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新しいA8.netユーザのための基礎知識および各機能の内容が示されています。
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このマニュアルについて

このマニュアルは、「A8.net」のご利用経験の有無に関係なくご使用いただけます。
ただし、マウスの操作やWWWブラウザの操作など、コンピュータを使った基本的なオペレーションを
理解されていることを前提としています。
これらの基本的な操作については、ご使用のコンピュータに付属のマニュアルを参照してください。
このマニュアルは、次のような目的にご利用いただけます。

・すぐにA8.netを使い始めるために基本的な操作方法の習得、簡単な説明の参照。
・例、ヒント、および使用のポイントを示し、特定の操作方法の習得。
・A8.netの各機能を活用するための知識の習得。

ファンコミュニケーションズ社から書面による事前の許諾を得ることなく複写複製することを禁じます。
株式会社ファンコミュニケーションズ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル4階
http://www.fancs.com/

F@N、F@Nロゴは日本その他の国で登録されたファンコミュニケーションズ社の商標です。
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【A8.netについて】
======================================================================================

A8.netは、「AS（アフィリエイト・サイト）会員(以下AS)」および「広告主会員」に対して、アフィリエイトプログラム
運営システムの提供をWeb上で行う、アフィリエイト・サービス・プロバイダです。
Affiliate（アフィリエイト）の意味は、提携する（加盟する）ということです。アフィリエイトプログラムとは、商品や
サービスを販売している広告主サイトとASが、バナー広告掲載を通して業務提携することを意味します。
「AS会員」は下図のように運営しているホームページに広告主が提供するバナー等の広告を掲載します。
そのページに訪れたビジターが広告をクリックし広告主サイトへ行き、商品の購入や資料請求等を行った時に
AS会員は紹介料として一定の成果報酬額を広告主より受け取ることができます。

【 AS管理画面にログインする】

======================================================================================
貴方様が設定されたログインIDとパスワードを入力しログインしてください。

ログインＩＤ、パス
ワードを入力後、ロ
グインボタンを押し
てください。

パスワードを忘れた場合は
「こちらへ」からパスワー
ドリマインダーをご利用く
ださい。

※ログインIDとパスワードは貴方様が設定されたものです。
※ログインする際に必要なログインID・パスワードを忘れたときは、リマインダーをご利用ください。
トップ画面の「AS会員でパスワードを忘れた方はこちらへ」の「こちらへ」をクリックするとリマインダーページが
表示されます。
リマインダーとは、ご登録いただいているメールアドレス・郵便番号、画像に表示されている文字を入力するだけで、
ログインID・パスワードを登録メールアドレスにご案内する機能です。
「リマインダー」のページ - http://www.a8.net/a8v2/asReminderAction.do
リマインダーをご利用になって、登録メールアドレスにログインID・パスワードの案内が届かなかった場合は
「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

＊ 注意点 ＊
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【AS管理画面TOP】
======================================================================================

