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アフィリエイトとは 
アフィリエイト広告とは、ブログやホームページで紹介されている広告を訪問者がクリックし、 

そこから商品の購入やサービスの申込みなどの成果が上がった場合に、 
その成果数に応じた分だけ広告費用をお支払いいただく、成果報酬型の広告手法です。 

アフィリエイト広告のメリット 

完全成果報酬での広告出稿のため、
費用対効果の良いマーケティング展
開が可能！ 
  
幅広いメディアに掲載が出来るため、
商品の魅力が伝わる場はブログや
HPにとどまらず、SNSでの拡散も期
待！  
 
ブランドイメージに沿ったメディアに
掲載を絞れることも可能なので安
心！ 

掲載から広告費発生までの流れ 
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AFRo導入メリット 

SEOメディア、ポイントサイト、モニターサイト、 
記事アフィリエイトサイトなどの有力な法人サイトから 
比較サイトの個人アフィリエイターまで 
多数のメディアと連携しています。 

１. AFRo独自の 
    メディアが多数 

お客様のご要望に応じて 
広告素材の制作も承ります！ 
今までのノウハウを蓄積したクリエイティブを 
ご提案いたします。 

2. LP・バナー・ 
    記事の制作も可能 

アフロセルフバンクとは自己アフィリエイトのことです。
AFRo会員自身が広告主様の商品や 
サービスを実際に利用することで、 
より質の高い集客を実現することができます。 

4.  アフロ 
  セルフバンク  

3. ご要望に合わせた 
    メディア開拓 

広告主様の「こういったサイトに掲載したい」等の 
ご要望に合わせてメディアを開拓することも可能です。 
また状況に応じて、 
弊社がサイトを作成することもあります☆ 
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AFRoでは、自社サイトであるチャンスイット、GetMoney!を中心に約4万媒体と提携を組んでおります。 
大手ポータルサイトや比較サイト、アンケートサイト、モニターサイトなど、弊社独自のネットワークを抱えており、 

プロモーションごとに適切なメディアをご紹介することが可能です。 
また、検索エンジンでの上位表示を実現している有力個人サイトとの提携も多数ございます。 

提携メディアの特性 

モニターサイト 

記事サイト 

ポイントサイト アンケートサイト 

ネットワーク 

インフルエンサーメディア 
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提携メディアの特性 
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広告主様に合わせてアンケートを作成、配信するため、自然な流
れで広告を訴求できます。広告誘導のないアンケートも実施でき
るので、商材開発や市場調査などに活用することも可能です。 

各ネットワークサービスごとに、メディアをまとめて配信してい
るサイト（サービス）です。どのメディアから発生しているかの
判断はできませんが、多くの発生を見込むことができます。 

モニターサイト 

商材をモニター利用し、その感想をアンケートやレビューを通じて、メディアへ提出するサイトです。
商材開発や市場調査などに活用することも可能です。 

ポイントサイト  

サイトを通じてサービス申込みをすると、そのサービスに応じたポイントがユーザーに還元されるサイトです。
広告主様のご要望に合わせてセグメントをかけることにより、ユーザーの質を高めることも可能です。 

アンケートサイト ネットワーク 

ユーザー 

モニター体験しながら
自分に合った商品を
見つけたい！ 

ユーザー 

ポイントがたまるからこ
の商品を試しに購入し

てみようかな 
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提携メディアの特性 
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記事サイト 

商材の特徴のみを紹介するのではなく、第三者目線での商品・サービスの魅力を取り入れることによって、より信憑性を高めた
訴求が可能です。また、悩みの解決方法や比較記事などを通じて広告主様のページへ誘導するため、広告色が少ない自然な
誘導で、より質の高いユーザーへの訴求が可能です。 

広告主様の「こんなサイトに掲載したい」などのご要望に合わせて、メディア開拓も可能★ 
また新しいサイトを作成することもできます。お気軽にご相談くださいませ！ 

Instagramを始めとするSNSでファンを囲うことにより強い影響力を持つ「インフルエンサー」を、 
多くの企業がPRやECに起用しています。商品やサービスのターゲット層にマッチしたインフルエンサーが魅力的に商品を紹介し、
購買を促すことができます。情報発信力を利用し、ブランディングを図ることも可能です。 

