


「ヒカカク！」サービス概要
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「ヒカカク！」概要
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● 掲載商品点数は1,000,000点

● 取扱商材は60ジャンル以上

● 全8,000もの商材について全国 47都道府

県の買取事業者情報を一覧化

● 10,000記事以上の買取情報コラムを配信

SEO上位表示に自信あり！

（『○○×買取×おすすめ』など色々な検索ワードで調べて
みて下さい）

ポイント！

月間300万ユーザー・400万PVを誇る国内最大級の買取価格比較サイト



ユーザー属性とリーチ人数
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幅広い世代の方がモバイル端末で閲覧
ユーザー属性と人数 地域別訪問数

月間230万人の訪問

2020年の3/1~3/31を集計

モバイル PC・タブレット

男性 女性

18-
24才

25-
34才

35-
44才

45-
54才 55才＋-

関東
110万

関西
55万

北海道
8万

東北
10万

中国
7万

九州
14万

四国
4万

中部
28万



ご利用料金
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業者様ページ ●初期費用：32,780円 
・業者ページの開設  
・商品ページの登録  
　その他ヒカカク！ページの利用が可能。   　
※同法人の場合、2屋号目以降は無料です。

●ご紹介単価   ：P.8参照
・査定メールが届いた時点で発生します。  

●コールサービス   
※任意でお電話でも査定依頼をお受けできます。
単価275円以下の商品→一律550円
単価276円以上の商品 →ご紹介単価の倍額
　※30秒以上の通話で課金対象となります。

●お支払い方法
・①クレジットカード払い  
　

・②請求書払い  
　⇒NP掛け払いを通じてご請求させていただきます。　

ク
チ
コ
ミ

基本
情報

A社



商品概要：送客サービス
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査定申込成果型送客サービスの概要
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中古品を売りたいユーザーと買取業者様のマッチングサービス

中古品を仕入れたいが、
売ってくれるユーザーへのアクセス方

法がわからない

広告宣伝費が高くて
十分に広告を打てない

新しいスマートフォンを購入した
ので古いモデルを

買い取ってもらいたい

できるだけ高く買い取って
ほしいけど、何店舗にも連絡す

るのが面倒

査定申込 送客

買取事業者様中古品を売りたいユーザー



単価 商材

5,500 ● 土地 ● 一戸建て ● 不動産・マンション・物件

1,980 ● 農機具 ● バイク ● 自動車

1,650 ● 工芸品 ● 遺品整理 ● 人形

1,100 ● 医療機器 ● 建設機械・重機 ● 理化学機器

792 ● ブランド腕時計 ● 美術品・骨董品

660 ● 日本刀・甲冑・武具 ● 掛軸 ● 絵画

550
● フィルム・アナログカメラ
● 仏壇・仏具

● 着物・振袖 ● アップライト・グランドピアノ

462 ● ブランド品バッグ類等

440
● ブランド品ジュエリー・アクセサリー
● お酒

● 電子ピアノ・鍵盤楽器 ● 厨房機器・調理器具

385 ● カジュアルウォッチ ● 楽器 ● ビジネスソフト

330
● レンズ・カメラアクセ
● ブランド古着・ブランド靴類

● デジタル・ビデオ・ウェアラブルカメラ
● 万年筆・筆記具

● ロードバイク・自転車
● 顕微鏡

275

● 介護用品
● パソコン
● バイクパーツ

● タイヤ・ホイール・カーパーツ
● 電子タバコ

220
● メガネ・サングラス
● ブランド食器

● 電動工具
● 家具

● オフィス家具・事務用品

165

● ブランド化粧品
● MacBook
● 貴金属・ダイヤモンド・宝石　

● Kindle・kobo
● 古銭・記念硬貨
● スーツケース

● オーディオ機器・周辺機材
● MLM・健康食品・サプリメント
● ゲーム機
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● 靴・スニーカー
● 小物ブランド品類

● レトロゲーム機
● Wi-Fiルーター

● 大型家電
● 小型家電

66 ● ホビー・おもちゃ ● スマホ・タブレット・スマートウォッチ

55
● 携帯音楽プレイヤー・iPod
● パワーストーン・その他石類等

● 古着・衣類
● トレカ

● ガラケー
● アイドルグッズ・アニメグッズ

33 ● スポーツ用品 ● ゴルフクラブ ● 釣具

22
● 日用品
● ベビー用品
● レコード

● 古本・CD・DVD・ゲームソフト
● 雑貨

● 金券・チケット
● PCソフト・パソコンソフト

ご紹介単価【通常送客】
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※下記、掲載価格は 2022年12月時点の価格であり、
変動する可能性があります。



