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オーディエンスカテゴリーターゲティング
販売カテゴリー一覧
有効期間

2021年1月5日（火）～2021年3月31日（水）

1 /9

興味関心

1/2

該当カテゴリーを閲覧したり、関連キーワードを検索するなど、該当カテゴリーに定期的に興味関心を示しているユーザーに配信が可能です。
リーチを広げる場合や、幅広いユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
ショッピング
ショッピング/買い物好き
ショッピング/高級ブランド好き
旅行
旅行/旅行好き
旅行/旅行好き/スノーリゾート
旅行/旅行好き/ビーチリゾート
旅行/旅行好き/家族旅行
旅行/旅行好き/豪華旅行
旅行/出張の多い人
ニュース、情報メディア
ニュース、情報メディア/ニュース好き
ニュース、情報メディア/ニュース好き/政治
ニュース、情報メディア/ニュース好き/経済
ニュース、情報メディア/ニュース好き/エンタメ
ニュース、情報メディア/ニュース好き/テクノロジー（IT）
ニュース、情報メディア/ニュース好き/サイエンス（科学）
ニュース、情報メディア/女性向けメディア好き
ニュース、情報メディア/男性向けメディア好き
スポーツ、フィットネス
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/野球
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/野球/プロ野球
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/野球/メジャーリーグ
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/野球/高校野球
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/サッカー
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/サッカー/Jリーグ
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/サッカー/海外サッカー
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/競馬
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/ゴルフ
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/スキー
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/スノーボード
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/フィギュアスケート
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/F1
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/バレーボール
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/テニス
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/バスケットボール
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/格闘技
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/相撲
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/ランニング
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/サイクリング
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/バドミントン
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/卓球
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/ダンス、バレエ
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/マリンスポーツ
スポーツ、フィットネス/スポーツ好き/水泳
スポーツ、フィットネス/フィットネス、トレーニング好き
スポーツ、フィットネス/ヨガ、ピラティス好き
銀行、金融
銀行、金融/投資家

フルカテゴリー名(英語)
Shopping
Shopping/Shoppers
Shopping/Luxury shoppers
Travel
Travel/Travel buffs
Travel/Travel buffs/Snow resorts
Travel/Travel buffs/Beach resorts
Travel/Travel buffs/Family vacationers
Travel/Travel buffs/Luxury travelers
Travel/Business travelers
News, media
News, media/Avid news readers
News, media/Avid news readers/Politics
News, media/Avid news readers/Economics
News, media/Avid news readers/Entertainment
News, media/Avid news readers/Technology (IT)
News, media/Avid news readers/Science
News, media/Women's media fans
News, media/Men's media fans
Sports, fitness
Sports, fitness/Sports fans
Sports, fitness/Sports fans/Baseball
Sports, fitness/Sports fans/Baseball/Professional baseball
Sports, fitness/Sports fans/Baseball/Major League
Sports, fitness/Sports fans/Baseball/National high school baseball
Sports, fitness/Sports fans/Soccer
Sports, fitness/Sports fans/Soccer/J.League
Sports, fitness/Sports fans/Soccer/International soccer
Sports, fitness/Sports fans/Horse racing
Sports, fitness/Sports fans/Golf
Sports, fitness/Sports fans/Skiing
Sports, fitness/Sports fans/Snowboarding
Sports, fitness/Sports fans/Figure skating
Sports, fitness/Sports fans/Formula 1
Sports, fitness/Sports fans/Volleyball
Sports, fitness/Sports fans/Tennis
Sports, fitness/Sports fans/Basketball
Sports, fitness/Sports fans/Fighting
Sports, fitness/Sports fans/Sumo wrestling
Sports, fitness/Sports fans/Running
Sports, fitness/Sports fans/Cycling
Sports, fitness/Sports fans/Badminton
Sports, fitness/Sports fans/Table tennis
Sports, fitness/Sports fans/Dance, ballet
Sports, fitness/Sports fans/Marine sports
Sports, fitness/Sports fans/Swimming
Sports, fitness/Fitness, workout buffs
Sports, fitness/Yoga, pilates lovers
Banking & Finance
Banking & Finance/Avid investors
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該当カテゴリーを閲覧したり、関連キーワードを検索するなど、該当カテゴリーに定期的に興味関心を示しているユーザーに配信が可能です。
リーチを広げる場合や、幅広いユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
メディア、エンターテインメント
メディア、エンターテインメント/テレビ好き
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/国内ドラマ
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/海外ドラマ
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/スポーツ
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/音楽
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/バラエティー
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/アニメ
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/ニュース、報道
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/情報、ワイドショー
メディア、エンターテインメント/テレビ好き/ドキュメンタリー、教養
メディア、エンターテインメント/ラジオ好き
メディア、エンターテインメント/音楽好き
メディア、エンターテインメント/音楽好き/邦楽ロック、ポップス
メディア、エンターテインメント/音楽好き/洋楽ロック、ポップス
メディア、エンターテインメント/音楽好き/K-POP
メディア、エンターテインメント/音楽好き/ワールドミュージック
メディア、エンターテインメント/音楽好き/アニメソング
メディア、エンターテインメント/音楽好き/クラシック音楽
メディア、エンターテインメント/映画好き
メディア、エンターテインメント/映画好き/SF映画、ファンタジー映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/アクション映画、アドベンチャー映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/アニメ映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/コメディー映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/サスペンス映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/ドキュメンタリー映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/ドラマ映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/ファミリー映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/ホラー映画
メディア、エンターテインメント/映画好き/恋愛映画
メディア、エンターテインメント/演劇好き
メディア、エンターテインメント/アイドル好き
メディア、エンターテインメント/アイドル好き/女性アイドル
メディア、エンターテインメント/アイドル好き/男性アイドル
メディア、エンターテインメント/マンガ好き
メディア、エンターテインメント/読書好き
メディア、エンターテインメント/占い好き
ゲーム
ゲーム/ゲーム好き
ゲーム/ゲーム好き/アクションゲーム
ゲーム/ゲーム好き/アドベンチャーゲーム
ゲーム/ゲーム好き/オンラインゲーム
ゲーム/ゲーム好き/格闘ゲーム
ゲーム/ゲーム好き/シミュレーションゲーム
ゲーム/ゲーム好き/シューティングゲーム
ゲーム/ゲーム好き/スポーツゲーム
ゲーム/ゲーム好き/バラエティーゲーム
ゲーム/ゲーム好き/レースゲーム
ゲーム/ゲーム好き/ロールプレーイングゲーム
ライフスタイル、趣味
ライフスタイル、趣味/アウトドア好き
ライフスタイル、趣味/釣り好き
ライフスタイル、趣味/カメラ好き
ライフスタイル、趣味/アンティーク好き
ライフスタイル、趣味/ギャンブル好き
ライフスタイル、趣味/懸賞好き
ライフスタイル、趣味/工芸好き
ライフスタイル、趣味/自動車好き
ライフスタイル、趣味/高級車好き
ライフスタイル、趣味/バイク好き
ライフスタイル、趣味/鉄道好き
ライフスタイル、趣味/ファッション好き
ライフスタイル、趣味/ペット愛好者
ライフスタイル、趣味/ペット愛好者/犬
ライフスタイル、趣味/ペット愛好者/猫
インテリア、DIY
インテリア、DIY/DIY 愛好者
インテリア、DIY/インテリア好き
グルメ、料理
グルメ、料理/食通
グルメ、料理/料理好き
美容、健康
美容、健康/美容通
美容、健康/健康志向な人