インフルエンサーサイト 

ユーザー 

好きなインフルエン
サーから買いたい！ 

ユーザー 

この悩みをどうにかしたい。
あ、この商品今の悩みに 

ピッタリかも！ 
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アフロセルフバンク 
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アフロセルフバンクとはAFRoにご登録いただいてい
るAFRo会員自身が商品購入やサービスの申込みを
行うことで、サイトへの広告掲載などを行うことなく、 
商品やサービスを申し込むことができる自己アフィリ
エイトサービスです★ 
正常な申し込み結果であれば、通常アフィリエイト同
様、成果報酬が発生いたします。 
 

アフロセルフバンクって？？ 

 
 

メリット 

メリット１ 広告主様のサービスを実際に利用することで 
       アフィリエイターの場合は自身のサイトに 
       その利用内容を盛り込むことができ、 
       より実感の伴う質の高いコンテンツを 
       読者に訴求することが可能です。       
メリット２ 成果報酬をフックにAFRo会員の アクション 
             促進だけではなく、その先のユーザーへの 
             露出とアクション件数UPを見込めます★ 

★多くのAFRo会員にサービス認知をさせる為に、アフロセルフバンクを利用することをお勧めします★ 
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AFRo実績  
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商材ジャンル 成果地点 商材単価 成果報酬 
獲得件数 
（月） 

物販 
(ダイエットサプリ） 

商品購入 
初回300円 

2回目以降2,740円 
（3回縛り） 

9,000円 3,500件 

物販 
(美容サプリ） 

商品購入 2,570円（定期） 8,000円 240件 

通信回線 契約完了 2,726円～ 15,000円 130件 

不動産 資料請求 無料 15,000円 450件 

保険 一括見積完了 無料 2,000円 1,200件 

エステ 来店完了 
初回500円 
トライアル 

9,000円 400件 

キャンペーン応募 
キャンペーン 
応募完了 

無料 150円 100,000件 

アンケート回答 
アンケート 
回答完了 

無料 150円 20,000件 

金融 
口座開設後 
取引完了 

ー 25,000円 150件 

これまでのAFRoの広告掲載と獲得の実績を一部ご紹介いたします。 
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管理画面レポート機能の充実 

■詳細レポート機能 

▼メディア別レポート  ▼日別レポート  ▼広告素材別レポート 

■メディアの実績分析 施策の企画 
▼獲得件数を伸ばしているメディアや変わった切り口で商品・サービスを          
紹介しているメディアを見つけ、さらに獲得を伸ばすことも可能！ 

■かんたんな承認作業 

▼個別承認 ▼識別子一括承認 ▼データアップロード一括承認 

★各メディアの獲得状況★ 

★承認作業画面★ 

■選択可能なメディアの提携方法 
★メディア提携画面★ 

※ユーザーのアクションと同時に即時で承認となる
「即時全承認」機能のご利用も可能！ 

▼手動承認  

▼クローズド提携 

▼自動承認   

予め指定したメディアのみに許可 
（提携メディアのみに情報開示） 

提携希望メディアのうち、 
適したメディアのみ提携を許可 

すべてのメディアの提携を許可 

9 
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ITPに対応したトラッキング方式を使用 

広告の効果測定(トラッキング)を正確に行うため、プライバシー保護技術であるITPにも対応した「AFRoタグ」をご用意しております。 
広告主様側では、ランディングページとサンクスページの２ヵ所へのタグ設置のみでトラッキングが可能となります。 
 
また、広告主様側のデータ管理システムの仕様に合わせて自由な対応が可能となる「AFRoタグ(カスタム)」形式もご用意しており、 
スムーズな広告掲載のために、状況に応じて適切な計測方式をご提案させていただきます。 

アフィリエイトサイト AFRo 

①トラッキングキー生成 

広告主様サイト 

サンクスページ 

④成果発生 ：ユーザーの流れ 

：成果発生の流れ 

クリック 
リダイレクト 

②ランディングページに 
LPタグを設置 

③サンクスページに 
成果タグを設置 

各ページ 

ランディングページ 

※タグ設置は不要 

※詳細な仕様につきましては、別途資料をお送りいたしますので、ご一報くださいませ。 
広告主様の案件に応じて、適切なタグを使い分けてご提案いたします。 

10 
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料金と入稿素材使用について 
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★125×125  ★300×250 
★200×200  ・ 336×280 
・ 320×50 

