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＜広告に関するお問い合わせ先＞ 
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル3F 

 
email:support@date2.jp  tel:03-5614-0803 



デート通とは？ 

「今度のデートどこに行く？」 
を解決するデート情報検索サイト 

カップル向けの情報を中心にデートをしたい男女が集まるデート情報検索サイトです。 

デートのきっかけ作り 

イベント情報 
ユーザー間で情報を共有 

スポット情報 

認知度向上 

プレゼント 
動機づけの強化 

クーポン 

カップルユーザーの集客 



デート通でできること 

デートスポット情報掲載 
デート通のメインコンテンツのひとつが「デートスポット検索」です。 
検索結果で表示されるデートスポット情報として、無料で貴施設の情報を掲載できます。 

スポットページの表示内容 

基本情報 

公式写真 

スポット名やお問い合わせ先、公式ウェブサイトなどの基本情報を掲載しております。 
スポット情報としてコメントを付けられますので、スポットの魅力を伝えられます。 

スポットの画像を掲載できます。頂いた写真は公式写真として掲載されます。 

※その他ユーザーからの口コミ情報や投稿写真、周辺データを掲載しています。 



デート通でできること 

イベント情報掲載 
ユーザーの人気コンテンツ「イベント検索」。週末イベントを探すユーザー向けに貴施
設のイベント告知ができます。集客向上のためのツールとしてご活用ください。 

イベントページの表示内容 

イベント基本情報 

イベント公式写真 

イベント名、イベント画像、キャッチコピー、開催情報などの基本的な情報を掲載できます。 
イベント情報を登録することでデートスポット検索の際に表示され誘導強化につながります。 

公式画像として画像を登録できます。ユーザーが興味をそそる、イメージしやすい画像を掲載
することで誘導促進となります。 

※「イベントアクセスランキング」や「都道府県別検索」、「デートスポットの近くの
イベント」など各種コンテンツに連動して表示されるため情報の接触回数を増やせます。 



デート通でできること 

デートコース提案 
スポット情報、イベント情報をまとめたデートコースを紹介するコンテンツ。様々なス
ポットを結んだコースから、大型施設内での満喫コースなどを提供しています。 
掲載は無料ですので、ぜひ施設主様からもご紹介ください。 

デートコースページの表示内容 

デートコース情報 
スポットやイベントの情報をルートで結び、デートコースをカップルに提案します。 
施設主様を含めたコースや近隣施設と絡めたコースなど様々な露出方法がございます。 
 
魅力的なコースを提供できれば、参考にするユーザーが増え、情報の共有が起こります。 
デートコースを提案することで貴施設への間接的な誘導になります。 



ユーザー層 

月間PV数 約 200 万PV 月間UU数 約 40 万人 

18-24 
39% 

25-34 
46% 

35-44 
12% 

45-54 
3% 

男女比 

男性 
42.6% 女性 

57.4% 

年齢層 

北海道・ 
東北 
5% 東海・北陸 

9% 

首都圏 
56% 

関東 
甲信越 

3% 

関西 
16% 

中国・四国 
3% 

九州・沖縄 
8% エリア別 



ユーザーが利用している端末 

スマートフォン 
 83.0% 

パソコン 
15.0% 

タブレット
2.0% デート通 

利用者層の 
デバイス比 

圧倒的な 
スマートフォンユーザー率 

今やスマートフォンの利用は一般的となり、特に若年層はほとんどがスマートフォンユーザーです。
10代～20代の利用者層に向けたスマートフォン上での告知が、集客効果に大きく影響します。 

潜在的なデートユーザー かつ スマートフォンユーザーがいるデート通なら 
効率的に告知が可能です。 



デート通の実績 

検索エンジン（Yahoo!、Google等）のデート関連ワード検索結果において上位を獲得しています。 

神奈川 デート 1位 

福岡 デート 1位 

大阪 デート 1位 

新潟 デートスポット 1位 

岡山 デート 1位 宮城 デート 1位 

兵庫 デート 1位 

長崎 デート 1位 大分 デート 1位 

東京 デート 3位 

埼玉 デート 3位 千葉 デート 3位 

愛知県 デートスポット 3位 

その他 多数のワードで1位を獲得しています。 
※順位は2014年11月現在のものです。 



デート通の実績 

レジャー施設様とのタイアップページ制作も承っております。※詳しくはお問い合わせください 

オリエンタルランド様 丸井様 



デート通をおすすめするワケ 

紙媒体 
クーポンばらまき 

 
ターゲティングが確実でなく 

多くの露出が必要 

費用⇒大 

ターゲティングが容易 
印刷費など関連費用なし 

費用⇒極小 



広告メニュー 

デート通TOPページに掲載される一番目立つ掲載枠にバナーおよびテキストを掲載します。 
PC版、スマートフォン版ともにファーストビューに表示され、高い告知効果が期待できます。 