AS管理画面の上にあるタブメニューから必要な作業をクリックするだけで、作業するページにすぐに移れます。

グローバルメニュー
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【上部アイコンメニュー】

【上部タブメニュー】

参加中プログラム：現在参加中のプログラムをリスト表示します。

申込中プログラム：契約申込をして広告主からの審査待ちとなっているプログラムを表示します。

特別プログラム：優良AS会員様限定（一般に通常ASより成果UP）の特別プログラムへの提携申請依頼が

ある場合や、一般公開されていないプログラムと提携している場合に表示されます。

終了プログラム：契約終了したプログラムの一覧を表示します。

解除プログラム：提携解除または広告主が契約を解除したプログラムの一覧を表示します。

プログラム管理

プログラム検索：現在広告主より提供されているプログラムを検索し、提携を申し込むことができます。

新着プログラム：1ヶ月以内に新規スタートしたプログラムの情報閲覧・提携申込ができます。

即時提携プログラム：即時提携が可能なプログラムの情報閲覧・提携申込ができます。

キャンペーンプログラム：現在AS向けキャンペーンとして期間限定の成果アップを行っているプログラム

の一覧です。

A8Buzzプログラム：ブログに記事を投稿することによって報酬を得られるプログラムの一覧です。

商品から検索：商品名をキーワードとして検索していただくことで、その商品を扱っているプログラムを

検索することができます。

商品検索については、広告主側から商品データを提供されている場合のみ検索対象として表示される為、

稼動している全てのプログラムが対象となっておりませんのでご了承ください。（本機能はα版として試験的

に公開しており、商品情報や検索結果の精度等の保障はしておりません）

プレ稼動プログラム：近日公開(本稼動)予定のプログラムの一覧です。プログラム情報をご確認の上、

プレ稼動プログラムに提携の申請を行っていただけます。ただし、広告主から提携の承認がおりましても

広告素材タグの取得は本稼動までは行えません。

体験談ありプログラム：体験談が投稿可能なプログラムの一覧です。

プログラム検索

成果報酬：成果報酬額の累計、昨日発生した報酬額の速報、総未確定報酬額などが確認できます。

支払成果報酬：過去半年に振込みが行われた金額と、確定して2ヶ月以上経過しても振込みが行われて

いない未払い成果報酬の合計金額を表示しています。

未確定速報：レポートにはまだ反映されていない、本日発生分のデータが速報で確認出来ます。

なお、こちらは参考用に速報情報としてお知らせしています。

セルフバックレポート：プログラム提携することなく、本人申込みが成果の対象となる「A8セルフバック」

専用のレポートです。

オプションレポート：リクルーティングオファーとプログラム体験談のレポートです。

広告素材別レポート：広告素材ごとに発生した報酬額を確認できます。ただし、先月のクリック数が

30以上だった広告素材のみ表示されます。

レポート

管理画面TOPの上部アイコンは各サービス及びコンテンツへのリンクになっています。

グローバルメニューについて
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A8からのお知らせ：A8.netからの最新情報をお知らせしています。

新機能の紹介：随時追加される新機能をお知らせしています。

セミナー情報：全国各地で行われるAS会員様向けのセミナー開催情報です。

メンテナンス情報：システムメンテナンスの日程をお知らせしています。

お知らせ

会員情報の修正：AS会員登録情報の確認・修正が行えます。

サイト情報の登録・修正：ご登録のサイト情報の登録・修正が行えます。

口座情報の修正：ご登録の口座情報の登録・修正が行えます。

パスワード変更：ご登録のパスワードの変更が行えます。

AS会員退会：AS会員登録の退会が行えます。

※会員情報の更新には再認証が必要です。ログインID、パスワード、画像の文字をご入力ください。

（制限時間10分間）

登録情報

キャンペーン情報：キャンペーン及び特集などの一覧です。

プログラム選びのヒント：支払い額ランキング、人気ランキング、高額報酬プログラムなど、今話題の

プログラムのチェックに是非ご活用ください。

振り込みベスト３：個人会員の方が1ヶ月間の活動で獲得した報酬金額ベスト３を毎月更新しています。

オススメ情報

新着プログラム受信：「会員様が希望する条件のプログラムのみ」新着登録された当日にRSSまたは

メールでプログラム情報が受信できる機能です。

目標通知達成設定：一定期間内の未確定報酬額が設定金額に達した時メールをご希望の連絡先

（PC・携帯）に配信します。

ファンブログ投稿：ファンブログに登録されている場合、管理画面から記事及び広告素材を掲載すること

ができます。

グループ管理：提携しているプログラムをグループ管理する機能です。

A8.net携帯管理画面：携帯端末用管理画面のご案内です。

A8ツールバー：FireFox対応の便利なアドオンツールがダウンロードできます。

マーケティングツール：WEBで使える無料マーケティングツール「Ferret」のご案内です。

ローテーションバナー：参加中プログラムから複数素材を選び、読み込むたびに素材が変わる

広告枠を作成することが出来ます。

特別単価希望フォーム：ASランクゴールド以上のAS会員様のみ、広告主様へ特別な成果設定の希望を

送ることが出来ます。

ツール
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【プログラム検索・プログラム提携申請】

======================================================================================
グローバルメニュー「プログラム検索」から、広告掲載を希望するプログラムを検索し、プログラム提携を申請します。
提携申請が完了すると、広告主の審査結果待ちとなります。