フルカテゴリー名(英語)
Media, entertainment
Media, entertainment/TV lovers
Media, entertainment/TV lovers/Domestic TV drama
Media, entertainment/TV lovers/Overseas TV drama
Media, entertainment/TV lovers/Sports game
Media, entertainment/TV lovers/Music
Media, entertainment/TV lovers/Variety show
Media, entertainment/TV lovers/Anime
Media, entertainment/TV lovers/News, report
Media, entertainment/TV lovers/Information, tabloid talk show
Media, entertainment/TV lovers/Documentary, educational
Media, entertainment/Radio lovers
Media, entertainment/Music lovers
Media, entertainment/Music lovers/Japanese rock, pop
Media, entertainment/Music lovers/Foreign rock, pop
Media, entertainment/Music lovers/Kpop
Media, entertainment/Music lovers/World music
Media, entertainment/Music lovers/Anime songs
Media, entertainment/Music lovers/Classical music
Media, entertainment/Movie lovers
Media, entertainment/Movie lovers/Sci-Fi , fantasy movie
Media, entertainment/Movie lovers/Action, adventure movie
Media, entertainment/Movie lovers/Anime movie
Media, entertainment/Movie lovers/Comedy movie
Media, entertainment/Movie lovers/Suspense movie
Media, entertainment/Movie lovers/Documentary movie
Media, entertainment/Movie lovers/Drama movie
Media, entertainment/Movie lovers/Familiy movie
Media, entertainment/Movie lovers/Horror movie
Media, entertainment/Movie lovers/Romance movie
Media, entertainment/Theater aficionados
Media, entertainment/Idol fans
Media, entertainment/Idol fans/Female idol
Media, entertainment/Idol fans/Male idol
Media, entertainment/Comic fans
Media, entertainment/Book lovers
Media, entertainment/Fortune telling lovers
Games
Games/Gamers
Games/Gamers/Action game
Games/Gamers/Adventure game
Games/Gamers/Online game
Games/Gamers/Fighting game
Games/Gamers/Simulation game
Games/Gamers/Shooter game
Games/Gamers/Sports game
Games/Gamers/Variety game
Games/Gamers/Racing game
Games/Gamers/Roleplaying game
Lifestyles, hobbies
Lifestyles, hobbies/Outdoor enthusiasts
Lifestyles, hobbies/Fishing enthusiasts
Lifestyles, hobbies/Photography lovers
Lifestyles, hobbies/Antique lovers
Lifestyles, hobbies/Gambling enthusiasts
Lifestyles, hobbies/Competition lovers
Lifestyles, hobbies/Craft lovers
Lifestyles, hobbies/Vehicle enthusiasts
Lifestyles, hobbies/Luxury vehicle enthusiasts
Lifestyles, hobbies/Motorcycle enthusiasts
Lifestyles, hobbies/Rail buffs
Lifestyles, hobbies/Fashionistas
Lifestyles, hobbies/Pet lovers
Lifestyles, hobbies/Pet lovers/Dogs
Lifestyles, hobbies/Pet lovers/Cats
Home decor, DIY
Home decor, DIY/Do-It-Yourselfers
Home decor, DIY/Home decor enthusiasts
Foodies, cooking
Foodies, cooking/Foodies
Foodies, cooking/Cooking enthusiasts
Beauty, wellness
Beauty, wellness/Beauty mavens
Beauty, wellness/Health conscious
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該当カテゴリーの商品を検索したり、カートに入れるなど、購買を検討しているユーザーや、旅行や結婚などイベントを計画しているユーザーに配信が可能です。
よりコンバージョンしやすいユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
アパレル、アクセサリー
アパレル、アクセサリー/メンズファッション
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/コート、アウター
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/ジャケット
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/トップス
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/ボトムス、パンツ
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/スポーツウエア
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/メンズシューズ
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/メンズバッグ
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/財布、ファッション小物
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/下着、靴下、部屋着
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/スーツ、フォーマル
アパレル、アクセサリー/メンズファッション/水着
アパレル、アクセサリー/レディースファッション
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/コート、アウター
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/ジャケット
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/トップス
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/ボトムス
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/スポーツウエア
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/レディースシューズ
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/レディースバッグ
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/財布、ファッション小物
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/下着、靴下、部屋着
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/スーツ、フォーマル
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/ドレス、ブライダル
アパレル、アクセサリー/レディースファッション/水着
アパレル、アクセサリー/時計、宝石
アパレル、アクセサリー/時計、宝石/腕時計
アパレル、アクセサリー/時計、宝石/ジュエリー
アパレル、アクセサリー/時計、宝石/結婚指輪、婚約指輪
食品、飲料
食品、飲料/食品
食品、飲料/レシピ
食品、飲料/飲料
食品、飲料/飲料/お酒
食品、飲料/飲料/お酒/ワイン
食品、飲料/飲料/お酒/焼酎
食品、飲料/飲料/お酒/日本酒
食品、飲料/飲料/お酒/ビール、発泡酒
食品、飲料/飲料/お酒/洋酒
アウトドア、釣り、旅行用品
アウトドア、釣り、旅行用品/釣り
アウトドア、釣り、旅行用品/アウトドア、キャンプ、登山
アウトドア、釣り、旅行用品/自転車
アウトドア、釣り、旅行用品/旅行用品
コスメ、美容、ヘアケア
コスメ、美容、ヘアケア/スキンケア、フェイスケア商品
コスメ、美容、ヘアケア/メイク、化粧品
コスメ、美容、ヘアケア/香水、香料
コスメ、美容、ヘアケア/バス、ボディー商品
コスメ、美容、ヘアケア/日焼け対策商品
コスメ、美容、ヘアケア/ヘアケア商品
コスメ、美容、ヘアケア/スパ、美容サービス
ダイエット、健康
ダイエット、健康/コンタクトレンズ、ケア用品
ダイエット、健康/ダイエット
ダイエット、健康/花粉症対策
ダイエット、健康/サプリメント
ダイエット、健康/健康飲料、健康食品
家電、スマホ、カメラ
家電、スマホ、カメラ/生活家電
家電、スマホ、カメラ/生活家電/エアコン、暖房
家電、スマホ、カメラ/生活家電/空気清浄機
家電、スマホ、カメラ/生活家電/掃除機
家電、スマホ、カメラ/生活家電/洗濯機、乾燥機
家電、スマホ、カメラ/生活家電/冷蔵庫
家電、スマホ、カメラ/生活家電/炊飯器
家電、スマホ、カメラ/生活家電/電子レンジ
家電、スマホ、カメラ/美容家電
家電、スマホ、カメラ/健康家電
家電、スマホ、カメラ/テレビ
家電、スマホ、カメラ/ブルーレイ、DVDレコーダー
家電、スマホ、カメラ/オーディオ機器
家電、スマホ、カメラ/カメラ
家電、スマホ、カメラ/ビデオカメラ
家電、スマホ、カメラ/スマートフォン
家電、スマホ、カメラ/スマートフォン、タブレットアクセサリー、周辺機器
コンピューター、周辺機器
コンピューター、周辺機器/タブレット端末
コンピューター、周辺機器/ノートパソコン
コンピューター、周辺機器/デスクトップパソコン
コンピューター、周辺機器/ディスプレイ、モニター
コンピューター、周辺機器/プリンター、スキャナー、FAX
コンピューター、周辺機器/PCパーツ、コンピューター用アクセサリー
ソフトウエア
ソフトウエア/アンチウイルス、セキュリティソフト
ソフトウエア/オフィス、ビジネスソフト
ソフトウエア/業務管理、会計ソフト
ソフトウエア/動画、画像、音楽ソフト
ビジネスサービス
ビジネスサービス/クラウドサービス
ビジネスサービス/広告、マーケティングサービス