■テキスト原稿 ： 10～30文字程度 
  
短い単語やキャッチコピーをご入稿いただくことで自然な表現でアフィリエイトに活用してもらえます。 
（例）登録無料！アフィリエイトで副収入★AFRo★ 

 

全角35文字×5行程度 

全角35文字×20行程度 

全角35文字×50行程度 

※会社概要を必ず明記してください 

☆・・ アフィリエイトならAFRo ・・☆ 
★厳選されたパートナーサイトと提携★ 

 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆ 
  ＼ アフィリエイトを成功させる秘訣はこれだ ／ 

 

■メール原稿  

メールマガジンを配信するメディア向けの素材です。最大10種類まで設定することができ、 
また原稿内にURLを挿入することも可能です。 

（例） 

AFRo ： 初期費用：50,000円 （税抜）  月額管理費用：35,000円/月 （税抜） 

※オプション：プレゼントキャンペーン企画・キャンペーンページ・広告素材制作を承っております。（別途お見積り） 

・100×60  ・120×60 
・234×60  ・468×60 
・120×120 
 

料金 

■バナー原稿  推奨容量：20～30kb  

▼アフィリエイター人気サイズ 
▼主なサイズ※その他のサイズも設定可能 
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スタートまでの流れ 

広告主様 

①お申込書 
ご送付 

② 
タグ送付 

③ 
タグ設置 

④動作確認 

⑤確認 
素材入稿 

 弊社より発行いたしましたタグを、 
 LPやサンクスページのHTMLソース上 
 に設置していただきます。 
 また広告原稿をご入稿の際は件名に 
 【入稿】を入れ、ad@infonear.com へ 
 ご入稿いただきます。 

弊社広告管理担当者が実際にテスト申し
込みを行い、計測タグが正常に設置され
ているか、AFRo管理画面に成果結果が正
しく反映されているかを確認いたします。 
正常にテストが完了いたしましたら、そ
の旨をご連絡いたします。 

  お申込書にご記入、ご捺印いただき、 
  メールかFAXにて担当営業まで 
  お送りくださいませ！ 

① 

弊社広告管理担当より 
貴社専用のAFRo管理画面を発行し、 
ログインに必要なパスワードを 
ご連絡いたします。また、計測に必要な 
タグをお送りいたします。 
※タグについての詳細は10ページを 
ご確認ください。 

② 

③ 

④ 

  タグテスト内容に問題がないか 
  ご確認くださいませ。 
  ※ここまでに必要な広告原稿をすべて 
  ご入稿くださいませ。 

⑤ 

広告掲載開始！ 
最短５営業日で
プログラムの
オープンが可能 

※「手動メディア提携」の場合は順次提携希望メディアに対して、提携承認作業を行ってください。 
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会社概要 
 
 
 会社名  インフォニア株式会社 
 (英文表記  infoNear Inc.) 
 

 設立  1999/9/21 
 

 資本金  1億円 (2018/5/1現在) 
 

 代表取締役 黒川 隆司 
 

 本社所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5水天宮北辰ビル3階 
 

 電話番号  03-5614-0808 
 

 FAX  03-5614-0809 
 
          

ad@infonear.co.jp   
03-5614-0808 

お問い合わせ先 

お得生活応援サイト 『チャンスイット』 
 
最強ポイントサイト 『GetMoney!』 
 

プロモーション支援サイト 『PR チャンス』 
 
もっとひろがる！アフィリエイト 『AFRo』 
 
 

運営サービス 



Copyright © 1997-2019 infoNear Inc. All Rights Reserved. 14 

広告掲載について・広告掲載方針 

 ■ 広告掲載について 
 

１、条件等を確認後、専用のお申込書にて正式にご発注ください。 
２、初めてのお申込みの場合、初期・月額管理費用をお申込書ご提出時に 
  お振り込みください。 
３、業務・業態等による掲載可否がございます。詳細は下記まで 
  お問い合わせください。 
  お問い合わせ先：ad@infonear.co.jp  
          03-5614-0808 
 

 ■ 広告掲載方針 
 

以下の条件に該当すると判断できる広告主様に関しては、掲載をお断りして
おりますのでご了承下さい。 
１、責任の所在がはっきりしないサイト 
２、アダルト系のサイト 
３、公序良俗に反するサイト 
４、法律に違反するサイト 
５、掲載後にユーザーとトラブルが発生したことのあるサイト 
６、その他AFRoが掲載できないと判断したサイト 