466px×133px 

デート通TOPページ（PC版、スマートフォン版） デート通イベント詳細ページ 

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
様
の
ペ
ー
ジ 

メインバナー（PC版、スマートフォン版）…………………… ¥40,000／4週間 
約50,000PV ※PV数保障ではありません 

100px×100px 
およびテキスト挿入 

PC版TOPページ スマートフォン版TOPページ 



広告メニュー 

イベント情報およびスポット情報の検索結果一覧ページに表示されるバナー広告です。 
クーポン掲載と合せることで、多数のユーザー誘導が期待できます。 

320px×100px 

ご希望のページ デート通 
ＴＯＰページ 

デート通TOPページ 検索結果ページ（イベント・スポット） クライアント様のご希望ページ 

エリア検索バナー  …………………… 各都道府県 ¥10,000～／4週間 
※エリアによって金額が異なります。 



広告メニュー 

クーポンを利用してユーザーを貴施設へ誘導します。デート通だからこそ確実にカップルに届きます。 
様々なプランで誘導し、集客数を増加させます。 ※クーポン内容は別途ご相談 

スポット検索ページ 

スポット詳細ページ 施設へ来客 

デート通クーポン  ……………………… 1施設ごと ¥10,000／月 
※月単位での更新となります。 

エリア検索バナー 

スマートフォン向けプッシュ通知 

クーポン 

様々なプランの誘導 クーポン内容ページ 

※画面は開発中のものです。実際とは仕様が異なる場合があります。 



実際のクーポン画面 
複数クーポンの設定が可能です。 
クーポン内容毎にクーポン1枚を表示します。 クーポンの表示内容 

★クーポン内容 

★提示条件 

★利用条件 

★有効期限 

お問い合わせ先（自動入力） 

クーポンの主な特典内容を掲載します。全角40文字以内推奨、全角60文字まで。 

クーポン提示のタイミング、場所等を掲載。使用時の混乱を防げます。全角100文字まで。 

利用する際の条件を掲載。利用不可条件がある場合は必ず明記ください。全角100文字まで。 
 

クーポンの有効期限を掲載します。有効期限当日の営業時間内まで有効となります。 

補足情報 
補足情報を記載することも可能です。上記で書ききれない情報はこちらに記載ください。 
全角100文字まで。 

※以下★マークは必須項目 



クーポン掲載おすすめの理由 

クーポン利用は男性がイメージしているほど悪い印象を女性に与えません。カップルが集まるデート通
だからこそ掲載できる、カップル向けの特別な付加価値を与えるクーポンで集客効果を高めます。 

ネット集客の効果が大幅に向上します！ 
デート通クーポンご出稿費用 

1施設ごと ¥10,000／月 
※月単位での更新となります。 

好印象 
22% 

特に何も思わ
ない 
60% 

ケチだと思う 
18% 

女性からの印象： 
デートで男性のクーポン利用について 

※『マイナビウーマン』にて2014年8月にwebアンケート。 
 有効回答数244件（22歳～34歳の女性） 

カップルに向けた特典内容 
 
・記念日特典 
 ⇒記念日が印字された記念品、写真 など 

 
・プロポーズ支援 
 ⇒二人だけの夜景、テーブルをご提供 など 

 
・キス特典 
 ⇒キスして写真を撮ったらデザート提供 など 

※話題性や拡散性が高いとより効果的です。 

特典内容により 
さらに好印象を付加 



掲載のお申込み・お問い合わせ 
「デート通」への広告掲載お申込み、または「デート通」の掲載情報に関するお問い合わせは 
下記までお願いいたします。 

インフォ二ア株式会社 

住所 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル3F  

TEL 03-5614-0803 （お電話か、ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。） 

ウェブサイト http://www.date2.jp/ （デート通） 
http://www.infonear.co.jp/ （企業サイト） 

メールアドレス support@date2.jp 

設立 1999年 

資本金 2億1150万円 

代表取締役社長 山口 義徳 
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