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■使⽤許諾契約■ 

本契約は購⼊者が当冊⼦を⼊⼿した時点で、 

本契約に同意したものとする。 

 

第一条:本契約の⽬的 

弊社が著作権を有する知的情報を、 

本契約に基づいた上で購⼊者に⾮独占的な使⽤を許可するものである。 

 

第⼆条:複製・コピー・⼆次使⽤の禁⽌ 

本サービスに含まれる一切の情報は著作権法により保護されている。 

 

本サービスの一部、または全部を弊社に対して 

書⾯による事前の許可を得ずに、 

複製・コピー・転載・インターネット上での公開を含む 

いかなる⼿段であっても、⼆次使⽤を禁⽌する。 
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第三条:契約の解除 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

弊社は通達無しに使⽤許諾許契約を解除できるものとする 

 

第四条:損害賠償および免責事項 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

購⼊者は本契約の解除に関わらず、弊社に対して、 

違約金として金壱千万円の損害賠償を支払うものとする。 

 

本サービスはその効果を保証するものではなく、 

本サービスを実践したことによって発⽣したいかなる損害に対しても、 

弊社は一切責任を負うものではない。 

 

本サービスの実践は、全て購⼊者の⾃己責任で行うこととする。 
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第五条:禁⽌事項 

購⼊者の本サービスの利⽤にあたって弊社は以下の⾏為を禁⽌する。 

 

購⼊者がこれらの禁⽌⾏為を⾏った場合、 

弊社は当該購⼊者の利⽤を停⽌し、 

弊社が被った損害の賠償を請求する場合がある。 

 

また、購⼊者は本サービスに関する全ての利益を失うものとする。 

・本規約に反する⾏為 

・法律・規則・条令等の制定法に反する⾏為 

・本サービスの仕組みや機能を使ったスパム⾏為外で利⽤する⾏為 

・フォーラムなど公共の場での過激な性描写、残酷な表現、 

犯罪を誘発する現差別表現など、公序良俗に反する⾏為や 

閲覧者に不快感を与える⾏為 

・本サービスの運営を妨げる⾏為 

・本サービスのシステムに負荷を与える可能性のある一切の⾏為 

・その他弊社が不適切であると判断する⾏為 
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Web 広告とは、 

インターネット上のウェブサイトや 

E メールに掲載される広告の総称です。 

 

インターウェブ広告とも⾔います。 

 

広告画像（または動画）やテキストから 

広告主のサイトへリンクし、クリック一つで移動できる。 

 

ウェブページ上に掲載されるものをバナー広告、 

E メールに掲載されるものをメール広告、 

検索エンジンの検索結果画⾯に表⽰されるものを 

検索エンジン広告と呼ぶ。 

 

また、携帯電話向けのサイトや携帯メールに 

掲載されるものはモバイル広告と呼ばれる。 
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 インターネット上で商品やサービスを販売したり、 

問い合わせや資料請求を獲得するには、 

まず自社のウェブサイトにお客さまを集める必要があります。 

 

 ウェブ広告は、このサイトへの（見込み客の）アクセスを 

獲得する」ための一つの有効な手段です。 

 

ウェブサイトへのアクセスを獲得する為の手段は、 

大きく分けて主に以下の 3 つに限られます。 

 

1. 検索エンジン対策(SEO) 

2. 名刺、チラシなどの紙媒体やテレビなどインターネット 

3. 以外のメディアで URL を告知 

4. ウェブサイトへのリンク先を増やす 

5. ウェブ広告 
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1 つめの検索エンジンは、 

ウェブサイトへの入り口として 

⾮常に大きなウェイトを占めるため、対策は必須です。 

 

しかし一⽅で、上位表示には時間と労⼒がかかる、 

検索エンジン側のシステムに掲載順位が完全に依存する為、 

広告主側でのコントロールが不可能、 

などの不確定要素も多くあります。 

 

2 つめのウェブサイトへのリンクを増やす⽅法も重要ですが、 

やはり地道な努⼒が不可欠です。 

 

