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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10月1日(金) 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4月版）をもとに
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10月）

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

サイトグループ名 サイト名

ニュース・総合 Nikkei.com

金融・保険 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命

検索 Baidu

検索 Fooooo

検索 NAVER

cciメディアシート掲載サイト SankeiBiz（サンケイビズ）

【サイト削除】
以下サイトを [VRI公開サイトグループ] より削除いたします。

サイトグループ名 サイト名

金融・消費者金融 ネットカード

金融・保険 アクサフィナンシャル生命

金融・オンライントレード オリックス証券

金融・オンライントレード そしあす証券　トレジャーネット

金融・オンライントレード タイコム証券　TRADE PRO

検索 テクノラティジャパン

ブログ CAT-Vスクエアブログ

ブログ Doblog

ブログ MYU

cciメディアシート掲載サイト BPnetキャリワカ

cciメディアシート掲載サイト hi-ho（ハイホー）

cciメディアシート掲載サイト みんなの経済新聞NETWORK

DACアドネットワークガイド掲載サイト hi-ho（ハイホー）

DACアドネットワークガイド掲載サイト NEXTMUSIC Japan 

DACアドネットワークガイド掲載サイト おはなし絵本クラブ

DACアドネットワークガイド掲載サイト デジタルef

DACアドネットワークガイド掲載サイト ネットくん

DACアドネットワークガイド掲載サイト みんなの経済新聞NETWORK

DACアドネットワークガイド掲載サイト 懸賞BOX

【サイト名変更】
以下サイトのサイト名を変更いたします。

サイトグループ名 サイト名 旧サイトグループ名

ニュース・総合 SankeiBiz（サンケイビズ） Fuji Sankei Business i.（フジサンケイビジネスアイ）

金融・インターネットバンキング 三井住友銀行インターネットバンキング（SMBCダイ三井住友銀行One'sダイレクト

金融・オンライントレード 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券 三菱UFJ証券

不動産 住宅情報ナビ×SUUMO(スーモ) 住宅情報ナビ

ショッピング ニッセンオンライン nissen

地図・交通 @nifty地図 いつもNAVI @nifty地図　いつもガイド

地図・交通 Bing 地図 Bing Maps

エンタメ・音楽 @Victor Entertainment Victor Entertainment

エンタメ・音楽 HMV ONLINE HMV Japan

エンタメ・音楽 Sony Music Sony Music Online Japan

エンタメ・音楽 TOHOシネマズ tohotheater.jp

エンタメ・音楽 Yahoo!ミュージック Yahoo!音楽

エンタメ・音楽 音楽 CD ライブ - MSN エンタメ MSN音楽

ブログ Ameba（アメーバ） Ameba by CyberAgent

ブログ みんカラ みんから

ブログ 楽天ブログ 楽天広場

cciメディアシート掲載サイト Ameba（アメーバ） Ameba by CyberAgent

cciメディアシート掲載サイト GyaO! GyaO

cciメディアシート掲載サイト RANKING NEWS by oricon RANKING NEWS

cciメディアシート掲載サイト レコードチャイナ Record China

cciメディアシート掲載サイト 日経ビジネスAssocie Associe Online

DACアドネットワークガイド掲載サイト Ameba（アメーバ） Ameba by CyberAgent

DACアドネットワークガイド掲載サイト cafeglobe.com（カフェグローブ・ドット・コム） cafeglobe.com

DACアドネットワークガイド掲載サイト GyaO! GyaO

DACアドネットワークガイド掲載サイト Gガイド.テレビ王国 SGG(syndicated Gガイド）

DACアドネットワークガイド掲載サイト pixiv(ピクシブ) pixiv

DACアドネットワークガイド掲載サイト SankeiBiz（サンケイビズ） Fuji Sankei Business i.（フジサンケイビジネスアイ）

DACアドネットワークガイド掲載サイト SPACE SHOWER TV スペースシャワーTV.COM

DACアドネットワークガイド掲載サイト VIBE VIBE

DACアドネットワークガイド掲載サイト いぬのきもち＆ねこのきもち いぬのきもち　ねこのきもち

DACアドネットワークガイド掲載サイト オレンジページnet オレンジページ net

DACアドネットワークガイド掲載サイト ケアマネジメントオンライン ケアマネジメントオンライン 

DACアドネットワークガイド掲載サイト サンプルファン.com サンプルファン.com

DACアドネットワークガイド掲載サイト ニッセンオンライン nissen

DACアドネットワークガイド掲載サイト 日経ビジネスAssocie Associe Online
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②ＶＲＩ公開 業種別サイトカテゴリ更新内容 （2010年10月）

【サイト追加】

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 UCC上島珈琲

製造業 水産・食品・飲料 アクアクララ

製造業 水産・食品・飲料 永谷園

製造業 水産・食品・飲料 自然食研

製造業 水産・食品・飲料 味の素ゼネラルフーヅ(AGF)

