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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8月9日(火) より、下記のマスタファイルを更新いたしました。

①VRI公開 サイトグループ更新内容（2011年8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

エンタメ・音楽 radiko

エンタメ・音楽 リアルライブ

エンタメ・音楽 東京ディズニーリゾート

グルメ マイレシピ.com

ショッピング LUXA

ショッピング くまポン

ソーシャル・コミュニティ Panoramio

ソーシャル・コミュニティ Togetter

ソーシャル・コミュニティ tumblr

ソーシャル・コミュニティ twitpic

ソーシャル・コミュニティ キャスフィ（学生コミュニティポータル）

ソーシャル・コミュニティ ニコニ･コモンズ

ソーシャル・コミュニティ ブクログ

ニュース・総合 CNN

ニュース・総合 日テレ・NEWS24

ブログ WorldPress

検索 2ch検索

検索 kotobank

検索 Wikipedia

検索 動画検索サイトWoopie

cciメディアシート掲載サイト GQ JAPAN

cciメディアシート掲載サイト J-CAST ニュース

cciメディアシート掲載サイト nissen(ニッセンオンライン)

cciメディアシート掲載サイト Ustream

cciメディアシート掲載サイト WIRED.JP

cciメディアシート掲載サイト 中日スポーツ・東京中日スポーツ

【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

ショッピング MSNショッピング

ブログ MyBSムービーブログ

ブログ らじろぐ

金融・オンライントレード 丸八証券・スタートレード

金融・クレジットカード セントラルファイナンス

cciメディアシート掲載サイト CBCテレビ(中部日本放送)

cciメディアシート掲載サイト ｉタウンページ

cciメディアシート掲載サイト kurasse（クラッセ）／学研

cciメディアシート掲載サイト TSUTAYA DISCAS

cciメディアシート掲載サイト TSUTAYA online

cciメディアシート掲載サイト チャンスイット！

cciメディアシート掲載サイト トレミー

cciメディアシート掲載サイト トレミー

cciメディアシート掲載サイト 毎日放送

【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 旧サイト名

金融・オンライントレード スター為替証券 スターアセット証券

②ＶＲＩ公開 業種別サイトカテゴリ更新内容 （2011年8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 世田谷自然食品

製造業 水産・食品・飲料 大地を守る会

製造業 繊維・衣料 ファミリア

製造業 医薬品 三省製薬

製造業 電気機器・電子部品 HTC Nippon

製造業 精密機器・事務機器 オリンパスイメージング

ＩＴ業種 通信・ネットワーク UQコミュニケーションズ

ＩＴ業種 インターネット関連事業 DNPソーシャルリンク

ＩＴ業種 インターネット関連事業 GMOくまポン

ＩＴ業種 インターネット関連事業 グミィ

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ビューティーナビ

ＩＴ業種 インターネット関連事業 ルクサ

ＩＴ業種 その他情報サービス e-まちタウン

ＩＴ業種 その他情報サービス オッズ・パーク

ＩＴ業種 その他情報サービス 結婚準備室

住宅・不動産 住宅・建材・エクステリア・インテリア LIXIL

金融・保険業 銀行 イオン銀行

金融・保険業 銀行 じぶん銀行

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 エムアイカード

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 セブン・カードサービス

金融・保険業 保険 かんぽ生命保険

金融・保険業 保険 セゾン自動車火災保険

金融・保険業 保険 東京海上日動火災保険

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 CMC Markets Japan

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド
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【サイト追加】（つづき）
大分類名 中分類名 サイト名