フルカテゴリー名(英語)
Apparel, accessories
Apparel, accessories/Men's apparel
Apparel, accessories/Men's apparel/Coats, outerwear
Apparel, accessories/Men's apparel/Jackets
Apparel, accessories/Men's apparel/Tops
Apparel, accessories/Men's apparel/Bottoms, pants
Apparel, accessories/Men's apparel/Sportswear
Apparel, accessories/Men's apparel/Men's shoes
Apparel, accessories/Men's apparel/Men's bags
Apparel, accessories/Men's apparel/Wallets, fashion accessories
Apparel, accessories/Men's apparel/Underwear, socks, loungewear
Apparel, accessories/Men's apparel/Suits, formal wear
Apparel, accessories/Men's apparel/Swimwear
Apparel, accessories/Women's apparel
Apparel, accessories/Women's apparel/Coats, outerwear
Apparel, accessories/Women's apparel/Jackets
Apparel, accessories/Women's apparel/Tops
Apparel, accessories/Women's apparel/Bottoms, pants
Apparel, accessories/Women's apparel/Sportswear
Apparel, accessories/Women's apparel/Women's shoes
Apparel, accessories/Women's apparel/Women's bags
Apparel, accessories/Women's apparel/Wallets, fashion accessories
Apparel, accessories/Women's apparel/Underwear, socks, loungewear
Apparel, accessories/Women's apparel/Suits, formal wear
Apparel, accessories/Women's apparel/Formal wear, bridal wear
Apparel, accessories/Women's apparel/Swimwear
Apparel, accessories/Watches, jewelry
Apparel, accessories/Watches, jewelry/Watches
Apparel, accessories/Watches, jewelry/Jewelry
Apparel, accessories/Watches, jewelry/Wedding, engagement rings
Food, beverages
Food, beverages/Food
Food, beverages/Recipe
Food, beverages/Beverages
Food, beverages/Beverages/Alcoholic drinks
Food, beverages/Beverages/Alcoholic drinks/Wine
Food, beverages/Beverages/Alcoholic drinks/Japanese shochu
Food, beverages/Beverages/Alcoholic drinks/Sake
Food, beverages/Beverages/Alcoholic drinks/Beer, low-malt beer
Food, beverages/Beverages/Alcoholic drinks/Imported liquors
Outdoor recreational equipment, fishing equipment, travel accessories
Outdoor recreational equipment, fishing equipment, travel accessories/Fishing
Outdoor recreational equipment, fishing equipment, travel accessories/Outdoor recreational, camping, mountain climbing
Outdoor recreational equipment, fishing equipment, travel accessories/Bicycles
Outdoor recreational equipment, fishing equipment, travel accessories/Travel accessories
Cosmetics, beauty services, hair care products
Cosmetics, beauty services, hair care products/Skin care, face care products
Cosmetics, beauty services, hair care products/Makeup, cosmetics
Cosmetics, beauty services, hair care products/Perfumes, fragrances
Cosmetics, beauty services, hair care products/Bath, body products
Cosmetics, beauty services, hair care products/Sun care products
Cosmetics, beauty services, hair care products/Hair care products
Cosmetics, beauty services, hair care products/Spas, beauty services
Diet, health
Diet, health/Contact lenses, care products
Diet, health/Diet
Diet, health/Preventing pollen allergy
Diet, health/Supplements
Diet, health/Health beverage, health food
Home appliances, smartphones, cameras
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Air conditioner, heater
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Air purifier
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Vacuums
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Washers, dryers
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Refrigerators
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Rice cookers
Home appliances, smartphones, cameras/Home appliances/Microwaves
Home appliances, smartphones, cameras/Beauty appliances
Home appliances, smartphones, cameras/Health appliances
Home appliances, smartphones, cameras/TV
Home appliances, smartphones, cameras/Blu-ray, DVD recorder
Home appliances, smartphones, cameras/Audio appliances
Home appliances, smartphones, cameras/Cameras
Home appliances, smartphones, cameras/Video cameras
Home appliances, smartphones, cameras/Mobile phones
Home appliances, smartphones, cameras/Smartphones, tablet accessories, peripherals
Computers, peripherals
Computers, peripherals/Tablets
Computers, peripherals/Laptops, notebooks
Computers, peripherals/Desktop computers
Computers, peripherals/Computer monitors
Computers, peripherals/Printers, scanners, faxes
Computers, peripherals/Computer components, computer accessories
Software
Software/Antivirus, security software
Software/Office, business software
Software/Business administration, accounting software
Software/Video, image, music software
Business services
Business services/Cloud service
Business services/Advertising, marketing services
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該当カテゴリーの商品を検索したり、カートに入れるなど、購買を検討しているユーザーや、旅行や結婚などイベントを計画しているユーザーに配信が可能です。
よりコンバージョンしやすいユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
家具、インテリア
家具、インテリア/テレビ台、キャビネット
家具、インテリア/ソファ、ソファベッド
家具、インテリア/テーブル
家具、インテリア/椅子、スツール、座椅子
家具、インテリア/デスク、机
家具、インテリア/照明、電球
家具、インテリア/ベッド、マットレス
家具、インテリア/布団、寝具
家具、インテリア/カーテン、ブラインド
家具、インテリア/カーペット、ラグ、マット
家具、インテリア/インテリア雑貨
家具、インテリア/オフィス家具
DIY、工具
DIY、工具/住宅設備
DIY、工具/住宅設備/キッチン
DIY、工具/住宅設備/換気扇
DIY、工具/住宅設備/水回り、配管
DIY、工具/住宅設備/浴室、浴槽、洗面所
DIY、工具/住宅設備/トイレ
DIY、工具/道具、工具
DIY、工具/材料、部品
ギフト
ギフト/ギフト
ギフト/お中元、お歳暮
ギフト/パーティー用品
行事
行事/挙式、披露宴プラン
ペット、ペット用品
ペット、ペット用品/犬用品
ペット、ペット用品/猫用品
ペット、ペット用品/ペット購入
ペット、ペット用品/ペット向けサービス
幼児、子供向け製品
幼児、子供向け製品/おむつ、トイレ用品
幼児、子供向け製品/授乳、食事用品
幼児、子供向け製品/ベビー服、シューズ
幼児、子供向け製品/子供服、シューズ
幼児、子供向け製品/抱っこひも、おんぶひも
幼児、子供向け製品/ベビーカー
幼児、子供向け製品/ベビーシート、チャイルドシート
幼児、子供向け製品/バッグ、ランドセル
教育
教育/中学受験
教育/高校受験
教育/大学受験
教育/語学
教育/語学/英語
教育/語学/その他言語
教育/資格
スポーツ、フィットネス
スポーツ、フィットネス/スポーツ用品
スポーツ、フィットネス/スポーツ用品/ゴルフ用品
スポーツ、フィットネス/スポーツ用品/ウインタースポーツ用品
スポーツ、フィットネス/スポーツ用品/マラソン、ランニング用品
スポーツ、フィットネス/フィットネス商品
スポーツ、フィットネス/スポーツジム、フィットネスクラブ
旅行、交通
旅行、交通/国内旅行
旅行、交通/国内旅行/北海道
旅行、交通/国内旅行/東北地方
旅行、交通/国内旅行/関東地方
旅行、交通/国内旅行/信越地方
旅行、交通/国内旅行/北陸地方
旅行、交通/国内旅行/東海地方
旅行、交通/国内旅行/近畿地方
旅行、交通/国内旅行/中国地方
旅行、交通/国内旅行/四国地方
旅行、交通/国内旅行/九州地方
旅行、交通/国内旅行/沖縄
旅行、交通/海外旅行
旅行、交通/海外旅行/アジア
旅行、交通/海外旅行/アジア/韓国
旅行、交通/海外旅行/アジア/台湾
旅行、交通/海外旅行/アジア/中国
旅行、交通/海外旅行/アジア/香港、マカオ
旅行、交通/海外旅行/アジア/東南アジア
旅行、交通/海外旅行/アジア/南アジア
旅行、交通/海外旅行/ハワイ
旅行、交通/海外旅行/アメリカ、カナダ
旅行、交通/海外旅行/中南米、カリブ海地域
旅行、交通/海外旅行/ヨーロッパ
旅行、交通/海外旅行/グアム、サイパン
旅行、交通/海外旅行/オセアニア
旅行、交通/海外旅行/中東、アフリカ
旅行、交通/航空チケット
旅行、交通/航空チケット/国内
旅行、交通/航空チケット/海外
旅行、交通/船、フェリー、クルーズ
旅行、交通/バス
旅行、交通/レンタカー
旅行、交通/電車
旅行、交通/ホテル、宿泊施設
飲食店
飲食店/居酒屋
飲食店/寿司屋
飲食店/焼肉屋
飲食店/出前、宅配