【プログラム検索結果例】

検索結果に複数プログラムが表示された場合、チェックすることで同時に提携の申請をすることが

できます。
一括申込み

プログラムとの提携状態が表示されます。提携状態

現在提供されている広告素材が表示されます。広告サンプル

広告主サイトへのリンクです。このリンクからは成果は発生しません。広告主サイト

プログラムの詳細条件が確認できます。また、プログラムに提携申請することができます。提携申込み
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「プログラム管理」について

提携を申請したプログラムは、『参加プログラム』『申込中プログラム』『特別プログラム』『終了プログラム』『解除プログラム』
の５つのステータスに分類されます。

提携を解除したプログラムを表示します。解除プログラム

稼動期間が終了した提携プログラムを表示します。終了プログラム

特別報酬で広告主と提携しているプログラム及び、一般に公開されていないプログラムを表示します。特別プログラム

提携申込をして広告主からの審査待ちであるプログラムを表示します。

広告主名、プログラム名と申込日時が表示されます。提携申し込みの取り消しも行えます。
申込中プログラム

現在提携中のプログラムを表示します。

プログラム提携日でソートすることができます。また、終了予定のプログラムには終了日が表示されます。

※速報ダウンロード：クリックして頂くと契約中、または契約が終了したプログラムの情報一覧をCSV
ファイルでダウンロード出来ます。

（ダウンロードできない場合はブラウザを変えてお試しください。）

参加中プログラム

【参加中プログラム一覧表示】
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参加中プログラムのリンクボタンについて

プログラム一覧のそれぞれのプログラム枠内のリンクボタンより、各機能の画面に遷移します。

そのプログラムを、グループ管理メニューで設定したグループに追加します。グループ追加・変更

そのプログラムの成果報酬額とCTR （クリックスルーレート：クリック率）がポップアップ表示されます。報酬情報

プログラムの成果条件等の詳細情報を表示します。また、ここから広告主への問い合わせやプログラ
ム提携を解除することができます。

プログラム 詳細

広告主別の成果報酬レポート生成画面を表示します。条件設定テーブルを使って、「売上(成果報酬)
レポート」「素材タイプ別トラフィックレポート」を期間指定、プログラム別、運用サイト別で月単位（過去
1年分を月単位で表示）または、期間指定で生成することができます。

レポート

商品リンクが用意されているプログラムはここで商品リンクを作成できます。商品リンク

広告リンク作成画面を表示します。広告リンク

【広告の掲載】

提携申請が承認されたプログラムは、管理画面で広告素材が生成できるようになりますので、自サイトに掲載して下さい。
自サイトに掲載した貴方の広告素材を経由したお申込みが、未確定成果として反映されるようになります。

======================================================================================

広告リンクとは、広告主がアフィリエイトのサービス用に用意したバナーやテキストを貴方がアフィリエイトで利用できる
広告素材に変換したものです。
プログラムに提携申請し、広告主の承認が得られたら、次の手順で広告リンクの作成を行います。

広告リンクについて

画面上部の『プログラム管理』タブより『参加中プログラム』をクリックしてください。
参加中プログラムより、広告リンクを作成したいプログラムの枠内にある『広告リンク』ボタンをクリックします。

【手順１ 】

広告リンク生成画面より、「広告タイプ」の広告素材を選んでクリックします。
副サイトを登録している場合は、コードを生成する前に「掲載サイト」の欄から副サイトを選択することによって、
副サイト用の広告リンクを生成することができます。それぞれの成果報酬の結果は広告主別レポートで確認することができます。

