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AppBankとは

You are my friend!

AppBankは、iPhoneの魅力を全力でお伝えするiPhoneの総合サイトです！

iPhoneの素晴らしさを多くの人たちと共有し、
iPhone業界全体をより盛り上げていくことが私たちの使命であると考えています。

すべてはiPhoneを持つ『友人たち』と一緒にiPhoneを楽しむため…

私たちはこれからも走り続けます。
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【EC・物販事業】

iPhoneアクセサリーの企画･仕入
を行いつつECと実店舗にて販売。
実店舗も首都圏6店舗と梅田に出店。

【AdNetwork事業】

iPhoneアプリに特化したアドネット
ワーク。2014年10月末時点での参加
ディベロッパー数2,500、参加アプリ
数12,000以上を誇り、月間総imp数は
22億を突破！

【ゲーム事業】
iPhoneアプリゲームの
トキノラビリンスやダン
ジョンズ&ゴルフ、ポケ
ットベガスを子会社の
AppBankGamesにて、
開発･運営。

【イベント実施】
AppBank読者とのオフ会を開催し、
全国で1,200人以上の読者と対面。
魅力あるアプリ創出のためのiPhone
アプリ勉強会を定期的に開催。
iPhoneアプリ紹介サイトの枠を越え、
ユーザーと開発者や企業を繋ぐこと
を日々考えています。

【メディア事業】

月間1.5億『AppBank.net』iPhoneアプリ･
アクセサリなどを拡散したい企業様向けに
記事広告やバナー・タイアップメニューを用意。
自社で攻略やツール系アプリ開発やYouTube、
ニコ生チャンネルなども運営。
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AppBankのiPhone事業展開

AppBankはiPhone文化発展のために、
iPhoneの総合サイト『AppBank.net』を中心に幅広い事業を行っています。
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※1 2010年2月以降にデータ取得を開始
※2 PCサイト、SPサイト、メディアアプリの合計値。

AppBank.net：成長のあゆみ

iPhone5発売に伴い
ニュース記事を大増量

1億5,000万
2014年10月度月間総PV ※1

iPhone4S発売

2008年10月のサイト開設以降はiPhoneの普及とともに成長を続け、
2013年9月のiPhone5s・5c発売後は更に大きくメディアとして月間1.5億PVを突破しました。

iPhone4発売

月間PV 150,000,000

月間UU 16,000,000

アプリDL数 1,600,000

アプリDAU 60,000

累計記事本数 36,000

媒体データ(14年10月)

iPhone6・6 plus発売

iPhone5s・5c発売
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4. カテゴリ別記事比率

43.0% アプリ(ゲーム)

7.9% アプリ(その他)

21.5% ガジェット

27.7% 情報・ニュース

2. 年齢分布

27.0% 18-24

33.9% 25-34

26.4% 35-44

8.8% 45-54

2.7% 55-64

1.2% 65+
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AppBank.net：ユーザー特性

メインユーザーは20・30代の若手サラリーマン層。
iPhoneを中心としたモバイル端末でゲームだけに偏らずに情報を幅広くキャッチ。

1. 男女比

80.6% 男性

19.4% 女性

3. デバイス

91.6% モバイル

5.3% PC

3.1% タブレット
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AppBank.net：ゲーム記事のユーザー構成

ゲーム記事は、総じて男性ユーザーの閲覧が多い。
脱出・謎解きゲームやカジュアルゲームは2～3割女性ユーザーも閲覧している。

2. コアゲーム

90.9% 男性

9.1% 女性

※カジュアルゲーム：シンプルかつ短時間でプレイ可能なゲーム。
※コアゲーム ：複雑な操作を伴い、長期間掛けてプレイするゲーム。

主にアヴァベルオンライン、マインクラフト、モダンコンバットなど

1. カジュアルゲーム

78.8% 男性

21.2% 女性

4. カメラアプリ(参考)