フルカテゴリー名(英語)
Furnishings
Furnishings/TV racks, cabinets
Furnishings/Sofas, sofa beds
Furnishings/Tables
Furnishings/Chairs, stools, floor chairs (zaisu)
Furnishings/Desks
Furnishings/Lights, light bulbs
Furnishings/Beds, mattresses
Furnishings/Futon, bedding
Furnishings/Curtains, blinds
Furnishings/Carpets, rugs, floor mats
Furnishings/Interior goods
Furnishings/Office furniture
DIY, tools
DIY, tools/Home improvement
DIY, tools/Home improvement/Kitchens
DIY, tools/Home improvement/Exhaust fan
DIY, tools/Home improvement/Wet area, plumbing
DIY, tools/Home improvement/Bathroom, bathtub, washroom
DIY, tools/Home improvement/Toilet
DIY, tools/Tools, equipment
DIY, tools/Building materials, parts
Gifts
Gifts/Gifts
Gifts/Ocyugen (summer gift), Oseibo (winter gift)
Gifts/Party supplies
Occasions
Occasions/Wedding, wedding planning
Pets, pet supplies
Pets, pet supplies/Dog supplies
Pets, pet supplies/Cat supplies
Pets, pet supplies/Purchasing pets
Pets, pet supplies/Services for pets
Baby, children's products
Baby, children's products/Diapering, potty
Baby, children's products/Feeding, nursing
Baby, children's products/Baby apparel, shoes
Baby, children's products/ Children's apparel, shoes
Baby, children's products/Slings, carrier
Baby, children's products/Strollers
Baby, children's products/Infant car seats, booster car seats
Baby, children's products/Bags, school bags
Education
Education/Junior-high entrance exam
Education/Hi-school entrance exam
Education/University entrance exam
Education/Foreign language study
Education/Foreign language study/English
Education/Foreign language study/Other languages
Education/Qualification
Sports, fitness
Sports, fitness/Sporting goods
Sports, fitness/Sporting goods/Golf
Sports, fitness/Sporting goods/Winter sports equipment
Sports, fitness/Sporting goods/Marathon, running gear
Sports, fitness/Fitness products
Sports, fitness/Gyms, Fitness centers
Travel, transportation
Travel, transportation/Domestic travel
Travel, transportation/Domestic travel/Hokkaido
Travel, transportation/Domestic travel/Tohoku
Travel, transportation/Domestic travel/Kanto
Travel, transportation/Domestic travel/Shinetsu
Travel, transportation/Domestic travel/Hokuriku
Travel, transportation/Domestic travel/Tokai
Travel, transportation/Domestic travel/Kinki
Travel, transportation/Domestic travel/Cyugoku
Travel, transportation/Domestic travel/Shikoku
Travel, transportation/Domestic travel/Kyusyu
Travel, transportation/Domestic travel/Okinawa
Travel, transportation/International travel
Travel, transportation/International travel/Asia
Travel, transportation/International travel/Asia/South Korea
Travel, transportation/International travel/Asia/Taiwan
Travel, transportation/International travel/Asia/China
Travel, transportation/International travel/Asia/Hong Kong, Macao
Travel, transportation/International travel/Asia/Southeast Asia
Travel, transportation/International travel/Asia/South Asia
Travel, transportation/International travel/Hawaii
Travel, transportation/International travel/US, Canada
Travel, transportation/International travel/Latin America, the Caribbean
Travel, transportation/International travel/Europe
Travel, transportation/International travel/Guam, Saipan
Travel, transportation/International travel/Oceania
Travel, transportation/International travel/Middle East, Africa
Travel, transportation/Flight tickets
Travel, transportation/Flight tickets/Domestic
Travel, transportation/Flight tickets/International
Travel, transportation/Ship, ferry, cruise
Travel, transportation/Bus
Travel, transportation/Rental car
Travel, transportation/Train
Travel, transportation/Hotels, accommodations
Bar, restaurants
Bar, restaurants/Izakaya bars
Bar, restaurants/Sushi restaurants
Bar, restaurants/Yakiniku BBQ restaurants
Bar, restaurants/Delivery
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該当カテゴリーの商品を検索したり、カートに入れるなど、購買を検討しているユーザーや、旅行や結婚などイベントを計画しているユーザーに配信が可能です。
よりコンバージョンしやすいユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
求人
求人/業種
求人/業種/営業
求人/業種/事務、管理
求人/業種/企画、マーケティング、経営
求人/業種/販売、フード
求人/業種/コンサルタント、金融、不動産専門職
求人/業種/ITエンジニア（システム開発、SE、インフラ）
求人/業種/エンジニア（機械、電気、電子、半導体、制御）
求人/業種/医薬、食品、化学、素材
求人/業種/建築・土木
求人/業種/クリエイティブ（メディア、アパレル、デザイン）
求人/業種/Web、インターネット、ゲーム
求人/業種/技能工、設備、運輸、農林水産
求人/業種/医療、福祉、介護
求人/業種/教育、保育
求人/業種/公務員
求人/アルバイト、パート
求人/新卒採用
求人/派遣
自動車、バイク
自動車、バイク/自動車
自動車、バイク/自動車/新車
自動車、バイク/自動車/中古車
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/セダン
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/ステーションワゴン
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/クーペ、スポーツカー
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/ミニバン、ワンボックス
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/オープンカー
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/ハッチバック
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/SUV
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/SUV/コンパクトSUV
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/SUV/都市型SUV
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/SUV/クロスカントリーSUV
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/コンパクトカー
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/エコカー
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/エコカー/ハイブリッドカー
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/エコカー/電気自動車
自動車、バイク/自動車/ボディータイプ/軽自動車
自動車、バイク/自動車/生産国
自動車、バイク/自動車/生産国/国産車
自動車、バイク/自動車/生産国/輸入車
自動車、バイク/自動車/商用車
自動車、バイク/自動車/価格帯
自動車、バイク/自動車/価格帯/低価格車
自動車、バイク/自動車/価格帯/中級車
自動車、バイク/自動車/価格帯/高級車
自動車、バイク/自動車/商用車
自動車、バイク/自動車/販売店
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー/タイヤ、ホイール
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー/カーナビ、カーオーディオ
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー/ETC、レーザー探知機、ドライブレコーダー
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー/車用内装パーツ
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー/オイル、バッテリー、メンテナンス用品
自動車、バイク/自動車パーツ、アクセサリー/ライト、レンズ
自動車、バイク/バイク
自動車、バイク/バイク/国産メーカー
自動車、バイク/バイク/海外メーカー
自動車、バイク/バイク/排気量別
自動車、バイク/バイク/排気量別/原動機付自転車、小型自動二輪車
自動車、バイク/バイク/排気量別/普通自動二輪車（中型）
自動車、バイク/バイク/排気量別/大型自動二輪車
自動車、バイク/査定
自動車、バイク/査定/自動車査定
自動車、バイク/査定/バイク査定
自動車、バイク/運転免許
自動車、バイク/車検