広告素材には3種類のタイプがあります。「バナー」「テキスト」タイプは、自サイトにご利用ください。
「メール」タイプは、メールマガジンにご利用ください。

広告素材には広告素材IDが表示されていますので、お問い合わせ時や掲載サイトの管理にご利用ください。
尚、広告素材IDは登録順では無く、連続した番号となっていない場合もあります。

【手順２ 】
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【広告リンク作成画面】

希望の広告素材の下にある『素材を選択』をクリックするとコードが選択されます（通常コードが青く反転表示されます）。

【手順３ 】

選択されたコードをCtrl＋Cボタンもしくは右クリックからコピーし、掲載したいサイトに貼り付けます。
コードをホームページに掲載する際は、コピーしたコードをそのまま貼り付けてください。
コードの途中に改行などを挿入したりすると、広告素材が正常に表示されなかったり、成果に反映されない場合が
ありますのでご注意ください。

【手順４ 】



12

メール素材の取り扱いの際、スパム行為と判断される場合がございますのでご注意ください。
スパム行為とは、不特定多数に対して受信者の承諾なしに電子メールを配信する事です。
メールマガジンも一斉に同じ内容のメールを配信しますが、メールマガジンとスパムメールの大きな違いは、受信者の承諾を
得ているか得ていないかです。
また、掲示板で商用広告が禁止されているなど、主催者が意図しない場合にはスパムとみなされますし、明確に禁じられて
いない場合でも、主催者や購読者がスパムと感じれば、スパム行為となってしまいます。
A8.netではスパム行為を禁止しております。
その他禁止行為については「AS会員としてのルール」～禁止事項について～をご参照ください。
「AS会員としてのルール」～禁止事項について～ http://support.a8.net/as/kinshi.html

【ご注意】メール素材の取り扱いについて

商品リンクについて

商品リンクとは、商品の画像や自作のテキストなどを使用して作成した広告素材です。
「商品リンク有り」と書かれているプログラムでのみ作成いただけます。

商品リンクには広告主ごとに掲載条件が異なりますので、商品リンク作成画面の注意書きをよくご確認の上で作成して下さい。

【手順１ 】

画面上部の『プログラム管理』タブより『参加中プログラム』をクリックしてください。
参加中プログラムより、商品リンクを作成したいプログラムの枠内にある『商品リンク』ボタンをクリックします。

【手順２ 】

商品リンク作成画面上部の詳細文の内容をよくご確認の上、作成するリンクの素材（バナー/テキスト/フリー素材）に
記載された手順に従い、URL等の必要な情報を入力して「掲載サイト選択」のプルダウンから掲載するサイト名を選択し、
『商品リンク作成』ボタンをクリックして下さい。

商品リンクコードが生成されますので、広告素材の下にある『素材を選択』をクリックします（通常コードが青く反転表示されます）。

【手順３ 】

選択されたコードをCtrl＋Cボタンもしくは右クリックからコピーし、掲載したいサイトに貼り付けます。
コードをホームページに掲載する際は、コピーしたコードをそのまま貼り付けてください。
コードの途中に改行などを挿入したりすると、広告素材が正常に表示されなかったり、成果に反映されない場合が
ありますのでご注意ください。

【手順４ 】
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【広告主別レポートの確認 】
======================================================================================

管理画面TOPのグローバルメニューから確認できるレポートとは別に、提携しているプログラムのみ利用できる
「広告主別レポート」があります。
「参加中プログラム」で表示された各プログラム枠内の「レポート」をクリックするとレポートメニューの画面に遷移します。

２つのレポートタイプ 「売上（成果報酬額）レポート」、「素材タイプ別トラフィックレポート」

「売上（成果報酬額）レポート」では、日々の成果報酬金額が確認出来ます。
「素材タイプ別トラフィックレポート」では、使用している各広告素材の日々のインプレッション数（広告素材の表示回数）と
クリック数、その比率と成果報酬金額が確認出来ます。
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【参加中プログラムの報酬情報】

