「ポイント・コンセント」の提供と業
務委託

広告代理
事業

■広告配信から獲得・精算までをサポート
アドネットワークやSNS広告の他にも、オウンドメ
ディアとの協業による配信メニューを開発し、独自の
広告訴求を展開

ジー・プランは、2005年3月29日に財団法人日本情報処理開発協会
より、ポイント業界としては初めて「プライバシーマーク（Pマー
ク）」使用許諾事業者の認定を受けました。
Pマークは個人情報について適切な保護措置を講ずる体制が整備され、
個人情報に関するJIS規格（JIS Q 15001）に準拠している事業者で
あることの証明です。

01 コーポレートプロフィール
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114社（換金先除く）

提携 164社
会員 529万人

ポイント
メディア キュレー

ション
メディア

アライアンス

ポイント
ソリューション

領域

メディア領域

113社

ポイント交換ネットワーク

ショッピング/トラベル/ゲームなど

相互送客

DCM

Ｇポイント
ギフト

ポイント
コンセント

デジタルギフト
在庫管理

ポイント外販

ポイント交換
プラットフォーム

02 事業構造

http://www.gpoint.co.jp/scripts/partner/pointpartnersearch.html?partnerid=81016876
http://www.gpoint.co.jp/scripts/partner/pointpartnersearch.html?partnerid=81027151
http://www.jaccscard.co.jp/
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総会員数 529万人 2022年8月現在

2009年 2022年

2022年8月

529万人

03 Ｇポイント会員の推移
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66％
34％

年齢別

19歳以下 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上

男性は35～54歳、女性は35～49歳がボリュームゾーン

女性

男性

性別

30代後半～40代の方々が利用しています！

04 Ｇポイント会員の特徴①
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比較的高所得・既婚者が多くファミリー向けニーズに強い

世帯年収 既婚率

世帯年収
500万円
以上

地域

関東

既婚者・子供がいる家庭が多い高所得者がボリュームゾーン

関西
近畿
九州
北海道

地域分布は都心部に集中

46％

300万円～499万円

500万円～699万円
700万円～999万円

子供なし

子供あり

既婚

52％ 45％

28％

21％
16％

57％

43％
関東
中部
東北

45％
14％
6％

17％
17％
7％
4％

04 Ｇポイント会員の特徴②
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広告枠 TOPページ:レクタングル（PC）

メニュー名 TOPページ:レクタングル

想定Imp 600,000／週

想定CTR 0.05%

クリックインセンティブ 不可

バナー

300x250px（PNG、JPG、GIF）※GIFアニメ不
可
・ファイル容量：50kb以下
・最小フォント：12px

リンクURL 1本

グロス金額 ¥250,000／週（税抜）

入稿期日 掲載開始の5営業日前

Ｇポイント TOPページ（https://www.gpoint.co.jp/）

05 純広メニューのご紹介①
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メニュー名 Gニュースターゲティングメール:テキスト

クリックインセンティブ
アクションインセンティブ

対応可能

想定CTR
クリックインセンティブ有：5～10％
クリックインセンティブ無：0.5～1％

配信単価 1通 ¥10円～ ※応相談

最低配信料金 ¥100,000 ※クリックインセンティブ有：＋¥50,000

入稿期日 配信日の10営業日前のAMまで

レポート 配信日の10営業日後

原稿規定

【件名】20文字以内
【本文】100行以内（10行以上推奨）
★長文は基本改行なし、する場合も16字以内区切り
★罫線などによる装飾は全角16文字以内とする
【リンクタグ】10本まで
※機種依存文字使用不可
※URLは上記行数に含みます。
※URL行に、URL以外の文字・記号は不可となります。
※情報提供企業名をご指定ください。本文頭に記載されます。
※本文末尾に「企業名、住所、連絡先（問合せURL、電話番号、
メールアドレス等）」をご指定ください。
※名称に「.」（半角ドット）が含まれているショップ様の場合、
ショップ名掲載の際は「．」（全角ドット）にてご入稿をお願いい
たします。
※本文が短い場合、修正・再入稿をお願いする場合がございます。

広告枠 Gニュース ターゲティングメール（テキスト）ターゲティングメール（テキスト）

05 純広メニューのご紹介②
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メニュー名 Gニュースターゲティングメール:HTML