49.1% 男性

50.9% 女性

3. 脱出・謎解きゲーム

67.4% 男性

32.6% 女性
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AppBank.net：広告の使い方

ユーザーの
顧客化ファネル

認知

興味・関心

ダウンロード

ファン化

記事広告

詳しくは、資料10ページ目 ▶▶

AppBank編集部が実際に感じたアプリや商品
の魅力を記事でユーザーに伝えます。

貴社商品をiPhoneユーザーに「ファン化」する全ての過程で、
有効な解決策をご用意しています。

詳しくは、資料7ページ目 ▶▶

バナー広告（Web/アプリ）

ユーザーへの接触機会をバナーとして設置し、
インストールへの導線を確保します。 AppBank

タイアップ広告

詳しくは、資料15ページ目 ▶▶

よりインパクトあるバナーや、
より深く魅力を伝える連載記事
により、獲得ユーザーのファン化
までのストーリーをAppBank
全体でサポートします。
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掲載料金
1. ヘッダー枠：200,000円（税別）
2. フッター枠：100,000円（税別）
3. レクタングル枠：250,000円（税別）

広告掲載
タイプ

枠掲載型、ローテーション

想定配信数 各 800,000PV

想定CTR
1. ヘッダー枠：0.03～0.10％
2. フッター枠：0.01～0.03％
3. レクタングル枠：0.07～0.30%

掲載期間 1週間(毎週月曜日掲載、日曜日掲載終了)

広告掲載
位置

全ページ（右記イメージ参照）

サイズ
ヘッダー、フッター：728×90
レクタングル： 300×250

容量 50KB以内

形式 Gif(アニメ可、ループ3回まで) JPEG

本数 1本

入稿期限 5営業日前 17:00まで

リンク先
バナーリンク先は「App Store」へのリンクまたはAppBank内の
記事を推奨しております。
その他リンク先をご希望の場合は応相談となります。

フッター枠 728×90

ヘッダー枠 728×90

レクタングル枠
300×250

PC版

【バナー】PC（ヘッダー／フッター／レクタングル）
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【バナー】iPhoneバナー

※ 想定配信数はWeb版/App版のヘッダー/フッターの各数値を合算数値

掲載料金
1. 250,000円（税別）
2. 400,000円（税別）

広告掲載
タイプ

枠掲載型、ローテーション

想定配信数
1. 2,000,000imp
2. 4,000,000imp

想定CTR 0.07～0.40%

掲載期間 1週間(毎週月曜日掲載、日曜日掲載終了)

広告掲載
位置

スマホWeb/2階層以下各ページ
アプリ/2階層以下各ページ（ヘッダー・フッター）

サイズ 640×100

容量 100KB以内

形式 Gif(アニメ可)、JPEG、PING

本数
2本
※ バナーは1枠2本まで設定が可能になりました

入稿期限 5営業日前 17:00まで

リンク先
バナーリンク先は「App Store」へのリンクまたはAppBank内
記事を推奨しております。
その他リンク先をご希望の場合は応相談となります。

Web版

App版ヘッダー App版フッター

iPhoneバナー

iPhoneバナー

iPhoneバナー
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【バナー】SP＋PC レクタングルバナー

掲載料金 300,000円（税別）

広告掲載
タイプ

枠掲載型、ローテーション

想定配信数 5,000,000imp

想定CTR 0.01～0.10%

掲載期間 1週間(毎週月曜日掲載、日曜日掲載終了)

広告掲載
位置

PC/全ページ(レクタングル枠と同一)
SPWeb/トップ最下部、2階層以下各ページ

サイズ 300×250

容量 50KB以内

形式 Gif(アニメ可)、JPEG、PING

本数
2本
※ バナーは1枠2本まで設定が可能になりました

入稿期限 5営業日前 17:00まで

リンク先
バナーリンク先は「App Store」へのリンクまたはAppBank内
記事を推奨しております。
その他リンク先ご希望の場合は応相談となります。

PC版

SP版

レクタングル
300×250

レクタングル
300×250
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【アプリ記事広告】概要

１

記事をじっくり読み込むユーザーが多い為、App 
Storeへの高い誘導率とDL率が期待できるほか、
実購買などにもアクティブになりやすい傾向にあります。

2

アプリ紹介ページでは50,000PV以上の閲覧や
App Storeへ15,000以上の誘導実績もござい
ます。

《記事広告のポイント》

1記事あたりの

平均閲覧時間2分以上

紹介ページ閲覧

5,000-20,000PV(2週間計測)