製造業 化粧品・洗剤 TTI・エルビュー

製造業 化粧品・洗剤 ドクタープログラム

製造業 化粧品・洗剤 ピュール

製造業 メガネ・時計・貴金属 田中貴金属工業

製造業 電気機器・電子部品 トリア・ビューティ・ジャパン

製造業 精密機器・事務機器 富士フイルム

ＩＴ業種 通信・ネットワーク イー･アクセス

ＩＴ業種 通信・ネットワーク スカイプ

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 バンダイ

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ACCESSPORT

ＩＴ業種 インターネット関連事業 Twitter

ＩＴ業種 インターネット関連事業 オーマ

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ファーストサーバ

ＩＴ業種 インターネット関連事業 フォートラベル

ＩＴ業種 インターネット関連事業 リアルワールド

ＩＴ業種 インターネット関連事業 楽天写真館

住宅・不動産 不動産 みずほ信不動産販売

金融・保険業 銀行 セブン銀行

金融・保険業 銀行 ゆうちょ銀行

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三菱UFJニコス

金融・保険業 保険 SBI損害保険

金融・保険業 保険 アメリカンホーム保険会社

金融・保険業 保険 朝日生命保険

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 FXトレーディングシステムズ

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 MJ

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 エイチ・エス証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 マネックス証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 みずほ証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 三京証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 日興コーディアル証券

金融・保険業 金融情報サービス 東京証券取引所

運輸・倉庫 陸運業 東京地下鉄

運輸・倉庫 陸運業 東日本高速道路

運輸・倉庫 倉庫・運輸関連業 郵便事業

メディア 放送 TBSラジオ&コミュニケーションズ

メディア 放送 エム・ティー・ヴィー・ジャパン（MTV）

メディア 放送 ジュピターテレコム

メディア 放送 テレビ大阪

メディア 放送 関西テレビ放送

メディア 出版 アシェット婦人画報社

メディア 出版 ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

メディア 出版 デアゴスティーニ・ジャパン

メディア 出版 ポニーキャニオン

メディア 出版 小学館集英社プロダクション

メディア 新聞 Record China

メディア 新聞 ウォール・ストリート・ジャーナル・ジャパン

メディア 新聞 神戸新聞社

卸売・百貨店・スーパー・コンビニ･キヨスク 百貨店 ルミネ

専門店（小売） 専門店（自動車関連） オートックワン

専門店（小売） 専門店（事務機器・ＯＡ機器） Project White

専門店（小売） 専門店（書籍・雑誌） パピレス

専門店（小売） 専門店（総合型） GLS JAPAN

専門店（小売） 専門店（総合型） QVCジャパン

専門店（小売） 専門店（総合型） ジモス

専門店（小売） 専門店（総合型） ティーライフ

専門店（小売） 専門店（総合型） 健康生活

専門店（小売） その他の専門店 千趣会イイハナ

専門店（小売） 専門店（食品・飲料） 土居珈琲

専門店（小売） 専門店（漢方薬・薬草・健康食品） 日本予防医薬

専門店（小売） 専門店（花・植物・ペット） ペットオフィス

専門店（小売） 専門店（身の回品・皮革製品） クロックス・ジャパン

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） ドミノ・ピザジャパン

その他のサービス マーケティング オリコン

その他のサービス ホテル・旅館 大和リゾート

その他のサービス ホテル・旅館 東急ホテルズ

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 Hotels.com

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 WILLER TRAVEL

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 オクトパストラベル・ジャパン

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 楽天トラベル

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 富士急ハイランド

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 旅行計画

その他のサービス スポーツ・ヘルス関連 読売巨人軍

その他のサービス 芸能・芸術 NHKエンタープライズ

その他のサービス 理容・美容・エステ ラ・パルレ

その他のサービス 教育 学文社

その他のサービス 教育 高宮学園

その他のサービス 教育 日本サイバー教育研究所

その他のサービス 団体・連合会 ATARIMAEプロジェクト事務局

その他のサービス 団体・連合会 ウィンドウズデジタルライフスタイルコンソーシアム

その他のサービス 団体・連合会 全国ビスケット協会

その他のサービス 団体・連合会 日本サッカー協会

その他のサービス 団体・連合会 日本気象協会
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【サイト削除】

下記サイトを新たに [VRI公開業種別サイトカテゴリ] より削除いたします。

大分類名 中分類名 サイト名

製造業 化粧品・洗剤 イーコスメ

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ショックウェーブ エンターテインメント

ＩＴ業種 インターネット関連事業 NSK Systems

ＩＴ業種 インターネット関連事業 インプロス

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ジョインベスト証券

その他のサービス 芸能・芸術 ブエナビスタインターナショナルジャパン

サイト名変更】

下記サイトのサイト名を変更いたします。

大分類名 中分類名 サイト名 旧サイト名

製造業 水産・食品・飲料 スッキリライフ通販（ハーブ健康本舗） ハーブ健康本舗

製造業 医薬品 MSD (Merck Sharp & Dohme) 株式会社 万有製薬

製造業 楽器・スポーツ グローブライド株式会社 ダイワ精工

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 ブラザー工業 ブラザー

金融・保険業 銀行 楽天銀行株式会社 イーバンク銀行

金融・保険業 銀行 池田銀行泉州銀行 泉州銀行

金融・保険業 保険 アクサ生命保険株式会社 SBIアクサ生命保険

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 むさし証券株式会社 そしあす証券

石油・電気・ガス業 石油 JX日鉱日石エネルギー 新日本石油

運輸・倉庫 空運業 デルタ航空 ノースウエスト航空会社

メディア 出版 ジェネオン・ ユニバーサル・ エンターテイメントジャパン合同会社 ジェネオンエンタテインメント

専門店（小売） 専門店（総合型） スクロールショップ ムトウ

その他のサービス マーケティング インテージ インテージ・インタラクティブ

専門店（小売） 専門店（電気・機械製品） ソニー ソニーマーケティング
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