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広告の挙動 For View / スマートフォンWEB トップページ

【挙動】
（1）スマートフォン ブランドパネル（動画）が表示されます。

ユーザー設定に応じて、動画再生が「自動再生」または「Tap to Play」になります。
「自動再生」の場合、広告表示領域が50%以上になると動画が再生開始し、50%未満になると再生停止します。
※動画が配信されない環境では、動画サムネイル画像が表示されます。動画サムネイル画像をタップすると指定リンク先

に遷移します。
（2）広告枠をタップすると、端末の向きに応じて、フルスクリーン/エキスパンド表示になります。

インライン表示時の動画再生状況によって、フルスクリーン/エキスパンド表示時の動画再生開始箇所が異なります。
・インライン – 自動再生:インライン表示時の動画再生途中から再生再開
・インライン – Tap to play:動画冒頭から再生開始

（3）フルスクリーン/エキスパンド表示時、右上に表示される「閉じる」ボタンをタップすると、インライン表示に戻ります。
（4）インライン/フルスクリーン/エキスパンド状態で、

動画再生完了時に表示される各ボタンをタップすると、それぞれ以下の動作になります。
・インライン – 「再生する」ボタン:端末の向きに応じて、フルスクリーン/エキスパンド表示になり

動画冒頭から再生します。
・インライン – 「リンク先遷移」ボタン:指定リンク先に遷移します。
・フルスクリーン/エキスパンド – 「再生する」ボタン:端末の向きに応じて、動画冒頭から再生します。
・フルスクリーン/エキスパンド – 「リンク先遷移」ボタン:指定リンク先に遷移します。

広告枠をタップ 端末の向きを変える

インライン フルスクリーン
「閉じる」ボタンをタップ

エキスパンド

×

詳しくはこちら

詳しくはこち
ら

スマートフォン ブランドパネル（動画）

・ユーザーの動画自動再生設定が「常にする」の場合

・ユーザーの動画自動再生設定が「常にしない」の場合

00:00

【自動再生】
広告表示領域が
50%以上になると動画が自動再生開始
50%未満になると動画が再生停止

【Tap to Play】
静止画像上に
再生ボタンおよび動画尺を表示
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状態別各表示仕様 –インライン（For View / スマートフォンWEB トップページ）

【再生開始前】
・ユーザーの動画自動再生設定「自動再生」「Tap to play」共通

※再生ボタンは、サイズ固定でセンタリング表示です。
※入稿した静止画像が表示されます。

【再生開始/再開】
・ユーザーの動画自動再生設定が「自動再生」で広告表示領域が50%以上の場合のみ

【再生一時停止】
・ユーザーの動画自動再生設定が「自動再生」で広告表示領域が50%未満の場合のみ

※再生ボタンおよび動画尺の表示位置は、再生開始前と同様です。

【再生終了】

※各ボタンは、サイズ固定でセンタリング表示です。
※入稿した静止画像が表示されます。

静止画像
68px

68px

00:0022px

33px

「再生」ボタン表示

「動画尺」表示

動画

6px
6px

16px

14px

動画（再生途中画面）

00:00
再生する

詳しくはこちら

静止画像

再生する

詳しくはこちら

44px

44px

22px

「再生」ボタン
リンク先遷移ボタン表示

00:00 00:00

6px6px0:1522px

57 px

・「アニメーション」及び「動画
秒数カウントダウン」表示

0:15

スマートフォン ブランドパネル（動画）
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状態別各表示仕様 – フルスクリーン（For View / スマートフォンWEB トップページ）

※再生時（画面タップ時）に表示される以下は、3秒経過後、自動で非表示に切り替わります。（画面を再タップすると表示⇔非表示が切り替わります）
・再生（画面タップ）時の「一時停止」ボタン
・動画尺およびプログレスバー

※以下ボタンの表示サイズは「状態別各表示仕様 – インライン」と同様です。
・再生（画面タップ）時の「一時停止」ボタン
・一時停止時の「再生」ボタン
・再生終了時の「再生」ボタンおよびリンク先遷移ボタン