掲載料金 500,000円（税別）

広告掲載
タイプ

記事広告（レビュー形式）

想定配信数 5,000～20,000PV (平均:10,000PV)

想定CTR 10.00～40.00%

掲載期間 掲載日より半永久

広告掲載
位置

PCサイト・スマートフォンWeb・アプリ内
> TOP・カテゴリ内PR枠

入稿期限 掲載開始日の10営業日前 11:00まで

リンク
アプリのダウンロード先は「App Store」へのリンクのみ
※ 計測URLの利用は可能ですが、動作保証は行っておりません
※ google playへのリンクも設置可能です

備考

・写真等、記事作成に必要な素材を予めご用意ください。
・記事執筆にあたり、機材調達等の通常編集外の費用が必要
な場合は、別途ご負担いただきます。
・想定配信数は2週間での計測数値となり、計測期間終了後に
レポートをお送りいたします。
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【アプリ記事広告】掲載イメージ

App Store

紹介ページ
紹介ページ内にてアプリ紹介を行い、
App Storeへのリンクを設置。

TOPページ
記事が公開されると、最上部の
新着にリンクを掲載。

ピックアップ記事
PR記事の最新5件を掲載。
(PCサイドバー枠)



©AppBank

リリース前のアプリを新着ニュース・アプリ枠で、ユーザーに周知します。
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【その他記事広告】事前登録

掲載料金 500,000円（税別）

広告掲載
タイプ

事前登録記事広告（レビュー形式）

想定
配信数

5,000～20,000PV

掲載期間 半永久

広告掲載
位置

PCサイト：新着アプリ枠、ニュース枠
スマートフォンアプリ：最新レビュー枠、ニュース枠
スマートフォンWeb：新着アプリ枠、ニュース枠

入稿期限 掲載開始日の10営業日前 11:00まで

リンク 事前登録ページへのリンク

備考

・事前登録記事広告は、週2枠限定かつ通常PR枠の空いてい
る場合に掲載が可能となります。
・アプリ枠への露出に伴い、AppBankアプリのDLリンクが入ります。
・写真等、記事作成に必要な素材を予めご用意ください。
・記事執筆にあたり、機材調達等の通常編集外の費用が必要
な場合は、別途ご負担いただきます。

事前登録
ページ

事前登録記事
記事でアプリの訴求と共
に事前登録を促します。

TOPニュース枠
記事が公開されると、最上部の
新着にリンクを掲載。

TOPアプリ枠
記事が公開されると、最上部の
新着にリンクを掲載。
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アクセサリー顧客だけでなく仕入担当者へも貴社商品をお届けします。

掲載料金 300,000円（税別）

広告掲載
タイプ

アクセサリー記事広告（レビュー形式）

想定
配信数

2,000～20,000PV

掲載期間 半永久

広告掲載
位置

PCサイト・スマートフォンWeb・アプリ内
> TOP・カテゴリ内アクセサリー枠

入稿期限 掲載開始日の10営業日前 11:00まで

リンク
「AppBank Store」へのリンク
※ 関連アプリがある場合は、「App Store」へのリンク

備考

・アクセサリー記事広告は、AppBank Storeで取扱中の商品
のみ対象です。
・アクセサリーは、事前に弊社へご郵送ください。
・写真等、記事作成に必要な素材を予めご用意ください。
・記事執筆にあたり、機材調達等の通常編集外の費用が必要
な場合は、別途ご負担いただきます。

【その他記事広告】アクセサリー(AppBank Storeで取扱中の商品のみ)

AppBank

AppBank
Store

iPhone
ユーザー

アクセサリー
仕入担当者

商品ページ内にリンクが設置され、
購買を後押し！

購入サイト
へ誘導 商品仕入

のご相談
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【記事広告全般】掲載までのスケジュール

掲載可否
各種問合

申込
入稿

初稿提出

掲載

掲載3営業日前

掲載10営業日前

校了
掲載設定

掲載1営業日前

申込・入稿より最短10営業日で掲載されます。

広告掲載に際して審査を実施しますので、
必ず事前にお問合せください。
※リンク先サイトも審査対象に含みます

1. 掲載可否/各種問合

既定の入稿フォーマットをご提出頂き、執筆に取り掛かります。
※記事制作には7営業日を頂いております
※未リリースアプリ/バージョンアップ予定時は事前にご共有ください