クリックインセンティブ
アクションインセンティブ

対応可能

想定CTR
クリックインセンティブ有：5～10％
クリックインセンティブ無：0.5～1％

配信単価 1通 ¥10円～ ※応相談

最低配信料金 ¥150,000 ※クリックインセンティブ有：＋¥50,000

入稿期日 配信日の10営業日前のAMまで

レポート 配信日の10営業日後

原稿規定

【件名】20文字以内
【本文】HTML 800KB以内、横幅560～600px以内

※情報提供企業名をご指定ください。本文頭に記載されます。
※本文末尾に「企業名、住所、連絡先（問合せURL、電話番号、
メールアドレス等）」をご指定ください。
※名称に「.」（半角ドット）が含まれているショップ様の場合、
ショップ名掲載の際は「．」（全角ドット）にてご入稿をお願いい
たします。
※本文が短い場合、修正・再入稿をお願いする場合がございます。

広告枠 Gニュース ターゲティングメール（HTML）ターゲティングメール（HTML）

05 純広メニューのご紹介③
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問い合わせフォームより、必要事項をご記入の上お問い合わせください。
受付後、弊社担当よりご連絡いたします。

⇒広告掲載に関するお問い合わせ
https://www.g-plan.net/inquiry/gpoint.php

Ｇポイントへの掲載をご希望の方は、こちらをご確認の上、お問い合わせください。

お問い合わせから掲載開始までの目安：約1～1.5ヶ月

1 お問い合わせ

2 掲載可否のご確認

3 広告掲載の申し込み

弊社より広告掲載申込書をお送りいたしますので、内容を確認いただき、
お申し込みください。

ユーザーへのポイント付与に必要なコンバージョンタグを弊社よりお送り
いたします。貴社サイト内の所定の位置にタグの設置を行ってください。

4 コンバージョンタグ設置

5 コンバージョンテスト

弊社システムとの連動テストを実施いたします。
テストのデータが弊社システムで確認できれば掲載準備完了となります。

6 掲載開始

必要な素材をご入稿いただけましたら、掲載開始となります。

掲載をご希望のショップ・サービスを確認し、掲載可否の判断をさせて
いただきます。
掲載させていただくことになりましたら、お申し込み手続きへと進ませ
ていただきます。

06 Ｇポイントサイト掲載のご紹介

https://www.g-plan.net/inquiry/gpoint.php


07 広告掲載規定・入稿規定①
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【総則】

１. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約を変更することができます。
（１）利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
（２）利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の
相当 性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
２. 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の１か月前
までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブ
サイトに掲示し、またはユーザーに電子メールで通知します。
３. 変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユー
ザーは、利用規約の変更に同意したものとみなします。
４．同業種の広告が同時期に掲載･配信される場合がございますのであらかじめご了承くださ
い。
５．弊社にご出稿いただいた広告主様名をご出稿実績として弊社営業資料等に掲載させてい
ただく場合がございます。
６．業種、業態等による掲載可否がございます。詳細は【広告掲載禁止基準】を確認の上、
弊社営業までお問合せ下さい。

【お申し込み後のキャンセル、料金等】

１.  お申込後のキャンセルにつきましては、「キャンセル料金」が発生します。
■配信開始日より5営業日以内⇒申込料金の100％
■配信開始日より10営業日以内⇒申込料金の75％
■配信開始日より20営業日以内⇒申込料金の50％
■配信中のキャンセルにつきましては、申込料金の100％を頂戴します。
※配信日の前日からの起算となります。

２. 媒体資料に記載されている料金は税抜き表示となっております。また代理店手数料は含
まれてません。

【入稿について】

１．入稿締切日が過ぎてしまった場合、掲載日・配信日を変更させていただく場合がござい
ます。掲載日・配信日の変更ができない場合は不完全な形で配信・掲載される場合がござい
ますのでご了承ください。
２．バナーには、必ず「枠」の表示が分かるように、外周を明示的な線で描画するか、背景
を塗りつぶしてください。
３．弊社にて不適切と判断した表現は修正を依頼させていただく場合がございます。
４．一度入稿された原稿の差替えは不可とさせていただきます（上記項目2,3に該当する場合
は除く）。
５．半角カナ・機種依存文字は使用不可とさせていただきます。半角英数字は使用可です。

＜機種依存文字例＞
№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼㍻
㍉㎜㎝㎞㎎㎏㏄㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ

【掲載開始時間・時間】

※掲載期間に特別な記述がない商品は、以下となります。
■広告掲載開始：申込掲載開始日の11：00
■広告掲載終了：申込掲載終了日の10：59

【広告倫理基準】

１．広告は、真実を伝える表現のものでなくてはならない
２．広告は、品位がある表現のものでなくてはならない
３．広告は、関係諸法規を順守したものでなくてはならない
４．広告は、公正な取引を誘導するものでなくてはならない
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【広告掲載禁止基準】

