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株式会社ビデオリサーチインタラクティブ

■ VRI 公開 サイトグループ 更新内容（2009年8月）

【追加サイト】
下記サイトを新たに [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 サイトグループ名 サイト名

ニュース・総合 レコードチャイナ 検索 Bing

ニュース・IT CNET JAPAN 検索 e-Words

金融・クレジットカード NTTグループカード 検索 MARS FLAG

金融・クレジットカード SBIベリトランス 地図・交通 NEXCO中日本

金融・クレジットカード セディナ（Cedyna） 地図・交通 いつもNAVI

金融・オンライントレード LION FX 地図・交通 エキテン

金融・オンライントレード 外為どっとコム 地図・交通 ジョルダン

スポーツ 日本野球機構 地図・交通 AlpsMap

ショッピング Joshin web エンタメ・音楽 eiga.com

ショッピング ZOZORESORT エンタメ・音楽 mora

ショッピング イトーヨーカドー インターネットショッピング エンタメ・音楽 UNIVERSAL MUSIC

ショッピング カラメル エンタメ・音楽 シネマトゥデイ

ショッピング ソフマップ.com ゲーム ディズニーゲームズ

ショッピング トイザらス ゲーム トラビアン

ショッピング はぴねすくらぶ オンラインショップ ゲーム 不思議なピクミー

ショッピング ブックオフオンライン トラベル @nifty旅行

ショッピング ベルーナ トラベル BIGLOBEトラベル

ショッピング モバオク トラベル goo旅行

ショッピング ローチケ.com トラベル MSNトラベル

ショッピング えがお トラベル Yahoo!トラベル

ショッピング 紀伊國屋書店 トラベル トラベルコちゃん

ショッピング ライオン オンラインショップ トラベル ホテル物語

ショッピング パルシステム トラベル 一休.com

ショッピング 大豆気分 トラベル 楽天トラベル

ショッピング 長寿の里 コミュニティ freeml

動画 Woopie コミュニティ MySpace

動画 MEGAVIDEO コミュニティ pixiv(ピクシブ)

動画 zoome

女性 girlswalker.com

女性 ピジョンインフォ

【分類変更サイト】
下記サイトについて、収録サイトグループを変更いたします。

サイト名 旧サイトグループ 新サイトグループ

ワザップ! エンタメ・音楽 → ゲーム
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【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  サイト名

製造業 水産・食品・飲料 えがお

製造業 水産・食品・飲料 山田養蜂場

製造業 水産・食品・飲料 カルピス

製造業 医薬品 大塚製薬

製造業 医薬品 万有製薬

製造業 化粧品・洗剤 オージオ

製造業 化粧品・洗剤 エル・ド・ボーテ

製造業 化粧品・洗剤 ハーバー研究所

製造業 電気機器・電子部品 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ

ＩＴ業種 コンピュータ・OA機器 日本エイサー

ＩＴ業種 通信・ネットワーク NTTぷらら

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 セガ

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 三洋物産

ＩＴ業種 ゲーム・アミューズメント機器 日本ファルコム

ＩＴ業種 インターネット関連事業 オークファン

ＩＴ業種 その他情報サービス 比較.com

住宅・不動産 不動産 三井不動産販売

住宅・不動産 不動産 有楽土地住宅販売

住宅・不動産 不動産 野村不動産アーバンネット

金融・保険業 銀行 あおぞら銀行

金融・保険業 銀行 ソニー銀行

金融・保険業 銀行 シティバンク銀行

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 シティカードジャパン

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 セディナ

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 ビットワレット

金融・保険業 消費者金融 モビット

金融・保険業 保険 ソニー損害保険

金融・保険業 保険 三井ダイレクト損害保険

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 外為どっとコム

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 SBIホールディングス

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 クリック証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 ひまわり証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 三菱UFJ証券

金融・保険業 証券・投信・投資顧問 フォレックス・トレード

運輸・倉庫 陸運業 NEXCO中日本

運輸・倉庫 空運業 ノースウエスト航空会社

メディア 放送 スカパー！

メディア 出版 アスキー・メディアワークス

メディア 出版 カタログハウス

メディア 出版 エンターブレイン

メディア 新聞 報知新聞社　

メディア その他のメディア ワールド・ファミリー

専門店（小売） 専門店（集合型） オットージャパン

専門店（小売） 専門店（自動車関連） ガリバーインターナショナル

専門店（小売） 専門店（自動車関連） レッドバロン

専門店（小売） 専門店（総合型） はぴねすくらぶオンラインショップ

専門店（小売） 専門店（総合型） イマージュ・ネット

専門店（小売） 専門店（食品・飲料） ブルックス

その他のサービス 専門コンサルタント オーネット

その他のサービス 人材派遣 ジョブダイレクト

その他のサービス ホテル・旅館 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン

その他のサービス 旅行・観光・遊園地 トラベルズー

その他のサービス レジャー・アミューズメント 東急文化村

その他のサービス 芸能・芸術 アスミック・エースエンタテインメント

その他のサービス 芸能・芸術 ウォルト・ディズニー・スタジオ

その他のサービス デザイン・印刷・製本・看板 VistaPrint Inc.

その他のサービス 教育 エブリデイ出版

その他のサービス 団体・連合会 日本ユニセフ協会

その他のサービス 団体・連合会 パルシステム生活協同組合連合会