2. 申込/入稿

初稿/最終稿を確認の上、問題がなければ校了の旨をお知らせください。
掲載設定後に、掲載日時およびURLをお知らせいたします。

4. 校了/掲載設定

制作した記事原稿の初稿をご提出致します。
画面キャプチャと、ソーステキストファイルをセットで提出させて頂きます。
修正は1回のみ、大幅な修正の場合には日程を調整させて頂きます。

3. 初稿提出
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【タイアップ】コンセプト

AppBankで培ったノウハウとお客様のニーズをヒアリングの元、
ユーザーにいちばん響く特別タイアッププランを未だかつてないカタチでご提案します。

事例1）写真アプリメーカー様

要望：とにかくユーザーにアプリを使ってもらい、アクティブなユーザーを増やしたい！

AppBankと
共同で写真投稿
キャンペーン開催

AppBank
ライターがノリノリ
でキャンペーンへ

投稿

読者も楽しんで
キャンペーン投稿

を行う

応募総数が
約1,000件！

事例2）恋愛系ゲームアプリメーカー様

ユーザーに共感を得られるコンテンツを記事化して、超コアなユーザーを創りたい！

ゲーム中で登場
する女性について
の攻略法をアップ

他ゲームとの差別
化となる声優さん
へのインタビューを

執筆

壁紙ダウンロード
企画など

超コアなユーザー
の獲得に成功！

2013年8月、AppBank Storeの
旗艦店が新宿にオープンしました。
1FはiPhone関連アクセサリを中心
に商品を取り揃えております。
2Fではインターネット発のキャラクター
グッズを中心に取り揃えております。
また30人規模のイベントが開催可能
なスペースを有しております。詳細に
つきましては、別途お尋ねください。

【過去開催実績】
・お絵かきイベント
・公式ファンブック発売
・開発秘話トークショー
・アプリのデモンストレーション
・公開収録
・ラテアートバトルetc…
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無課金チャレンジ

小ワザ・裏ワザ

AppBank連載

1つのアプリに対し、複数回に渡って記事を作成。
基本要素の説明や楽しみ方、裏ワザや無課金
チャレンジ、難所の攻略などを展開。

ゲーム攻略

アップデート情報

バナー

未DLユーザー獲得済みユーザーへ

PR記事やPC・iPhone各バナーを活用して、
新しいアプリを求めているユーザーへサイト内
で認知・DLを促す。

アプリや公式サイトから、レビューサイトの連載企画へ
直接リンクを貼り、普段使いアプリであれば小技や裏
技を伝授。ゲームであれば行き詰まりや飽き始めてい
るユーザー、攻略情報や詳細なアップデート情報など
を見せ、アプリの継続を促す。

【アプリ本体】

攻略情報

【公式サイト】

小ワザ・裏ワザ

○○(序盤の難所)で
詰んだ…＼(^o^)／
もう止めようかなぁ。

もっと便利な使い方とか
あったらいいのにな…

AppBank読者を企画ページへ誘導
サイト内ユーザーを企画ページへ誘導

【タイアップ】展開イメージ

タイアッププランでは、新規ユーザーの確保のためのアプリ記事をはじめとして、
ユーザーのアクティブ化のためのトリセツ・裏ワザ・攻略法まで、ワンストップで企画設計をいたします。