備考

1日1件より依頼を受けられます（上限設定・変更が可能です）

送客の停止・再開は自由です。

①商品カテゴリー②対象地域③商品の状態④買取方法の選択は自由に変更可能です。

買取不可通知をすることで 紹介料の割引が可能です。（割引額は担当にご確認下さい。）

※こちらは割引キャンペーンの一環となります

重複の査定依頼、連絡先不備などの査定は、一部例外を除き、請求対象除外になります。（異議申し立

て）
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クリック送客

記事ページ

【概要】
ヒカカク！の様々なページから、買取業者様のサイトに誘導する
プランになります。

★メリット★
・ピンポイントで希望のユーザーの集客ができます。
・ヒカカク！のサイトボリュームを最大限活用できます。

【料金】
・初期費用：無料（同法人で屋号追加の場合）
・1click単価：要相談（※カテゴリにより変動）
※月ごとの上限金額の設定も可能です。

　10

買取事業者ページ

買取事業者様
サイト



新規契約お申込みの流れ

下記4点ご確認
①屋号　②カテゴリー　③ご精算方法　④電話での受付可否

ご契約メール・フォームのご返信、
古物商の写真ご提出、クレカ登録など

管理画面発行・ご利用方法のご説明

ご送客開始

約1週間

即日
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商品概要：記事サービス
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ヒカカク！既存記事挿入型広告

【概要】
弊社が執筆している 10,000以上のコラム（記事）内に PR枠を設置。
300文字程度の紹介文を記載し、買取事業者様単独の査定フォーム
を設けるプランになります。

★メリット★
・記事セレクトによる、ご要望に近いターゲット選定。
・記事閲覧ユーザーの買取事業者様への査定導線の設置。

【料金】
月額11,000円×6カ月払い（※一部記事は料金が異なります）

広告挿入後の修正に関しましては、 1か所1,100円にてご対応いたします。

13
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ヒカカク！既存記事挿入型広告（販売店・修理店向け）

【概要】
弊社にて執筆予定、またはリリースしたての販売店・修理業者向け
コラム（記事）内にPR枠を設置。300文字程度の紹介文を記載し、
買取事業者様単独の査定フォームを設けるプランになります。

★メリット★
・記事閲覧ユーザーの買取事業者様への査定導線の設置。

【料金】
6か月掲載：7,700円/月
12か月掲載：5,500円/月

広告挿入後の修正に関しましては、 1か所1,100円にてご対応いたし
ます。
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ヒカカク！新規記事挿入型広告

【概要】
弊社にて執筆予定、またはリリースしたてのコラム（記事）内に
PR枠を設置。300文字程度の紹介文を記載し、買取事業者様単独の
査定フォームを設けるプランになります。また、リリース前、直後
の記事のためお求めやすい料金設計となっております。

★メリット★
・新規記事による、コストパフォーマンス。
・記事閲覧ユーザーの 買取事業者様への査定導線の設置。

【料金】
6カ月掲載　33,000円

広告挿入後の修正に関しましては、 1か所1,100円にてご対応いたし
ます。
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ヒカカク！記事広告

【概要】
毎月コラムを執筆しているライター陣が買取事業者様 1社単独での記
事を執筆するプランとなります。

★メリット★
・買取事業者様1社掲載でのヒカカク！サイト内アプローチ

【料金】
3,000文字以内：132,000円/本
5,000文字以内：220,000円/本

16

※画像はイメージとなります。



サービスの流れ

弊社より記事の執筆内容に関してヒアリング

弊社でヒアリング内容の精査

問題なければ弊社で執筆開始
（問題等あれば再度貴社へのご連絡）

掲載開始/ご連絡/ご請求

約1週間

約1ヶ月

17



商品概要：監修記事プラン
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監修記事プラン　監修記事の必要性