フルカテゴリー名(英語)
Recruitment
Recruitment/Job category
Recruitment/Job category/Sales
Recruitment/Job category/Clerical administrative
Recruitment/Job category/Planning, marketing, management
Recruitment/Job category/Retail, food
Recruitment/Job category/Consultant, finance、real estate specialists
Recruitment/Job category/IT engineer (system development, SE, infrastructure)
Recruitment/Job category/Engineer (machine, electric, electronic, semiconductor, control)
Recruitment/Job category/Medicine, food, chemistry, material
Recruitment/Job category/Architecture, construction
Recruitment/Job category/Createive (media, apparel, design)
Recruitment/Job category/Web, internet, games
Recruitment/Job category/Skilled artisan, construction equipment、transport、agriculture, forestry and fisheries
Recruitment/Job category/Medical, welfare, nursing
Recruitment/Job category/Education, nursery assistant
Recruitment/Job category/Civil service
Recruitment/Part‐time jobs
Recruitment/New graduates
Recruitment/Temporary jobs
Cars, motorcycles
Cars, motorcycles/Cars
Cars, motorcycles/Cars/New
Cars, motorcycles/Cars/Used
Cars, motorcycles/Cars/Body type
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Sedans
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Station wagons
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Coupes, sports cars
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Minivans
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Convertible
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Hatchbacks
Cars, motorcycles/Cars/Body type/SUVs
Cars, motorcycles/Cars/Body type/SUVs/Compact SUVs
Cars, motorcycles/Cars/Body type/SUVs/Urban SUVs
Cars, motorcycles/Cars/Body type/SUVs/Cross-country SUVs
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Compact cars
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Eco cars
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Eco cars/Hybrid cars
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Eco cars/Electric cars
Cars, motorcycles/Cars/Body type/Kei cars (microcars)
Cars, motorcycles/Cars/Production
Cars, motorcycles/Cars/Production/Domestic
Cars, motorcycles/Cars/Production/Imported
Cars, motorcycles/Cars/Commercial cars
Cars, motorcycles/Cars/Price range
Cars, motorcycles/Cars/Price range/Low budget cars
Cars, motorcycles/Cars/Price range/Middle class cars
Cars, motorcycles/Cars/Price range/Luxury cars
Cars, motorcycles/Cars/Commercial cars
Cars, motorcycles/Cars/Dealers
Cars, motorcycles/Car parts, accessories
Cars, motorcycles/Car parts, accessories/Tires, wheels
Cars, motorcycles/Car parts, accessories/car navigation system, audio system
Cars, motorcycles/Car parts, accessories/ETC, radar detector, dash cam
Cars, motorcycles/Car parts, accessories/Auto interior parts
Cars, motorcycles/Car parts, accessories/Oil, car batteries, maintenance
Cars, motorcycles/Car parts, accessories/Lights, lens
Cars, motorcycles/Motorcycles
Cars, motorcycles/Motorcycles/Domestic
Cars, motorcycles/Motorcycles/Overseas
Cars, motorcycles/Motorcycles/By engine capacity
Cars, motorcycles/Motorcycles/By engine capacity/Motor bikes (max 50 cc), Small motorcycle (max 125 cc)
Cars, motorcycles/Motorcycles/By engine capacity/Middle motorcycle (max 125 cc)
Cars, motorcycles/Motorcycles/By engine capacity/Large motorcycle
Cars, motorcycles/Valuation
Cars, motorcycles/Valuation/Car valuation
Cars, motorcycles/Valuation/Motorcycle valuation
Cars, motorcycles/Driver's license
Cars, motorcycles/Car inspection
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該当カテゴリーの商品を検索したり、カートに入れるなど、購買を検討しているユーザーや、旅行や結婚などイベントを計画しているユーザーに配信が可能です。
よりコンバージョンしやすいユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
不動産
不動産/不動産購入
不動産/不動産購入/マンション
不動産/不動産購入/マンション/新築マンション
不動産/不動産購入/マンション/中古マンション
不動産/不動産購入/戸建て
不動産/不動産購入/戸建て/新築戸建て
不動産/不動産購入/戸建て/中古戸建て
不動産/賃貸（マンション、戸建て）
不動産/賃貸（オフィス）
不動産/地域
不動産/地域/北海道
不動産/地域/東北地方
不動産/地域/東北地方/青森
不動産/地域/東北地方/岩手
不動産/地域/東北地方/宮城
不動産/地域/東北地方/秋田
不動産/地域/東北地方/山形
不動産/地域/東北地方/福島
不動産/地域/関東地方
不動産/地域/関東地方/東京
不動産/地域/関東地方/神奈川
不動産/地域/関東地方/埼玉
不動産/地域/関東地方/千葉
不動産/地域/関東地方/茨城
不動産/地域/関東地方/栃木
不動産/地域/関東地方/群馬
不動産/地域/関東地方/山梨
不動産/地域/信越地方
不動産/地域/信越地方/新潟
不動産/地域/信越地方/長野
不動産/地域/北陸地方
不動産/地域/北陸地方/富山
不動産/地域/北陸地方/石川
不動産/地域/北陸地方/福井
不動産/地域/東海地方
不動産/地域/東海地方/愛知
不動産/地域/東海地方/岐阜
不動産/地域/東海地方/静岡
不動産/地域/東海地方/三重
不動産/地域/近畿地方
不動産/地域/近畿地方/大阪
不動産/地域/近畿地方/兵庫
不動産/地域/近畿地方/京都
不動産/地域/近畿地方/滋賀
不動産/地域/近畿地方/奈良
不動産/地域/近畿地方/和歌山
不動産/地域/中国地方
不動産/地域/中国地方/鳥取
不動産/地域/中国地方/島根
不動産/地域/中国地方/岡山
不動産/地域/中国地方/広島
不動産/地域/中国地方/山口
不動産/地域/四国地方
不動産/地域/四国地方/徳島
不動産/地域/四国地方/香川
不動産/地域/四国地方/愛媛
不動産/地域/四国地方/高知
不動産/地域/九州地方
不動産/地域/九州地方/福岡
不動産/地域/九州地方/佐賀
不動産/地域/九州地方/長崎
不動産/地域/九州地方/熊本
不動産/地域/九州地方/大分
不動産/地域/九州地方/宮崎
不動産/地域/九州地方/鹿児島
不動産/地域/沖縄
不動産/注文住宅
不動産/土地
不動産/引っ越し
不動産/リフォーム（修繕、改良）
不動産/不動産売却