※再生終了時は、入稿した静止画像が表示されます。

再生（フルスクリーン起動直後）

動画

再生（画面タップ時） 一時停止 再生終了

動画 動画（再生途中画面） 静止画像

「閉じる」ボタン
・タップするとインライン表示に戻ります。

再生する

詳しくはこちら

リンク先遷移ボタン
・タップすると指定リンク先に遷移します。

動画尺およびプログレスバー
・プログレスバーの⾧さは端末サイズによって異なります。
・右端に動画尺、左端に経過秒数表示。
・経過分青いバーが表示されます。

スマートフォン ブランドパネル（動画）
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状態別各表示仕様 –エキスパンド（For View / スマートフォンWEB トップページ）

※動画尺およびプログレスバーについては「状態別各表示仕様 – フルスクリーン」を参照してください。
※以下ボタンの表示サイズや機能については「状態別各表示仕様 – インライン」と同様です。

・再生（画面タップ）時の「一時停止」ボタン
・一時停止時の「再生」ボタン
・再生終了時の「再生」ボタンおよびリンク先遷移ボタン

※再生終了時は、入稿した静止画像が表示されます。
※iPhone XやAndroidで液晶サイズが大きい端末の場合、動画表示は「16:9」の画面内最大表示となりますが、左右に黒余白が表示されることがあります。

「閉じる」ボタンやリンク先遷移ボタンの配置も、上記の限りではありません。

再生（フルスクリーン起動直後）

再生（画面タップ時）

一時停止

再生終了

詳しくはこちら

動画

8px

4

詳しくはこちら

102px

8px
26px

64px

リンク先遷移ボタン表示

スマートフォン ブランドパネル（動画）

20px

20px
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広告の挙動 For Click / スマートフォンWEB トップページ

広告枠をタップ

インライン

・ユーザーの動画自動再生設定が「常にする」の場合

・ユーザーの動画自動再生設定が「常にしない」の場合

【自動再生】
広告表示領域が
50%以上になると動画が自動再生開始
50%未満になると動画が再生停止

リンク先

スマートフォン ブランドパネル（動画）

00:00

【Tap to Play】
静止画像上に
再生ボタンおよび動画尺を表示

【挙動】
（1）ブランドパネル SP（動画）が表示されます。

＜ユーザーの動画再生の設定が「自動再生」の場合＞
（2） 広告表示領域が50%以上になると動画が再生開始し、50%未満になると再生停止します。

常に「音声オフ」の状態で再生されます。
※動画が配信されない環境では、動画サムネイル画像が表示されます。動画サムネイル画像をタップすると指定リ

ンク先に遷移します。
（3）広告枠をタップすると指定リンク先に遷移します。

＜ユーザーの動画再生の設定が「常にしない」の場合＞
広告枠をタップすると、端末の向きに応じて、フルスクリーン/エキスパンド表示になり、（ForView）と同じ挙動とな
ります。詳しくは、広告の挙動 （For View）をご確認ください。
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状態別各表示仕様 – インライン（For Click / スマートフォンWEB トップページ）

【再生開始前】
・ユーザーの動画自動再生設定「自動再生」

※入稿した静止画像が表示されます。

【再生開始/再開】
・ユーザーの動画自動再生設定が「自動再生」で広告表示領域が50%以上の場合のみ

【再生一時停止】
・ユーザーの動画自動再生設定が「自動再生」で広告表示領域が50%未満の場合のみ

※遷移アテンションと動画尺の表示位置は、再生開始前と同様です。
一時停止中は、常時表示です。

【再生終了】

※ボタンは、サイズ固定でセンタリング表示です。
※入稿した静止画像が表示されます。

静止画像

動画

動画（再生途中画面）

詳しくはこちら

静止画像

詳しくはこちら44px

44px

リンク先遷移ボタン表示

00:00 00:00

※フルスクリーン遷移挙動とユーザー誤認を避けるために、
タップするとリンク先に遷移する旨のアテンションを再生開
始から一定時間表示します。
表示文言:※動画をタップすると外部サイトへ遷移します

※動画をタップすると外部サイトへ遷移します

※動画をタップすると外部サイトへ遷移します※動画をタップすると外部サイトへ遷移します
00:0022px

33px

「動画尺」表示

22px※動画 します

約240px

00:00

スマートフォン ブランドパネル（動画）