Googleのアルゴリズム全体においてオーソリティーという概念が重要になってきております。

WEBサイト全体、ページの監修者、執筆者にもその概念があると言われ、各サイト、各人に対してパラメーターが振られているイメージが近く、

そのパラメーターをどのように高めていけるか（取材を受ける、 SNSで言及されている、固有の名前の検索数など）がオーソリティーを得られる

鍵となります。

オーソリティーを高める行為として監修があり、監修者として記事を確認できること、また監修者として認知されることにより、オーソリティーが上

がり、監修者、また企業に還元していくことによって監修者への価値をお戻しできるスキームでございます。

オーソリティーが上がると屋号、公式サイト、監修者自身にオーソリティー戻り、御社にて自社の記事を作成する際などに評価を得られやすくな

ります。

19

買取事業者様/ご担当者様



監修記事プラン　監修記事の必要性

オーソリティーサイトの必要性 　（出典：SEO PACK）

サイテーションとは （出典：PINTO!　）

　リンクなどがなくてもWEBやSNSで特定の固有名詞に対して言及があることを意味します。これもSEO上は効果が出るようになっており、リンクが必ずし

もなくても名前が挙げられることでSEO上有利になるというアルゴリズムの変更が加えられています。よって、記事などで名前が挙がることは外部業者に

とってSEO対策になることになります。 

nofollowリンクのSEO効果に関して（出典：Mighty Ace Blog）

　従来、Googleにおいては有料でのリンクにはno followがつけられ、被リンク効果は一切ないとされていましたが最近のアルゴリズムの変動で、no follow

のリンクも評価上は計算するという変更が加えられました。よって、記事広告からのリンクに今後はSEO効果も期待できます。 

20

https://seopack.jp/seo_articles/authority.php
https://service.plan-b.co.jp/blog/seo/15895/
https://mightyace.co.jp/2020/07/15/column41/


監修記事プラン　商品概要

ヒカカクにて掲載中 /掲載予定の記事に対して、買取業者様（ご担当者様）
にて監修をいただけるプランとなります。

■監修記事プランのメリット

・ヒカカク！サイトからの流入
・ヒカカク！サイトからのサイテーション獲得
・監修ご担当者様及び監修事業者様のオーソリティ向上、 SEO施策

　　　　

有料版：22,000円/本
　　　　企業名（屋号名）、ご担当者名とお写真、電話番号

　　　   御社サイトへのリンク掲載　

　　　　※リンクに関してはnofollowでの掲載となります。

　　　　

21

A社



監修記事プラン　監修内容に関して
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・弊社執筆記事において事実と異なる内容のピックアップと修正。

・説明としてあいまいなもの、情報として不足しているものを買取業者様の目線で補足。

（ex:キレイになる。→どういう手段だったらキレイになる。などのコメント）

・記事内容、修正個所に対して該当する画像のご提供。

・監修ポイント5箇所以上の修正個所、ご指摘、画像資料のご提供。

上記を監修内容とさせて頂きます。



監修記事プラン　監修例
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※上記掲載例となります。

https://hikakaku.com/blog/%e5%8f%a4%e7%89%a9%e5%95%86%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%af%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%a7%e6%9b%b8%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
https://hikakaku.com/blog/%e5%8f%a4%e7%89%a9%e5%95%86%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%af%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%a7%e6%9b%b8%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9f%e4%bb%a3%e8%a1%8c%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e4%be%9d%e9%a0%bc%e3%81%99%e3%82%8b%e5%a0%b4%e5%90%88%e3%81%ae%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
https://hikakaku.com/blog/%e5%8f%a4%e7%89%a9%e5%95%86%e3%81%ae%e5%93%81%e7%9b%ae%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%8b%95%e4%ba%8c%e8%bc%aa%e8%bb%8a%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8e%9f%e5%8b%95%e6%a9%9f%e4%bb%98%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
https://hikakaku.com/blog/%e5%8f%a4%e7%89%a9%e5%95%86%e3%81%ae%e5%93%81%e7%9b%ae%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%8b%95%e4%ba%8c%e8%bc%aa%e8%bb%8a%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%8e%9f%e5%8b%95%e6%a9%9f%e4%bb%98%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/
https://hikakaku.com/blog/%e8%b2%b7%e5%8f%96%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8cseo%e3%81%ab%e4%ba%88%e7%ae%97%e3%82%92%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e5%a4%96%e6%b3%a8%e3%81%a7%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f%e8%87%aa%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f/
https://hikakaku.com/blog/%e8%b2%b7%e5%8f%96%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%8cseo%e3%81%ab%e4%ba%88%e7%ae%97%e3%82%92%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89%e5%a4%96%e6%b3%a8%e3%81%a7%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f%e8%87%aa%e5%89%8d%e3%81%a7%e3%82%84%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f/