１．広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの。
２．法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約その他の法令または規則に違反する、ま
たは違反するおそれがあるもの。
３．許可・認可を要する業種で、許可・認可をうけていない広告主によるもの。
４．社会秩序を乱す次のような表現あるいはコンテンツがあるもの。

■暴力、賭博、麻薬、売春等の行為に結びつくもの。
■犯罪行為を誘発するおそれのあるもの。
■性に関する表現で、著しく猥褻性の高いもの。
■醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感または不快感を与えるおそれのあるもの。
■投機、射幸心を著しくあおるもの。

５．医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等について厚生労働省が承認する範囲を
逸脱した表現をしているもの。
６．氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で転用または流用したもの。その他、
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。
７．差別、名誉毀損、信用毀損、脅迫、プライバシーや肖像権の侵害その他人権侵害のおそ
れのあるもの、または営業妨害のおそれのあるもの。
８．非科学的また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。
９．詐欺的なもの、いわゆる不良商法とみなされるもの。
１０．その他弊社が不適当だと判断したもの。

【免責】

１. クリエイティブおよびリンク先サイト内での全ての情報・表現に関する一切の責任は申
込者が負うものとします。
２.  クリエイティブやリンク先の内容などが各種法令に違反している、もしくはそのおそれが
ある、または広告掲載基準に抵触しているとジー・プラン株式会社（以下弊社）が判断した
場合、弊社は申込者にクリエイティブやリンク先などの変更を求めることができるものとし
ます。
３.  掲載開始の前後を問わず、申込者が上記に定める弊社からのクリエイティブまたはリンク
先の変更要求に応じられない場合、または申込者が直ちに変更いただけない場合、弊社は申
込者に対して一切の法的責任を負うことなく、広告の掲載を中止することができるものとし
ます。

４.  広告掲載中に当該クリエイティブからのリンクがデッドリンクとなった場合や、リンク先
のサイトに不具合（サーバダウンやコンピュータウィルスの感染やそのおそれがあるなど）
が発生した場合、またはリンク先を掲載可否確認時と異なるものへ変更をした場合、弊社は
当該広告の掲載を中止することができるものとし、この場合弊社は広告不掲載の責を負わな
いものとします。
５.  停電・通信回線の事故・天災などの不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットイン
フラその他サーバなどのシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰す
べき事由以外の原因により、広告の掲載などに不具合が生じた場合、弊社はその責を一切負

わないものとします。※自然災害や感染症の蔓延等が発生した場合、弊社判断にて露出・配
信の自粛、または時期の変更をさせていただく場合がございます。
６. 広告掲載開始日について、いずれも掲載開始から3時間掲載調整時間とします。掲載調
整時間内の不具合については免責の対象とさせていただきます。
７.  広告の掲載に関連して、理由の如何を問わず、また、法律上の請求原因を問わず、弊社が
申込者に対し損害賠償責任を負う場合には、弊社による賠償の金額は申込者から弊社に支払
われる広告料金の金額相当額を上限とします。
８.  申込者が公権力の処分を受けたりその代表者や従業員などが法令に違反したりなど、広告
掲載を継続することが弊社または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると弊社が
判断した場合、申込者の財務状態が悪化したと弊社が判断した場合、または、リンク先の内
容が各種法令に違反しているおそれがあるなど、広告の記載内容が不適切であると弊社が判
断した場合は、弊社は申込者への通知、その是正の催告その他何らの手続きを要することな
く、広告掲載を停止することができるものとします。弊社は、かかる広告掲載停止について
何らの責も負わないものとします。
９. 弊社は、広告掲載基準、同補足、広告原稿および入稿に関する注意事項、および、この
本広告掲載におけるご注意を、いつでも予告なく変更ができるものとします。

【その他】

１. いずれの商品も、商品内容を変更する可能性があります。あらかじめご了承く
ださい。
２. 各商品ページにおける画像は全てイメージであり、レイアウト、デザインなど、
予告なく変更する場合があります。
３. 各商品において、申込者の競合他社と掲載時期および掲載面が重複する可能性
がございます。
４. いずれの商品のお申し込みも、法人企業が対象で、個人の方からのお申し込み
はお受けできません。あらかじめご了承ください。
５. 複数企業による共同でのお申し込みはお断りさせていただきます。
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運 営 元

〒 1 4 0 − 0 0 0 2

東 京 都 品 川 区 東 品 川 4 - 1 2 - 4

品 川 シ ー サ イ ド パ ー ク タ ワ ー 3 F

ジ ー ・ プ ラ ン 株 式 会 社

お問い合わせ先
affiliateget@g-plan.net
お気軽にご連絡ください♪