概要紹介 利用シーン訴求

まとめ連載日記
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《実施内容》

・記事掲載や背景ジャックの連日掲載での認知度アップ

・日本市場では馴染みがないゲームだったため、楽しみ方
や面白さ、効率的進め方を丁寧に解説し、離脱防止

・公式クランイベントを計5回開催し、50クラン・2,000名
以上が参加するまでに拡大

・twitterハッシュタグ『#クラクラ』を発案し、使用し始めた
ところ、毎月1,000ツイートのつぶやき規模に

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目4ヶ月目

《記事PVの推移》

【タイアップ】大型案件『Clash of Clans』の事例

《ご出稿内容》

・記事広告 40本

・背景ジャック 6日間

・PCブランディングバナー 20日間

・iPhoneアプリ上部バナー 20日間

計2,800万円

日本市場で
「継続的な」トップセールス

上位入りを目指したい

成果

2013年6月
タイアップ前

2013年6月
タイアップ後

トップセールス

最高位 52位 3位

月間平均
順位

75位 6位

無料アプリ
ランキング

最高位 135位 1位

月間平均
順位

174位 20位

ご要望

※ Supercell様には、『ヘイ・デイ』『ブームビーチ』でも同様の予算にてご実施頂いております。
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【タイアップメニュー1】ゲーム特集プラン

ゲーム特集プランでは、新規ユーザーの確保のためのアプリ紹介をはじめとして、
ユーザーのアクティブ化のためのトリセツ・攻略法まで、ワンストップで企画設計をいたします。

掲載料金 3,500,000円～（税別）

掲載メニュー
（記事広告）

PR記事5本～（アプリ紹介、攻略記事など）

掲載メニュー
（誘導）

[バナー] iPhoneアプリ上部バナー（3日間）
[バナー] PC ブランディングバナー（3日間）
[バナー] iPhoneバナー/4Mimp（1週間）
[ページ] 大人気iPhoneゲーム攻略集（半永久）

■全体スケジュール例

■備考
・対象となるアプリごとに記事展開内容を調整させて頂きます。
・実施が決定されましたら、クライアント担当者様とAppBank編集部で、直接企画内容を調整させて頂くこともございます。
・効果を最大限にするため、アプリ側からAppBankの記事ページへのリンク設置をお願いしています。
・素材提供や記事確認期間が集中することも想定されますので、ご協力お願いいたします。

攻略集
アプリ
紹介

PR

攻略
記事1

PR

攻略
記事2

PR

攻略
記事3

PR

攻略
記事4

PR

タイアップ
バナー

iPhone
バナー
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【タイアップメニュー2】生活・便利系アプリ特集プラン

生活・便利系アプリ特集プランでは、通常のアプリ紹介に加え、
ユーザーの利用シーンに合わせた訴求や小技・裏技を盛り込んだ企画設計をいたします。

掲載料金 1,500,000円～（税別）

掲載メニュー
（記事広告）

PR記事3本～（アプリ紹介、利用シーン訴求、小技・裏技など）

掲載メニュー
（誘導）

[バナー] iPhoneアプリ上部バナー（3日間）
[ページ] 特集記事ページ

■該当アプリ事例
・ニュース、地図、乗換案内、カレンダー、メモ、カメラ、ブラウザー、クラウド系サービス、ビューアーなど

■全体スケジュール例

■備考
・対象となるアプリごとに記事展開内容を調整させて頂きます。
・実施が決定されましたら、クライアント担当者様とAppBank編集部で、直接企画内容を調整させて頂くこともございます。
・効果を最大限にするため、アプリ側からAppBankの記事ページへのリンク設置をお願いしています。
・素材提供や記事確認期間が集中することも想定されますので、ご協力お願いいたします。
・ゲームは当メニューの対象外とさせて頂きます。

アプリ
紹介

PR

記事1
(シーン)

PR PR

バナー記事2
(使い方)
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【タイアップ】掲載までのスケジュール

掲載可否
各種問合

発注意志
企画策定

初稿提出

掲載

掲載
3営業日前

タイアップ開始
20営業日前

校了
掲載設定

掲載
1営業日前

ご発注意志を頂いてから20営業日程度でタイアップ企画が開始となります。

広告掲載に際して審査を実施します。
タイアップでの執筆可否も行いますので、必ず事前にお問合せください。
※アプリ内容によって、執筆可能な本数が異なります

1. 掲載可否/各種問合

発注意志が固まりましたら、クライアント様にアプリのアピールポイントなどを
ヒアリングの上で弊社にて企画を作成いたします。
企画策定には5営業日ほど頂きます。
企画内容をクライアント様と摺り合わせの元で執筆に入らせて頂きます。