3 つめのインターネット以外のメディア 

（紙媒体やテレビ、ラジオ CM など）については、 

多くの人にウェブサイトの存在を知らせる事ができますが、 

URL を手入⼒しなければいけない. 
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パソコンに向かってブラウザを⽴ち上げている時に 

URL を印刷した紙媒体が手元にあったり、 

商品・企業名を明確に覚えていなければならないなど、 

⽐較的ハードルの高い手段です。 

 

最近では QR コードも普及してきているので、 

ハードルは多少下がっています。 

（名刺にまで QR コードを載せている企業もあります） 

 

これに対して、ウェブ広告は、 

クリック 1 つでウェブサイトまで移動でき、 

費⽤に対して確実に露出が確保できる⽅法です。 

 

検索エンジン対策など必須の対策を行ったうえで、 

素早く確実にアクセスを補充する手段といえます。 

 

インターネット利⽤者、利⽤時間の増加で高まる 

「広告メディア」としての重要性。 
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また、ライフスタイルの変化により、 

新聞やテレビ、ラジオなど、従来のマスメディアへの 

接触時間が短くなる⼀⽅で、 

 

インターネットの利⽤時間、利⽤者は共に 

増加傾向にあり 2016 年にはインターネット利⽤者が、 

1 億⼈を超え⼈⼝普及率は約 76％を超える結果となりました。 

 

このことから、インターネットというメディアは、 

テレビなどに代わる⼤きな広告メディアとしても 

期待されています。 

 

 

 

 

 

 



 Clover♧ 

Web 広告オススメ⼀覧 

 

1. 検索キーワード広告 

2. リターゲティング広告 

3. 記事広告 

4. PR メディア広告 

5. SNS 広告 

6. ディスプレイネットワーク広告 

7. アフェリエイト広告 

8. 動画広告 

9. メール広告 
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Web 広告出稿⽅法⼀覧 

 

1. 純広告 

サービスや企業の認知度向上やブランディング向き 

 

メディア(媒体)の保有する枠から 

広告主が場所を指定し出稿するもの。 

 

表⽰⽅式は多彩にわたり、 

GIF や JPEG、Flash 形式にて⼊稿する「バナー広告」や、 

⽂字数の制限が設けられる「テキスト広告」などが 

その代表となる。 

 

また、メディアによって異なるが、配信/表⽰⽅法では、 

読者の年齢・性別・エリア等によって配信ターゲットを 

セグメントできるほか、 
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課金体型では、インプレッション(表示回数)保証型や 

掲載期間指定型、クリック回数保証型、成果報酬型など 

⽬的に応じた選択が可能だ。 

 

2. 記事広告 (タイアップ広告) 

メディアにて、企業のサービス情報などを 

紹介する記事を執筆・掲載してもらう手法。 

 

導⼊価格は安くないが、 

メディアのロイヤリティや配信⼒を利⽤し、 

多くのユーザーにリーチすることができる。 

 

また、この手法は、記事と広告を自然に溶け込ませ、 

ユーザーにストレスを与えず情報を届けることが可能な 

「ネイティブ広告」の手段の 1 つでもある。 

 

この他にも、Facebook のニュースフィードに掲載となる。 
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「フィード型広告」や、 

キュレーションメディア・アプリのデザインに 

合わせて配信されるものなどをネイティブ広告と呼ぶこともある。 

 

3. DSP 広告 (Demand-Side Platform) / アドネットワーク 

DSP とは、デマンドサイドプラットフォームの略語で、 

デマンドサイドとは広告主を指す。 

 

DSP という単語⾃体は、広告媒体ではなく 

「広告配信ツール(仕組み)」を意味し、 

このツールにより広告主は、DSP が連携する SSP(Supply-Side 

Platform : メディアの広告枠を集約し、広告表⽰の最適化を⾏うプ

ラットフォーム)への広告出稿が可能だ。 
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課金⽅法としては、 