フルカテゴリー名(英語)
Real estate
Real estate/Purchasing property
Real estate/Purchasing property/Condominium
Real estate/Purchasing property/Condominium/New condominium
Real estate/Purchasing property/Condominium/Used condominium
Real estate/Purchasing property/House
Real estate/Purchasing property/House/New house
Real estate/Purchasing property/House/Used house
Real estate/Rental (apartment, house)
Real estate/Rental (office)
Real estate/Location
Real estate/Location/Hokkaido
Real estate/Location/Tohoku
Real estate/Location/Tohoku/Aomori
Real estate/Location/Tohoku/Iwate
Real estate/Location/Tohoku/Miyagi
Real estate/Location/Tohoku/Akita
Real estate/Location/Tohoku/Yamagata
Real estate/Location/Tohoku/Fukushima
Real estate/Location/Kanto
Real estate/Location/Kanto/Tokyo
Real estate/Location/Kanto/Kanagawa
Real estate/Location/Kanto/Saitama
Real estate/Location/Kanto/Chiba
Real estate/Location/Kanto/Ibaraki
Real estate/Location/Kanto/Tochigi
Real estate/Location/Kanto/Gunma
Real estate/Location/Kanto/Yamanashi
Real estate/Location/Shinetsu
Real estate/Location/Shinetsu/Niigata
Real estate/Location/Shinetsu/Nagano
Real estate/Location/Hokuriku
Real estate/Location/Hokuriku/Toyama
Real estate/Location/Hokuriku/Ishikawa
Real estate/Location/Hokuriku/Fukui
Real estate/Location/Tokai
Real estate/Location/Tokai/Aichi
Real estate/Location/Tokai/Gifu
Real estate/Location/Tokai/Shizuoka
Real estate/Location/Tokai/Mie
Real estate/Location/Kinki
Real estate/Location/Kinki/Osaka
Real estate/Location/Kinki/Hyogo
Real estate/Location/Kinki/Kyoto
Real estate/Location/Kinki/Shiga
Real estate/Location/Kinki/Nara
Real estate/Location/Kinki/Wakayama
Real estate/Location/Cyugoku
Real estate/Location/Cyugoku/Tottori
Real estate/Location/Cyugoku/Shimane
Real estate/Location/Cyugoku/Okayama
Real estate/Location/Cyugoku/Hiroshima
Real estate/Location/Cyugoku/Yamaguchi
Real estate/Location/Shikoku
Real estate/Location/Shikoku/Tokushima
Real estate/Location/Shikoku/Kagawa
Real estate/Location/Shikoku/Ehime
Real estate/Location/Shikoku/Kochi
Real estate/Location/Kyusyu
Real estate/Location/Kyusyu/Fukuoka
Real estate/Location/Kyusyu/Saga
Real estate/Location/Kyusyu/Nagasaki
Real estate/Location/Kyusyu/Kumamoto
Real estate/Location/Kyusyu/Oita
Real estate/Location/Kyusyu/Miyazaki
Real estate/Location/Kyusyu/Kagoshima
Real estate/Location/Okinawa
Real estate/Custom house
Real estate/Land
Real estate/Moving
Real estate/Renovation (repair, improvement)
Real estate/Selling property
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購買意向