2. 発注意志/企画策定

初稿/最終稿を確認の上、問題がなければ校了の旨をお知らせください。
掲載設定後に、掲載日時およびURLをお知らせいたします。

4. 校了/掲載設定

制作した記事原稿の初稿をご提出致します。
画面キャプチャと、ソーステキストファイルをセットで提出させて頂きます。
修正は1回のみ、大幅な修正の場合には日程を調整させて頂きます。
※2本目以降も順次お送りさせて頂きます

3. 初稿提出
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【特別バナー1】背景ジャック(PCのみ)

掲載料金
A）800,000円（税別）
B）2,000,000円（税別）

広告掲載
タイプ

枠掲載型、1枠固定

想定配信数
A）120,000PV
B）360,000PV

想定CTR 1.60～4.50％

掲載期間
A）1日間
B）3日間

広告掲載
位置

PC全ページの背景画像

サイズ
1. 1020×90
2. 1600×1200
※ うち1020×1200は記事箇所のため表示不可

容量 200KB以内

リンク先 リンク先はAppBank内記事もしくは特集ページのみ

形式 Gif(アニメ不可)、JPEG、PING

備考
単体での実施は、原則としてご案内しておりませんので、
ご検討の際には都度お問い合わせください。

PC

入稿素材についての諸注意

素材入稿時には、上部バナー(桃色箇所)と
背景素材(赤白箇所)の2枚を合計200KB
以内に収めてご搬入ください。また背景素材
の白地部分(1020px×1200)は表示不可
となります。

2. 背景素材
1600×1200

1. 上部素材
1020×90

上部 1020×90

背景
(右)

290×
1200

背景
(左)

290×
1200
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【特別バナー2】ブランディングバナー(PCのみ)

掲載料金 300,000円（税別）

広告掲載
タイプ

枠掲載型、1枠固定

想定配信数 360,000PV(想定)

想定CTR 0.40～1.80％

掲載期間 3日間

広告掲載
位置

各ページの背景画像

サイズ 980×120

容量 50KB以内

リンク先 リンク先はAppBank内記事もしくは特集ページのみ

形式 Gif(アニメ不可)、JPEG、PING

備考
単体での実施は、原則としてご案内しておりませんので、
ご検討の際には都度お問い合わせください。

ブランディングバナー 980×120

PC

※ タイアップ実施時の特別枠となっております。
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【特別バナー3】iPhoneアプリ上部バナー(アプリのみ)

掲載料金 300,000円（税別）

広告掲載
タイプ

枠掲載型、1枠固定

想定配信数 200,000imp(想定)

想定CTR 0.40～2.00％

掲載期間 3日間

広告掲載
位置

アプリ各ページ上部の左右いずれか１箇所

サイズ 280×165

容量 20KB以内

リンク先 リンク先はAppBank内記事のみ

形式 Gif(アニメ不可)、JPEG、PING

備考
単体での実施は、原則としてご案内しておりませんので、
ご検討の際には都度お問い合わせください。

バナー 280×165

iPhoneアプリ

※ タイアップ実施時の特別枠となっております。
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【入稿期限について】
・ 記事広告につきましては、10営業日前11:00の入稿必須 となります。
・ 10営業日を過ぎた場合の発注・入稿はお受けできませんので予めご留意ください。
・ クライアント様においてガイドラインやレギュレーションがある場合には、入稿フォーマッ
トと共にお送りください。後日お送り頂いた場合には、再度掲載スケジュールの引き直
しを行わせて頂きます。

【初稿ご提出後の記事修正について】
・ 記事内容の修正は原則として、1回まで承ります。
・ 大幅な内容修正を防ぐためにも、入稿フォーマットにご希望される訴求内容を可能
な限り詳しくご記載くださいませ。
・ 修正確認校のご提出後に追加で修正依頼が発生する場合は、掲載スケジュール
を変更させて頂きます。ただし、記事の誤植修正はこの限りではありません。

