


LINEプロモーション拡大で起きている問題

• LINEを使ったプロモーションが多くなってきた

•メールよりもLINEの方がリストは獲得しやすい

• LINEの方が関係性を構築しやすく成約率が高い

この背景で起きる問題・・・

・LINEの登録がどこの経由なのか把握ができない

・アフィリエイターもメールのオプトしかできない

・広告費を拡大するべきか？オプトキャンペーンを拡大するべきか？



メールオプトで蔓延する不正

弊社の被害総額 約158,000,000円



不正の手口 不正アフィリエイターの告白

不正アフィリエイターへ、アフィリ報酬を支払う変わりに情報を聞き出しました。



SNSで蔓延する不正ノウハウ

ノウハウ購入者には、不正行為だということがわからないような手口。

【手口】
購入者は、ASPでアフィリリンクを取得し、すでにリストが入ったメルマガスタンドが
用意されており、そこでメールを配信するだけ。

販売者は、配信後にシステムを使って、適当に作ったリストを登録させている。

不正の自覚がないため、ブラック判定にされる理由もわかっていない。
そのため、ASPの悪評を拡散する。



共有されている被害に合っているASPリスト

不正アフィリエイターから入手しました。



不正による被害

•ムダなアフィリ報酬の支払い

•正しい成約率が図れない。
（本当はうまく行っているプロモーションだったかもしれない）

•ムダなアフィリ報酬の支払いで利益が出ず、２期へ継続できず。

•不正チェックや不正アフィリエイターへのスタッフの労力

•不正者が拡散する悪評

•正当なアフィリエイターまでも間違って不正とみなされる危険





何経由で友達追加があるのかを計測可能

・どのアフィリエイター経由？

・どのLPや経由？

・どこの広告経由？

・誰のLINE経由？

・どの案件経由？

・どのチラシ経由？

・どの看板経由？

【メリット】どこ経由の登録が多いかを分析することで

広告費の調整、媒体の露出の調整

HPやLP、チラシのデザインの修正で成果を効率化させる

LINE@ASPでできること



LINEステップとの連動が可能

・どこ経由でLINEの友達追加なのかを計測し成約まで追尾可能

・LPごとにLINEのシナリオを振り分けが可能

【メリット】LPや属性によってLINEのステップシナリオを

自動で振り分けることができ成約率を高められる

LINE@ASPでできること その２



＜不正対策＞

・すぐにブロックされた場合（24時間以内）は自動非承認

・LINEでの友達追加のため同IDからの重複登録は不可

・別IDでも同IPアドレスからの友達追加は自動非承認

・友達追加後のユーザーの行動追尾が可能（LINEステップ連動機能）
例）アクションの少ないユーザーが多いアフィリエイターは非承認

・一度ブロックして友達追加しても計測はされない

LINE@ASPでできること その３



一般・VIP・SVIP以外のクラスも自由に追加可能

報酬単価の細かな期間設定が可能

複数LPのランダム表示は、比率の変更が可能

承認・非承認は手動設定も可能

アフィリエイターランキング表示機能

他のASPからアフィリエイター一括登録可能（CSV）

アフィリエイター一括メール送信可能

一般・VIP・SVIPごとに一括メール送信も可能

各アフィリエイターの有効・無効設定可能

アフィリエイターのパスワード変更可能

アフィリエイターのランク設定可能

アフィリエイターごとの成績確認可能

LINE@ASPでできること その４



＜アフィリエイターもやりやすい＞

・レスポンシブでスマホからも見やすいユーザー画面

・スマホから簡単に紹介可能

・LINE、メール、Facebook、Twitterアプリと連携起動で簡単紹介

・紹介したいLPは個別もしくはランダムを選択可能

・広告文自動差し込み機能

・案件ごとのアクセス数、成約数、報酬額を一覧で確認が可能

・月ごとの成約数、報酬額の確認が可能

・振込先設定、ユーザー個人情報登録必須

LINE@ASPでできること その5





アフィリエイトセンター
運営者ページ解説



案件管理画面



案件登録の画面



案件登録の画面 LINEマネージャーと連携設定（LINEステップがない場合）



案件登録の画面 LINEステップと連携設定（シナリオ連携が可能）



案件登録の画面 各クラスの報酬設定



案件登録の画面 各クラスの報酬設定を期間でさらに細かく設定可能



案件登録の画面 LPの設定（シナリオ連携やABテストも可能）



LINE

■どこ経由の友達追加なのかを把握できます！

・どのアフィリエイター経由？
・どのLPや経由？
・どこの広告経由？
・誰のLINE経由？
・どの案件経由？
・どのチラシ経由？
・どの看板経由？



