
2010年2月15日
株式会社ビデオリサーチインタラクティブ

■ WebPAC2 ＶＲＩ公開 各種マスターの更新について
2010年2月15日(月) より、下記のマスタファイルを更新いたしました。

①サイトグループ サイト接触ランキング等のデータを元に追加/修正を行いました。
更新内容は下記をご参照下さい。

②業種別サイトカテゴリ サイト接触ランキング等のデータを元に追加/修正を行いました。
更新内容は次ページをご参照下さい。

③広告メニュー CCI、DACより公開されているメディアシート（2010年1月版）をもとに
広告メ を登録致しました
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広告メニューを登録致しました。

①VRI公開 サイトグループ更新内容（2010年2月）

【追加サイト】
以下サイトを新たに [VRI公開サイトグループ] として追加いたします。

サイトグループ名 サイト名

ショッピング スクロールショップ

ショッピング セブンネットショッピング

動画 SayMove!

検索 ask.com

コミュニティ GREEミ ティ G

コミュニティ rakoo.jp

②ＶＲＩ公開 業種別サイトカテゴリ更新内容 （2010年2月）

【追加サイト】

下記サイトを新たに [VRI公開業種別サイトカテゴリ] として追加いたします。

大分類名 中分類名 サイト名

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］アサヒフードアンドヘルスケア

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］エスビー食品

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］たらみ

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］ポッカコーポレーション

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］宇治田原製茶場製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］宇治田原製茶場

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］健康コーポレーション

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］日清食品

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］日本食研

製造業 水産・食品・飲料 ［VRI］宝酒造

製造業 繊維・衣料 ［VRI］日本ランズエンド

製造業 繊維・衣料 ［VRI］日本寝具通信販売

製造業 医薬品 ［VRI］アステラス製薬

製造業 医薬品 ［VRI］アンファー

製造業 医薬品 ［VRI］アンファー

製造業 医薬品 ［VRI］バイエル薬品

製造業 医薬品 ［VRI］ファイザー製造業 医薬品 ［ ］ ァイザ

製造業 医薬品 ［VRI］中外製薬

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］イーコスメ

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］ジュジュ化粧品

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］スヴェンソン

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］ナチュラル・プランツ

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］ニッピコラーゲン化粧品

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］ニナファームジャポン

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］ニベア花王

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］ノエビア

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］江原道

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］長寿乃里

製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］富士フイルムヘルスケア ラボラトリ製造業 化粧品・洗剤 ［VRI］富士フイルムヘルスケア ラボラトリー

製造業 メガネ・時計・貴金属 ［VRI］プラチナ・ギルド・インターナショナル

製造業 メガネ・時計・貴金属 ［VRI］プラチナ・ギルド・インターナショナル

製造業 メガネ・時計・貴金属 ［VRI］ボシュロム・ジャパン

製造業 電気機器・電子部品 ［VRI］LGエレクトロニクス・ジャパン

製造業 電気機器・電子部品 ［VRI］クリエイティブメディア

製造業 電気機器・電子部品 ［VRI］ダイソン

製造業 電気機器・電子部品 ［VRI］フィリップスエレクトロニクスジャパン

製造業 電気機器・電子部品 ［VRI］三菱化学メディア

製造業 輸送機器・自動車 ［VRI］アウディジャパン

製造業 輸送機器・自動車 ［VRI］ボルボ

製造業 精密機器・事務機器 ［VRI］サンディスク製造業 精密機器 事務機器 ［ ］サンディ ク

製造業 楽器・スポーツ ［VRI］アディダスジャパン

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 ［VRI］ASUS

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 ［VRI］KOUZIRO

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 ［VRI］NTTコムウェア

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 ［VRI］ジャストシステム

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 ［VRI］ブラザー

ＩＴ業種 通信・ネットワーク ［VRI］アクアキャスト

ＩＴ業種 通信・ネットワーク ［VRI］ハイホー

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］エレクトロニック・アーツ

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］シグナルトーク

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］スクウェア・エニックス

ＩＴ業種 ゲ ム・アミュ ズメント機器 ［VRI］ソニ ・コンピュ タエンタテインメントＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］ソニー・コンピュータエンタテインメント

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］ソニー・コンピュータエンタテインメント

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］ニューギン

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ［VRI］京楽産業

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ［VRI］ジー・プラン

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ［VRI］ジョルダン

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ［VRI］スパイア

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ［VRI］バンダイチャンネル

ＩＴ業種 情報サービス／コミュニティ系 ［VRI］BBシステム&サポート

ＩＴ業種 その他情報サービス ［VRI］ぱど

ＩＴ業種 その他情報サービス ［VRI］ベンチャーリパブリック
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大分類名 中分類名 サイト名

住宅・不動産 住宅・建材・エクステリア・インテリア ［VRI］大東建託

住宅・不動産 住宅・建材・エクステリア・インテリア ［VRI］大東建託

住宅・不動産 不動産 ［VRI］コスモスイニシア

住宅・不動産 不動産 ［VRI］コスモスイニシア

住宅・不動産 不動産 ［VRI］セコムホームライフ

住宅・不動産 不動産 ［VRI］ポラス

住宅・不動産 不動産 ［VRI］ポラス

住宅・不動産 不動産 ［VRI］ポラス

住宅・不動産 不動産 ［VRI］ユニバーサルホーム

住宅・不動産 不動産 ［VRI］三井不動産レジデンシャル
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住宅・不動産 不動産 ［VRI］三井不動産レジデンシャル