参加中プログラム一覧の画面で「報酬情報」のタブをクリックするとプログラム毎の成果報酬額とCTR
（クリックスルーレート：クリック率）が表示されます。それぞれの項目でソートすることができます。
また、表示枠内の「レポート」をクリックすると「広告主別レポート」のメニューに遷移します。

いずれのレポートでも「確定情報」で売上・リードが確定されたか、あるいは未確定かを確認することが出来ます。
レポートは「月単位」（過去1年分を月単位で表示）または、「期間指定」で生成することができます。
CSVまたはExcelファイルによるダウンロードが可能です。※ダウンロードできない場合はブラウザを変えてお試しください。
レポートの生成はプログラム契約終了後３ヶ月が経過いたしますと、『参加中プログラム』には表示されませんので、
ダウンロードをして保存されることをお勧めいたします。

======================================================================================

ご自身で把握されているページの呼び出し数と広告素材のインプレッション数は、必ずしも一致しません。
一度表示させたページを二度目以降の表示を早くさせる等の為にデータが蓄えられるキャッシュ機能を設定されている場合、
二度目以降はカウントされません。その場合、貴方様のカウントとA8.netのレポートとが違ってきます。
なお、キャッシュ機能はPCに設定されている場合とネットワーク上のサーバーで設定されている場合とがあります。
また、ページが完全に呼び出される前に次々とページ移動をした場合も広告素材のインプレッション数には至らない場合が
あります。
クリック数はあがっているのにインプレッション数（広告素材の表示回数）が0となっている、あるいはクリック数の方が
インプレッション数よりも多いという事は、広告素材を正常に掲載した時には発生しません。
この原因として考えられるのは、広告素材の貼り方が正しくないということです。
広告素材コードはスペース1つでも間違っていると正確にインプレッション数をカウントできなくなります。
お使いになっている広告素材のコードを再度ご確認するか、念のために広告素材を貼り直してください。

【ご注意】インプレッション数について
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●A8.netに関して疑問、質問があるときは、まず最初に「FAQ」のページをご確認ください。
「FAQ」をご覧になられることで、質問内容についての回答が事前に得られる場合がございます。
A8.netに関する「FAQ」のページ ------- http://support.a8.net/a8/as/faq/
【他サービスについてのFAQ】
ファンブログについての「FAQ」のページ------http://fanblogs.jp/fanblogfaq/

●「FAQ」をご覧になっても、問題を解決できなかった場合は「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
フォームはA8.netトップページ（http://www.a8.net/）の「AS会員登録」の下の「お問い合わせ[AS用]」をクリック
してください。
「お問い合わせ」フォーム ----- http://support.a8.net/a8/as/contact/

●サポートへのご連絡、お問い合わせ等の際はお名前の他に必ず「ASID」を、ご入力ください。回答時間の短縮に
つながりますのでご協力をお願いいたします。
※「ASID」は「ログインID」とは異なりますのでご注意ください。
【「ASID」の確認方法 （アルファベット１文字の後に11桁の数字）】
・AS会員ページにログインしていただくと、画面の左上に「a00123456789」といった内容で表示されます。
・何らかの理由でAS会員ページにログインできない方は、A8.netご入会時にお送りした「AS登録完了」メールに
記述されていますのでご確認ください。

●ログインID・パスワードを忘れたときは
・ログインする際に必要なログインID・パスワードを忘れたときは、リマインダーをご利用ください。
トップ画面の「AS会員でパスワードを忘れた方はこちらへ」をクリックするとリマインダーページが表示されます。
リマインダーとは、ご登録いただいているメールアドレス・郵便番号、画像に表示されている文字を入力するだけで、
ログインID・パスワードを登録メールアドレスにご案内する機能です。

「リマインダー」のページ - http://www.a8.net/a8v2/asReminderAction.do

====================================================================================

【困ったときは…】