LINE



LINE LIGET



広告文を設定しておけば、アフィリエイターがコピペだけで
アフィリエイトができます。アフィリリンクも自動挿入

アフィリエイターの画面



ＣＶタグやアナリティクスタグなどで計測も可能



案件の実績確認画面 各数字を一目で確認できる！



案件の実績確認画面 承認・非承認は自動！（個別に手動設定も可能）



＜不正対策＞

・すぐにブロックされた場合（24時間以内）は自動非承認

・LINEでの友達追加のため同IDからの重複登録は不可

・別IDでも同IPアドレスからの友達追加は自動非承認

・友達追加後のユーザーの行動追尾が可能（LINEステップ連動機能）

例）アクションの少ないユーザーが多いアフィリエイターは非承認

・一度ブロックして友達追加しても承認はされない



一般・VIP・SVIP以外のクラスも自由に追加可能



アフィリエイターを一覧で管理。検索も可能！



既存のアフィリエイトセンターからアフィリエイターを一括引っ越し！

※対応アフィリエイトセンター Kuchiko



アフィリエイターへ一斉メールを送信可能。クラスごとも可能



送信メールは、アフィリリンク入りの広告文なども配信可能



アフィリエイトセンター名や最低支払額なども設定可能





アフィリエイトセンター
アフィリエイターページ解説



案件選択の画面



LP選択の画面



紹介方法を選択する画面



紹介方法を選択する画面

広告文やアフィリリンク自動挿入
アプリと連動

アプリ起動



アフィリリンクのみの取得も可能



案件ごとの成約も一目で確認ができる



アフィリエイターの個人情報や振込先設定





ミス入力や入力のわずらわしさを極力なくした画面設計



【補足】LINEステップとは？



・登録者へ一斉にメッセージ送信

・登録した人、もしくは何かしらの
アクションをした人に順にステップ配信

・個別にメッセージをやりとり

・メッセージだけではなく、
いろいろなコンテンツを送る事ができる

・ステップ配信中に別のシナリオへ
変更することができる

・タグ付けでユーザーを分類や管理できる

・CVなどの計測もできる



LINEで自動ステップ配信



URLは自動で短縮し、クリック数を自動集計



タグ付けで細かくユーザーを分類



タグ付けの例



タグ付けでできること

【使用例】

• 何かのURLをクリックした人 ⇒ ステップ１をクリックした人

• 何かサイトへアクセスした人 ⇒ 動画１のページへアクセスした人

• 特典を受け取った人 ⇒ 特典３を受け取った人

• セミナーへ参加人 ⇒ 2月23日のセミナーに参加した人

• 商品の購入者 ⇒ 購入者

効果測定、タグ付けした人だけメール送信、

タグ付けした人だけシナリオ分岐

タグ付けした人だけセミナーの案内

タグ付けした人だけセールスの案内

すべてのユーザーへ同じアプローチをするのではなく、

ユーザーのアクションに応じたアプローチをすることで、成約率や満足度を高められる



回答フォーム機能



回答内容は、自動的に個人情報へ追加



特定のユーザーだけリッチメニュー表示

この部分

【使用例】

• セールス対象者のみ表示

• あるサイトへアクセスした人のみ表示

• セミナーに申込した人のみ表示

• 何かのアクションをした人のみ表示

• 購入者だけ表示

• あるシナリオまで進んでいる人のみ表示

など・・・

※もちろん登録者全員へ表示も可能

※半分のサイズのハーフサイズも設定可能

※LINEステップの有料オプションです。



スクリプト機能で、サイトで一定時間滞在したユーザーを特定



スクリプト機能で、サイトで一定時間滞在したユーザーを特定



クロス分析で、効果測定

【使用例】

•各動画のアクセス数に対する5分以上した人を計測

•アフィリエイター経由ごとの成約率

• LPごとや媒体ごとの成約率

•セールスレターへアクセスした人に対する購入者数

•シナリオごとの成約数





何経由で友達追加があるのかを計測可能

・どのアフィリエイター経由？

・どのLPや経由？

・どこの広告経由？

・誰のLINE経由？

・どの案件経由？

・どのチラシ経由？

・どの看板経由？

【メリット】どこ経由の登録が多いかを分析することで

広告費の調整、媒体の露出の調整

HPやLP、チラシのデザインの修正で成果を効率化させる

LINE@ASPでできること



LINEステップとの連動が可能

・どこ経由でLINEの友達追加なのかを計測し成約まで追尾可能

・LPごとにLINEのシナリオを振り分けが可能

【メリット】LPや属性によってLINEのステップシナリオを

自動で振り分けることができ成約率を高められる

LINE@ASPでできること その２