一般的に表示課金型のサービスが多いとされており、 

⼊札金額や配信ターゲットのセグメント等により最適化を⽬指すほ

か、ユーザーの年齢や性別、興味関心、検索事項などのデータを分

析し活⽤することで、より効果的な配信を実現する。 

 

4. リスティング広告 (検索連動型) 

ユーザーが検索したワードに合わせて、 

検索結果の画⾯に表示される広告。 

 

ヤフーが提供する「スポンサードサーチ」や 

グーグルが提供する「Google AdWords」の 

検索連動型広告などがその代表となる。 

 

検索をするという能動的な姿勢のユーザーに訴求できるため、 

サービスの申し込みや商品を購⼊といった 

コンバージョン率(CVR)が⽐較的高い。 
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また、課金⽅法はクリック課金型・クリック保証型(Pay Per Click)

と呼ばれ、⼊札するキーワードごとに金額の調整が可能。 

 

クリック数やコスト、CVR を考慮しつつ売上予測や 

投資対効果を算出できるほか、エリア・時間・曜⽇による 

セグメントやリターゲティング機能により、 

広告配信の最適化を実現する。 

 

5. アフィリエイト 

一般的には、ユーザーを企業サイト等に誘導し、 

商品購⼊や資料請求といった CV 地点まで達成した際に 

費⽤が発⽣する「成果報酬型広告」を指す。 

 

広告主は、Web サイトやブログの運営者、 

メールマガジンの配信者といったアフィリエイターに 

広告掲載の依頼をし、CV した段階で費⽤を支払う仕組みだ。 
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アフィリエイターの⼈数は、 

国内にて延べ 400 万⼈を上回るとされており、 

広告主が管理するのではなく、 

アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)に依頼をし、 

企業や商品に適したアフィリエイターに 

出稿依頼をしてもらう⽅法が⼀般的となる。 

 

【有名な ASP 企業の⼀例】 

1. A8.net 

利⽤企業数が⽐較的に多い ASP。 

 

広告主としては、EC 事業者が多く、 

アフィリエイターの教育を⾏う「A8 キャンパス」や 

「A8 フェスティバル」といったイベントを⾏い、 

オフラインでの接触等も設ける。 
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2. バリューコマース 

国内で最初に誕⽣した ASP。 

少額⽤のプランやライトプランを⽤意し、初期費⽤が無料で 

中⼩企業向けのパッケージがある点が特⻑となる。 

 

3. アクセストレード 

インタースペースが運営する ASP で、⾦融・保険業界に強い。 

 

4. ジャネット 

アドウェイズが運営する ASP で、 

⾮物販系の EC サイトは初期費⽤・⽉額費⽤が無料で利⽤可能だ。 
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6. SNS 広告 (Facebook) 

Twitter や LinkedIn といった SNS(ソーシャルネットワーキングサ

ービス)の中で、ユーザー規模が最⼤級となる Facebook。 

 

このサービスが設ける広告枠は、 

クリック課⾦型で、PC サイトでは右カラムと 

タイムライン上、スマートフォン版では 

タイムライン上などに設置される。 

 

広告の表⽰形式は、 

バナーとテキストが同時に表⽰されるモデルや動画を採⽤。 

 

配信は、個⼈情報に紐づいた設定が可能で、 

例えば、卒業した⼤学ごとや企業の役職別などで 

配信することが可能だ。 
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また、ユーザーが広告自体に 

「いいね!」することが可能なため、 

広告のシェアが期待できるほか、 

バナーの自動生成機能などにより 

⽐較的容易に出稿することが可能となる。 

 

7. 動画広告 

2014 年から多くの注⽬を集める動画広告。 

 

YouTube などの動画サイトやアドネットワーク、 

スマホアプリ内など広告メニューが充実した。 

 

YouTube への出稿⽅法は、 

コンテンツ再生前に表示される動画広告(旧 : インストリーム広告)

や、再生開始から 5 秒が経過すると、ユーザーが視聴をスキップで

きる「TrueView インストリーム広告」のほか、Google AdWords

による「InVideo オーバーレイ広告」など。 

 