5/5

該当カテゴリーの商品を検索したり、カートに入れるなど、購買を検討しているユーザーや、旅行や結婚などイベントを計画しているユーザーに配信が可能です。
よりコンバージョンしやすいユーザーにアプローチする際に効果的です。
フルカテゴリー名(日本語)
金融
金融/クレジットカード
金融/融資
金融/融資/事業者ローン
金融/融資/消費者ローン
金融/融資/住宅ローン
金融/融資/自動車ローン
金融/保険
金融/保険/生命保険
金融/保険/医療保険
金融/保険/学資保険
金融/保険/自動車保険
金融/保険/火災保険
金融/保険/傷害保険
金融/保険/旅行保険
金融/投資
金融/投資/株式
金融/投資/為替
金融/投資/投資信託
金融/投資/金
金融/投資/NISA
金融/税金
金融/ふるさと納税
金融/年金
金融/銀行サービス
金融/電子マネー
金融/モバイルペイメント
ゲーム、エンターテインメント
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ/テレビゲーム
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ/テレビゲーム/プレイステーション
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ/テレビゲーム/任天堂のゲーム機
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ/テレビゲーム/ゲームソフト
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ/おもちゃ
ゲーム、エンターテインメント/ゲーム、おもちゃ/フィギュア
ゲーム、エンターテインメント/アニメ
ゲーム、エンターテインメント/マンガ
ゲーム、エンターテインメント/イベント、興行チケット
ゲーム、エンターテインメント/イベント、興行チケット/音楽、ライブ
ゲーム、エンターテインメント/イベント、興行チケット/スポーツ