＜不正対策＞

・すぐにブロックされた場合（24時間以内）は自動非承認

・LINEでの友達追加のため同IDからの重複登録は不可

・別IDでも同IPアドレスからの友達追加は自動非承認

・友達追加後のユーザーの行動追尾が可能（LINEステップ連動機能）
例）アクションの少ないユーザーが多いアフィリエイターは非承認

・一度ブロックして友達追加しても計測はされない

LINE@ASPでできること その３



一般・VIP・SVIP以外のクラスも自由に追加可能

報酬単価の細かな期間設定が可能

複数LPのランダム表示は、比率の変更が可能

承認・非承認は手動設定も可能

アフィリエイターランキング表示機能

他のASPからアフィリエイター一括登録可能（CSV）

アフィリエイター一括メール送信可能

一般・VIP・SVIPごとに一括メール送信も可能

各アフィリエイターの有効・無効設定可能

アフィリエイターのパスワード変更可能

アフィリエイターのランク設定可能

アフィリエイターごとの成績確認可能

LINE@ASPでできること その４



＜アフィリエイターもやりやすい＞

・レスポンシブでスマホからも見やすいユーザー画面

・スマホから簡単に紹介可能

・LINE、メール、Facebook、Twitterアプリと連携起動で簡単紹介

・紹介したいLPは個別もしくはランダムを選択可能

・広告文自動差し込み機能

・案件ごとのアクセス数、成約数、報酬額を一覧で確認が可能

・月ごとの成約数、報酬額の確認が可能

・振込先設定、ユーザー個人情報登録必須

LINE@ASPでできること その5



・流入先の特定で広告費の削減 ⇒ 何百万円のムダな広告を排除

・不正アフィリ報酬の削減 ⇒ 何千万円のムダを排除

・LINEによる成約率アップ ⇒ 成約率3倍で何千万円、何億の売上

・アフィリ経由のリスト増大 ⇒ リスト数千～数万アップ

・効果測定による成約率アップ ⇒ 成約率、売り上げ、顧客数アップ

LINE@ASPのメリット まとめ



LINE@アフィリエイトセンター
LIGETの導入費用



LIGET導入費用

初期費用： ３万円（税込）※初回のみ

月額費用： ３万円（税込）※3000リストまで

（3,000リストを超えた場合1リストに付き100円）



課金ルール

【月額使用料の課金ルール】

月額課金は申込日に初期費用3万円課金、次月より毎月1日に3万円課金

例）2月23日申込⇒2月23日に初期3万課金、3月1日に月額3万課金、以降毎月1日に3万課金
例）2月28日申込⇒2月28日に初期3万課金、3月1日に月額3万課金、以降毎月1日に3万課金
例）3月1日申込⇒3月1日に初期3万課金、4月1日に月額3万課金、以降毎月1日に3万課金

【3,000リストを超えた場合の従量課金のルール】

LINEユーザーが3,000人を超えた場合、1リスト増えるごとに100円の従量課金

例）2月1日の時点で2500人。2月28日の時点で3500人のLINEユーザーだった場合。
3月の頭に500人×100円＝5万円の請求書を発行。3月末に銀行振り込みにてお支払い。
4月末に3500人のままだった場合、従量課金の発生はしない。

毎月月末締めの翌月末日払い。



お申込み方法



【お申込み時の注意と免責事項】

LINE@ASPのお申込みには、
別途LINE社提供のLINE@APIプロ版（月額32,400円）のお申込みが必要となります。

LINE@ASPは、弊社提供のLINEステップへのお申込みがなくともご使用は可能ですが、
併用いただくことでステップシナリオ配信や、タグ分け、分析機能が使えます。

毎月のお支払いが滞った場合は、使用を停止いたします。ある一定期間お支払いが滞った場合はアカウントを
削除させていただきます。アフィリエイターの情報などが削除されます。

アフィリエイトや分析の計測は100%ではありません。ユーザーの行動によっては、まれに計測されない場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。

LINE社の仕様変更や規約の変更により使用ができなくなった場合はサービスの提供を中止させていただきます。

当サービスの使用によりユーザーへ損害が起きても当社は賠償責任を負いません。

一度お支払い頂いた料金につきましては、いかなる理由においても返金はいたしません。



■LINEステップ、LINE@ASP 運営・販売会社

株式会社Maneql（マネクル）
代表取締役 田窪 洋士

〒591-8023
大阪府堺市北区中百舌鳥町５丁811番地 宮前ビル２階

TEL：0120-377-378
FAX：072-230-4511

http://maneql.co.jp

info@maneql.co.jp

http://maneql.co.jp/