【ご発注後の掲載日変更について】
・ ご発注後の掲載日の変更は、1回まで承ります。
・ 変更後の日程で掲載ができなかった場合はキャンセルとなり、規定のキャンセル料を
ご請求させて頂きます。
(=2回目以降の掲載日の変更はお受け出来ません)

【ご入稿後にアプリのアップデートがある場合】
・ アップデート後の最新版のアプリをAppBank側で確認出来るようご手配ください。
・ 内部のバグ修正など、記事内容に影響の出ないアップデートがある場合でも、入稿
フォーマットにその旨をご記載頂き、事前に通知をお願い致します。
・ 事前通知なく、AppBank編集部側でアプリのアップデートを確認した場合、記事の
制作は中断致します。
・ アップデート内容を踏まえて再度入稿フォーマットのご提出頂き、再度掲載スケ
ジュールの引き直しを行わせて頂きます。

【タイアップにおけるAppBankが自主的に執筆する記事について】
・ 自主的に執筆する記事については、公開後の掲載のご連絡となります。また内容に
ついてのご希望は承れません。ただし、記事の誤植修正はこの限りではありません。

【AppBank記事の表記/表現ルール】
・ AppBankでは、ユーザーに最適な形で情報をお届けするため（記事の効果を最
大化するため）、以下のルールを設けています。原則として変更ができませんので、
予めご承知おきくださいませ。

・ 記事タイトル
∟ タイトルの文字数は最大全角50文字
∟ iPadアプリの場合は頭に「[iPad]」の記載
∟ 記事広告については、通常の記事と明確に判断できるよう [PR] の記載

・ iTunesへのリンクボタンの数
∟ 広告記事の場合は、記事上部に1つ、記事最下部に1つ

ご参考：通常記事の場合は、記事最下部に1つのみ

・ 使用可能な画像枚数
∟ おおよそ15枚～20枚程度

それ以上の場合、3G回線における記事の読み込みに時間が掛かり、
ユーザビリティが著しく低下し、記事が読まれなくなる可能性があります。

・ 記事掲載時のアイコンについて
∟ 編集部の判断により、アイコンはアプリ以外のものを利用する場合がございます。

【留意事項】記事広告

条件・ご留意事項が多くなっておりますが、
AppBankユーザーに対する記事品質維持のため、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
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【原稿入稿】
・ 入稿時にリンク先サイトが立ち上がっていない場合、広告訴求内容がリンク先サイ
トに反映されていない場合はアップ予定日を明記の上、内容が確認出来る資料を
添付して下さい。アップ予定日や内容が確認出来ない場合は掲載出来ないことがあ
ります。
・ リンク先サイトには、広告主名などの情報提供者が特定できる内容及び、問合せ
先（電話番号／メールアドレス等）を記載して下さい。

【キャンセル】
・ 入稿締切日の5営業日前から入稿締切日までのキャンセルは、広告主・広告会
社の事由による場合は有償とし、その金額は契約掲載料金の50%とします。
・ 入稿締切日以降のキャンセルは、広告主・広告会社の事由による場合は有償と
し、その金額は契約掲載料金の100%とします。
※ 記事広告については別途定める規定に準じます。

【掲載中止】
・ 弊社が以下に定める場合に、はやむを得ず広告掲載を中断、又は中止、もしくは
掲載内容を変更することがあります。この場合には弊社は広告会社及び広告主に
対し、一切の責任を負わないものとします。合わせて、下記理由によりキャンセルと
なった場合、広告掲載料金は通常通り発生します。また、以後の掲載をお断りする
場合がありますので、予めご了承下さい。
１） 広告申込時の広告内容と掲載内容（掲載表現）が異なる場合
２） 広告主サイト・アプリへのリンクが正常に行われない場合
３） 広告主サイト・アプリへのリンクが困難（サーバダウン、ネットワーク障害等）で
ある場合
４） 掲載内容の不備又は第三者からの掲載内容等に対する苦情その他の申し
立てがあり、これにより弊社が広告掲載を継続することが困難と判断した場合
５）広告主サイト・アプリがステルスマーケティングを行っていると判断される場合
６）その他、ユーザークレームが起こる懸念がある場合