サービスの流れ

弊社営業担当より記事リストのご案内

御社にて監修記事ピックアップ/有料・無料のご提示

対象記事の選考結果お戻し/ご契約/御社にて監修開始

弊社にて編集・リライト/記事の最終ご確認

3営業日

24

掲載開始/ご連絡/ご請求

5営業日

掲載は弊社スケジュールに準ずる。



監修記事プラン　注意事項
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・監修頂いたテキスト、メッセージ、画像は編集/削除させて頂くことがございます。

・時期に応じて監修いただいた記事の更新をかけさせて頂くことがございます。

・掲載時期に関しては弊社判断にて行わせて頂きます。

・掲載後、不測の事態など生じた場合には弊社権限で削除させて頂きます。(規約第20条記載）

・他社の広告が入るケースがございます。

・記事1本当たりの追加監修は1回までとさせて頂きます。

・監修後掲載1年以上経過した場合は他の監修元と変更する可能性がございます。

・ご請求に関しては、掲載開始をもってご請求とさせていただきます。



ヒカカク！地域別業者一覧おすすめ枠

【概要】
ヒカカク！地域別一覧の各エリアに買取事業者様の広告を掲載い
たします。各エリア最大 3社掲載のローテーション掲載となります。

対象エリアを限定されている買取事業者様、強化したいエリアをご
検討の掲載事業者様におすすめのプランとなります。

【料金】
1エリア：5,500円/月
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https://hikakaku.com/maps


商品概要：おすすめ枠
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ヒカカク！ジャンル別業者一覧おすすめ枠

【概要】
ヒカカクカテゴリ一覧 の各カテゴリページに御社広告を掲載いたしま
す。掲載枠数は各カテゴリ 3枠となり、ローテーション掲載となります。

カテゴリ特化で査定をお受け頂いている掲載業者様、買取を強化した
い掲載業者様におすすめのプランとなります。

【料金】
1カテゴリ：5,500円/月

　　　　

28

https://hikakaku.com/co_cats/


商品概要：ヒカカク！CMS広告
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ヒカカクCMS内広告

ヒカカク！を利用している掲載業者様が日常的に利用されるCMS管理画面内に広告枠を
設置いたします。掲載事業者のご担当者様、オーナー様向けに御社広告を露出すること
が可能です。※PV自体は公開しておりません。

■CMS概要

・CMS発行総数：1,000業者以上/CMS月間利用数：450社

■商品概要

・Aプラン：ヒカカク！ CMS内査定確認ページに広告掲載（ PC/スマホ）

　　　　　　/cms/stores/estimate/requests/

・Bプラン：ヒカカク！ CMSTOPページに広告掲載（ PC/ スマホ）

　　　　　　/cms/stores/top/

■掲載期間 /料金

・Aプラン：月間66万円　3か月掲載（ご請求は毎月）

・Bプラン：月間44万円　3か月掲載（ご請求は毎月）
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Aプラン　掲載イメージ（PC）
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掲載エリア

掲載エリア

査定一覧ページ・査定依頼詳細ページへの露出となります。



Aプラン　掲載イメージ（スマホ）
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32

掲載エリア

掲載エリア



Bプラン　掲載イメージ（PC/スマホ）
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ヒカカク！CMSTOPページへの露出になります。

掲載
エリア

掲載
エリア



広告仕様
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■Aプランバナー仕様　 PC版：468×60もしくは728×90 
　　　　　　  　　　  スマホ版：320×50 もしくは320×100 

■Bプランバナー仕様　 PC版：300×250
　　　　　　　　　　  スマホ版：300×250

■URL：クリック計測用URLをお持ちであれば対応可能。

■バナー：御社にてご用意いただきます。弊社にて制作の場合は別途見積。

■クリエイティブ差し替え：毎月 1回まで対応。



サービスの流れ

弊社営業担当よりご提案

御決定/御社よりバナー素材入稿

毎月1日より広告掲載開始/ご請求

掲載日5営業日前締め切り
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次月以降同フロー/バナー差し替え対応



会社概要

会社名 

株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc. 

 

設立 

2014年10月29日 

 

資本金 

1億円（資本金・資本準備金含む） 

 

株主 

East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、

アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュ

リーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、フリークア

ウト代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一

郎など 

 

 

代表者 

代表取締役社長 麻生輝明 

 

所在地 

〒164-0001 東京都中野区中野5-24-18 

クロス・スクエアNAKANO901号  

 

企業理念 

”2030年のスタンダードをつくる” 

 

事業内容 

インターネットサービスの企画、開発、運営。 

 

従業員数 

70名 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