住宅・不動産 不動産 ［VRI］三菱地所

住宅・不動産 不動産 ［VRI］積和不動産

住宅・不動産 不動産 ［VRI］東急不動産

住宅・不動産 不動産 ［VRI］藤和不動産

住宅・不動産 不動産 ［VRI］日本綜合地所

住宅・不動産 不動産 ［VRI］不動産インフォメディア

住宅・不動産 不動産 ［VRI］野村不動産

金融・保険業 銀行 ［VRI］SBJ銀行

金融・保険業 信販・クレジット・ファイナンス・ベンチャーキャピタル ［VRI］ビザ・インターナショナル

金融・保険業 信販・クレジット・ファイナンス・ベンチャーキャピタル ［VRI］ファーストクレジット

金融・保険業 信販・クレジット・ファイナンス・ベンチャーキャピタル ［VRI］マスターカード

金融・保険業 消費者金融 ［VRI］シンキ

金融・保険業 消費者金融 ［VRI］シンキ

金融・保険業 保険 ［VRI］SBIアクサ生命保険

金融・保険業 保険 ［VRI］アリコジャパン

金融・保険業 保険 ［VRI］オリックス生命保険

金融・保険業 保険 ［VRI］ソニー生命保険

金融・保険業 保険 ［VRI］ライフネット生命保険

金融・保険業 保険 ［VRI］損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］DMM.com証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］MRIインターナショナル

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］クロワール

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］セントラル短資FX金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］セントラル短資FX

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］そしあす証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］フォーランドフォレックス

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］マネーパートナーズ

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ［VRI］岩井証券

運輸・倉庫 空運業 ［VRI］タイ国際航空

運輸・倉庫 空運業 ［VRI］ルフトハンザドイツ航空

運輸・倉庫 倉庫・運輸関連業 ［VRI］ディー・エイチ・エル・ジャパン

メディア 放送 ［VRI］日本レジャーチャンネル

メディア 広告 ［VRI］TopNews

メディア 出版 ［VRI］NHK出版

メディア 出版 ［VRI］アルク

メディア 出版 ［VRI］スターツ出版

メディア 出版 ［VRI］ダイヤモンド社

メディア 出版 ［VRI］トップアスリート

メディア 出版 ［VRI］マガジンハウス

メディア 出版 ［VRI］モーターマガジン社

メディア 出版 ［VRI］旺文社

専門店（小売） 専門店（繊維・服飾） ［VRI］ギルト・グループ

専門店（小売） 専門店（カメラ・メガネ） ［VRI］カメラのキタムラ

専門店（小売） 専門店（貴金属・時計） ［VRI］田中貴金属ジュエリー

専門店（小売） 専門店（音楽・映画関連） ［VRI］カルチュア・コンビニエンス・クラブ

専門店（小売） 専門店（総合型） ［VRI］ウイルコ

専門店（小売） 専門店（総合型） ［VRI］スクロール専門店（小売） 専門店（総合型） ［VRI］スクロール

専門店（小売） 専門店（総合型） ［VRI］スタートトゥデイ

専門店（小売） 専門店（総合型） ［VRI］レミントン

専門店（小売） 専門店（総合型） ［VRI］全国通販

専門店（小売） その他の専門店 ［VRI］ディー・エヌ・エー

専門店（小売） 専門店（食品・飲料） ［VRI］サミットネットスーパー

フードサービス レストラン・フード（ファーストフード・喫茶） ［VRI］フォーシーズ

フードサービス レストラン・フード（ファーストフード・喫茶） ［VRI］吉野家

その他のサービス 専門コンサルタント ［VRI］誠心

その他のサービス ビジネス情報サービス ［VRI］NTTナビスペース

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 ［VRI］クラブメッド

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 ［VRI］トリップアドバイザーそ 旅 観光 ［ ］

その他のサービス レジャー・アミューズメント ［VRI］JKA

その他のサービス スポーツ・ヘルス関連 ［VRI］ゴルフダイジェスト・オンライン

その他のサービス 芸能・芸術 ［VRI］ウォルト・ディズニー・ジャパン

その他のサービス 芸能・芸術 ［VRI］ブエナビスタインターナショナルジャパン

その他のサービス 理容・美容・エステ ［VRI］エル

その他のサービス 理容・美容・エステ ［VRI］バイオテック

その他のサービス 医療・看護 ［VRI］ニチイ学館

その他のサービス 医療・看護 ［VRI］未来設計

その他のサービス 教育 ［VRI］四谷大塚

その他のサービス 教育 ［VRI］日本創芸学院

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］ワールド・ビジョン・ジャパンその他のサービス 団体・連合会 ［VRI］ワールド・ビジョン・ジャパン

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］国際協力機構（JICA）

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］日本フォスター・プラン協会

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］日本原子力文化振興財団

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］日本臓器移植ネットワーク

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］日本貸金業協会

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］日本宝くじ協会

その他のサービス 団体・連合会 ［VRI］日本野球機構
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