【免責事項】
・ 広告（広告商品）の利用は、広告主の判断と責任において行うこととします。
・ 掲載広告の広告効果（クリック回数/コンバージョン広告効果等）につきましては、
保証致しません。
・ 期間保証メニューに関しては広告表示回数の保証は致しかねます。

【検収および請求】
・ 広告原稿の掲載終了日の属する暦月の末締めにてご請求とさせて頂きます。

【その他】
・ 広告掲載に際して審査を実施しますので、必ず事前にお問合せください。リンク先
サイトも審査対象に含みます。
・ AppBankが不適切と判断した場合には、事前の掲載可否および申込受領後に
おいても、掲載をお断りする場合がございます。また掲載期間中に、該当記事を削
除する場合もございますので、予めご了承ください。（次頁参照）
・ 本規約は事前の通知無しに変更する場合がございます。

【ステルスマーケティングに対する対応】
・ AppBankでは、ステルスマーケティング防止の為、通常のレビューと広告案件を明
確に判断が出来るよう、記事広告案件については[PR]文言の付与を必須としてお
ります。

【留意事項】広告全般
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【掲載基準】
・広告からの接続先は、iPhoneアプリ・もしくはiPhoneから閲覧可能なwebサイト
に限定させて頂きます。

・下記の項目に抵触する恐れがある場合、掲載をお断りさせていただく場合がござい
ます。

１）公序良俗に反する恐れがある場合
２）法律、条例、条約などへの違反、もしくは違反の恐れがある表現があった場合
３）広告表示内容とリンク先のページ内容が著しく異なる場合
４）運営会社情報が不明確な場合
５）当社のイメージを著しく低下させる恐れのある場合
６）広告掲載によりAppStoreの審査への影響が及ぶ可能性がある、もしくは、

広告掲載により審査リジェクトが発生した場合
７）他アプリと模写が明らかである場合
８）ステルスマーケティングの可能性が高いと判断される場合
９）その他、当社が不適切と判断した場合

上記の各項目に当てはまる場合、掲載途中であっても掲載停止となる場合がござ
いますので、予めご了承ください。

・掲載不可となる業種・ジャンル

以下の、業種・ジャンルのアプリ、及びサイトの掲載はお断りさせて頂いております。

１）成人向けコンテンツ
２）成人向け電子書籍・コミック
３）出会い系・コミュニティ系サービス
４）ライブチャットサービス
５）公営を含むギャンブルに関連するサービス
６）消費者金融(銀行資本のみ可)
７）情報商材
８）結婚サービス(大手相談所のみ可)
９）ペニーオークション
１０）無料サービスを誘因にしたアドレス収集サイト、およびその疑いが強いサイト。
１１）その他、当社が不適切と判断した場合。

広告に関する問い合わせ
Agency-ads@appbank.net

【留意事項】広告掲載規定

【クリエイティブ】
・広告クリエティブ基準
下記の項目に抵触する広告クリエイティブについては、掲載をお断りさせて頂きます。

１）表現の強弱を問わず性的表現、もしくはそれを想起させる表現を使用してい
る場合

２）ユーザーの誤解を招く可能性がある過度な煽り表現を使用している場合。
３）広告を見たユーザーから複数のクレーム・問合せが発生した場合。
４）その他、当社が不適切と判断した場合。

mailto:AppBank55@gmail.com
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【その他】問合せ・仮押え・申込・入稿

仮押え・申込および入稿は、以下のフォーマット項目を記載し、
所定のメールアドレス宛へお送りください

【問合/仮押用】 agency-ads@appbank.net

下記項目を記載の上、お問合せください。

レップ ：
代理店 ：
広告主 ：
案件名 ：
リンクURL ：
媒体名 ： AppBank

メニュー ：
掲載期間 ：
備考 ：

【申込/入稿用】Order-ads@appbank.net

下記項目を記載の上、お申込みください。

レップ ：
代理店 ：
広告主 ：
案件名 ：
リンクURL ：
媒体名 ： AppBank

メニュー ：
掲載期間 ：
グロス額 ：
ネット額 ：
備考 ：

mailto:agency-ads@appbank.net
mailto:Order-ads@appbank.net