メディア 出版 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン

メディア 出版 角川書店

メディア 出版 朝鮮日報日本語版

メディア 出版 東洋経済新報社

メディア 出版 文藝春秋

専門店（小売） 専門店（自動車関連） オートウェイ

専門店（小売） 専門店（自動車関連） フィアット・グループ・オートモービルズ・ジャパン

専門店（小売） 専門店（電気・機械製品） ジャパネットたかた

専門店（小売） 専門店（書籍・雑誌） イーブックイニシアティブジャパン

専門店（小売） 専門店（総合型） B4F

専門店（小売） 専門店（総合型） ソフト・オン・デマンド

専門店（小売） 専門店（食品・飲料） オイシックス

専門店（小売） 専門店（食品・飲料） カクヤス

専門店（小売） 専門店（身の回品・皮革製品） ブラザー

その他のサービス 専門コンサルタント パートナーエージェント

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 i.JTB

その他のサービス レジャー・アミューズメント TOHOシネマズ

その他のサービス レジャー・アミューズメント オリエンタルランド

その他のサービス 理容・美容・エステ エム・シーネットワークスジャパン

その他のサービス その他サービス メディアパーク

その他のサービス その他サービス 日本自動車連盟

その他のサービス 教育 日本公文教育研究会

その他のサービス 団体・連合会 SAVE JAPAN! PROJECT

その他のサービス 団体・連合会 日本自動車タイヤ協会

その他 企業グループ統括会社 DMJ企業グループ

【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

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 セントラルファイナンス

製造業 水産・食品・飲料 明治製菓

製造業 水産・食品・飲料 明治乳業

【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 日本食研ホールディングス 日本食研

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

製造業 医薬品 ジョンソン・エンド・ジョンソン

製造業 化粧品・洗剤 ディーエイチシー（DHC） DHC

製造業 化粧品・洗剤 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（P&G) P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン)

製造業 電気機器・電子部品 日本電気（NEC） 日本電気

製造業 輸送機器・自動車 ビー・エム・ダブリュー（BMW） BMW

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 マウスコンピューター マウスコンピュータージャパン

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 日本アイ・ビー・エム（IBM） 日本アイ・ビー・エム

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 日本ヒューレット・パッカード（日本HP） 日本ヒューレット・パッカード

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 日本マイクロソフト マイクロソフト

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 日本電気（NEC） 日本電気

ＩＴ業種 通信・ネットワーク NTTコミュニケーションズ

ＩＴ業種 通信・ネットワーク エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ) NTTドコモ

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 カプコン（CAPCOM） カプコン

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 カプコン（CAPCOM） カプコン

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ネクソン ネクソンジャパン

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ネクソン ネクソンジャパン

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 ネクソン ネクソンジャパン

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 三洋物産 SANYO（三洋物産）

ＩＴ業種 その他情報サービス マピオン サイバーマップ・ジャパン

金融・保険業 銀行 ジャパンネット銀行（ジャパンネットバンク） ジャパンネット銀行

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 ジェーシービー（JCB） JCB

金融・保険業 保険 イーデザイン損害保険 イーデザイン損保

金融・保険業 保険 メットライフアリコ アリコジャパン

金融・保険業 保険 損保ジャパンひまわり生命保険 損保ジャパンひまわり生命

金融・保険業 保険 日本生命保険 日本生命保険相互会社

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 GMOクリック証券 クリック証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 IGマーケッツ証券 FX Online Japan

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 SMBC日興証券 日興コーディアル証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 外為ジャパン MJ

運輸・倉庫 陸運業 JR東海 JR東海(東海旅客鉄道)

運輸・倉庫 陸運業 西日本旅客鉄道（JR西日本） JR西日本(西日本旅客鉄道)

運輸・倉庫 陸運業 東日本旅客鉄道（JR東日本） JR東日本(東日本旅客鉄道)

運輸・倉庫 空運業 全日本空輸(ANA) ANA(全日本空輸)

運輸・倉庫 空運業 日本航空(JAL) JAL(日本航空)

メディア 放送 MTV Networks Japan エム・ティー・ヴィー・ジャパン（MTV）

メディア 放送 ジュピター・ショップチャンネル ジュピターショップチャンネル

メディア 放送 東京放送（TBS） TBS(東京放送)

メディア 放送 日本テレビ放送網（NTV） 日本テレビ放送網

メディア 放送 日本放送協会(NHK) NHK(日本放送協会)

メディア 出版 ハースト婦人画報社 アシェット婦人画報社

メディア 出版 日本コロムビア コロムビアミュージックエンタテインメント

卸売・百貨店・スーパー・コンビニ･キヨスク 百貨店 そごう・西武 そごう

卸売・百貨店・スーパー・コンビニ･キヨスク 百貨店 三越伊勢丹 三越

卸売・百貨店・スーパー・コンビニ･キヨスク スーパー・ストア 西友 SEIYU

卸売・百貨店・スーパー・コンビニ･キヨスク コンビニエンスストア セブンイレブン・ジャパン セブンイレブンジャパン

専門店（小売） 専門店（音楽・映画関連） DMM.com デジタルメディアマート

専門店（小売） 専門店（書籍・雑誌） セブンネットショッピング セブンアンドワイ

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 エイチ・アイ・エス HIS(エイチ・アイ・エス)

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 エイチ・アイ・エス HIS(エイチ・アイ・エス)

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 ジェイティービー(JTB) JTB

その他 企業グループ統括会社 エディオングループ エディオン

ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson&Johnson)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(NTTコミュニケーションズ)
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