フルカテゴリー名(英語)
Financial services
Financial services/Credit card
Financial services/Lending
Financial services/Lending/Business loans
Financial services/Lending/Consumer lending
Financial services/Lending/Mortgage
Financial services/Lending/Auto loans
Financial services/Insurance
Financial services/Insurance/Life insurance
Financial services/Insurance/Health insurance
Financial services/Insurance/Education insurance
Financial services/Insurance/Auto insurance
Financial services/Insurance/Fire insurance
Financial services/Insurance/Injury insurance
Financial services/Insurance/Travel insurance
Financial services/Investment services
Financial services/Investment services/Stocks
Financial services/Investment services/Exchange
Financial services/Investment services/Investment trust
Financial services/Investment services/Gold
Financial services/Investment services/NISA
Financial services/Tax
Financial services/Furusato nozei (tax)
Financial services/Pension
Financial services/Banking services
Financial services/Electronic money
Financial services/Mobile payments
Games, entertainment
Games, entertainment/Games, toys
Games, entertainment/Games, toys/Video games
Games, entertainment/Games, toys/Video games/Sony PlayStation
Games, entertainment/Games, toys/Video games/Nintendo consoles
Games, entertainment/Games, toys/Video games/Games software
Games, entertainment/Games, toys/Toys
Games, entertainment/Games, toys/Figures toy
Games, entertainment/Anime
Games, entertainment/Comics
Games, entertainment/Event, entertainment tickets
Games, entertainment/Event, entertainment tickets/Music, live
Games, entertainment/Event, entertainment tickets/Sports
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ライフイベント

1/1

家族構成や学歴など特定の属性を持っているユーザー、もしくは結婚や引越し、就職・転職などのライフイベントを迎えるユーザーに配信が可能です。

フルカテゴリー名(日本語)
家族構成
家族構成/配偶者の有無
家族構成/配偶者の有無/独身
家族構成/配偶者の有無/既婚
家族構成/子供の有無
家族構成/子供の有無/子供なし
家族構成/子供の有無/子供あり
家族構成/子供の有無/子供あり/未就学児（0歳）
家族構成/子供の有無/子供あり/未就学児（1～3歳）
家族構成/子供の有無/子供あり/未就学児（4～6歳）
家族構成/子供の有無/子供あり/小学生
家族構成/子供の有無/子供あり/中学生
家族構成/子供の有無/子供あり/高校生
家族構成/子供の有無/子供あり/大学生またはその他学生
家族構成/子供の有無/子供あり/社会人
家族構成/同居している親がいる
家族構成/同居している祖父母がいる
家族構成/同居している孫がいる
個人年収
個人年収/1,000万円以上
個人年収/800万円以上1,000万円未満
個人年収/600万円以上800万円未満
世帯年収
世帯年収/1,500万円以上
世帯年収/1,000万円以上1,500万円未満
世帯年収/800万円以上1,000万円未満
世帯年収/600万円以上800万円未満
世帯資産
世帯資産/5,000万円以上
学歴
学歴/最終学歴
学歴/最終学歴/高校卒
学歴/最終学歴/大学、専門学校卒
学歴/最終学歴/大学院卒
仕事
仕事/職業
仕事/職業/公務員
仕事/職業/経営者、会社役員
仕事/職業/会社員（正社員）
仕事/職業/会社員（契約社員、派遣社員）
仕事/職業/自営業、自由業
仕事/職業/パート、アルバイト
仕事/職業/専業主婦（主夫）
仕事/職業/大学生、大学院生
仕事/職業/その他学生
仕事/職業/無職
ライフイベント
ライフイベント/大学卒業
ライフイベント/大学卒業/近々卒業予定、最近卒業した
ライフイベント/就職
ライフイベント/就職/近々就職予定、最近就職した
ライフイベント/転職
ライフイベント/転職/近々転職予定、最近転職した
ライフイベント/退職
ライフイベント/退職/近々退職予定、最近退職した
ライフイベント/結婚
ライフイベント/結婚/近々結婚予定、最近結婚した
ライフイベント/出産
ライフイベント/出産/子供が近々生まれる予定、最近子供が生まれた
ライフイベント/マイホームの購入
ライフイベント/マイホームの購入/マイホームを近々購入予定、最近購入した
ライフイベント/引っ越し
ライフイベント/引っ越し/近々引っ越し予定、最近引っ越した

フルカテゴリー名(英語)
Family structure
Family structure/Marital status
Family structure/Marital status/Single
Family structure/Marital status/Married
Family structure/Parental status
Family structure/Parental status/Not a parent
Family structure/Parental status/Parent
Family structure/Parental status/Parent/Infants (0 year)
Family structure/Parental status/Parent/Toddlers (1-3 years)
Family structure/Parental status/Parent/Preschoolers (4-6 years)
Family structure/Parental status/Parent/Elementary schoolers
Family structure/Parental status/Parent/Junior-high schoolers
Family structure/Parental status/Parent/High schoolers
Family structure/Parental status/Parent/College or other students
Family structure/Parental status/Parent/Employed
Family structure/Living with parents
Family structure/Living with grand parents
Family structure/Living with grandchildren
Individual income
Individual income/10M JPY or more
Individual income/8M to 10M JPY or less
Individual income/6M to 8M JPY or less
Household income
Household income/15 M JPY or more
Household income/10M to 15M JPY or less
Household income/8M to 10M JPY or less
Household income/6M to 8M JPY or less
Household assets
Household assets/50M JPY or more
Education
Education/Highest level of educational attainment
Education/Highest level of educational attainment/High school graduate
Education/Highest level of educational attainment/Bachelor's degree
Education/Highest level of educational attainment/Advanced degree
Employment
Employment/Occupation
Employment/Occupation/Public official
Employment/Occupation/Manager, director
Employment/Occupation/Worker (full-time)
Employment/Occupation/Worker (contractor, temporary)
Employment/Occupation/Self-employed, freelancer
Employment/Occupation/Part-timer
Employment/Occupation/Homemaker
Employment/Occupation/College, graduate students
Employment/Occupation/Other students
Employment/Occupation/Unemployed
Life events
Life events/Graduated college
Life events/Graduated college/Graduate soon, recently graduated
Life events/Job
Life events/Job/Getting job soon, recently got job
Life events/Job change
Life events/Job change/Changing jobs soon, recently changed job
Life events/Retirement
Life events/Retirement/Retiring soon, recently retired
Life events/Marriage
Life events/Marriage/Getting married soon, recently married
Life events/Birth
Life events/Birth/Giving birth soon, recently gave birth
Life events/Purchasing a home
Life events/Purchasing a home/Purchasing a home soon, recently purchased a home
Life events/Moving
Life events/Moving/Moving soon, recently moved
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