
アフィリエイトシステム

このたびは、アフィリエイトシステムをご利⽤いただき、誠にありがとうございます。
本マニュアルでは、主に管理機能について説明しています。

尚、内容はバージョンアップなどにより予告なく変更される場合があります。

PRO2

 

操作マニュアル

AFFILIATE SYSTEM
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基本機能と画⾯の説明

1 1-1. ログイン

 

ログインフォームにメールアドレス・パスワードを⼊⼒すると、管理画⾯にログインできます。(→P.6参照)

 

※管理画⾯にて、パスワードを変更することができます。

 

パスワードを忘れた場合は、ログインフォームの左下にある「パスワードの再発⾏」から、メールアドレスを送信す

 

ると、登録したメールアドレス宛にパスワードが送信されます。

 

1-2. ユーザーの会員登録

 

ユーザーは、会員情報を⼊⼒し、送信します。

 

登録されたメールアドレス宛にアクティベートメールが⾃動返信されますので、メールに記載されているURLをク

 

リックすると、会員登録が完了します。ユーザーは会員登録を⾏うと、アフィリエイト広告の管理ができます。

1

3

2

3

2



ここからは、サイトを運営するにあたっての管理⼿順や各種設定についての説明です。

2.サイトの管理について

2-1.システム設置後の設定

 

2-2.管理画⾯へログイン

 

2-3.管理画⾯の説明

 

2-4.運営開始までの準備・設定

 

2-5.広告掲載の管理

 

2-6.ユーザーの管理

 

2-7.リストの管理

 

2-8.換⾦の管理

 

2-9.集計・レポートの出⼒
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2-1.システム設置後の設定

ツールのログインパスワードを変更する
まずは、http://設置先のURL/tool.phpにアクセスします。

例）http://www.affiliate-system.net/demo/tool.php

1

ページの下部にある「パスワード変更」をクリックします。1

デフォルトのパスワードを⼊⼒し、

 

「ログイン」ボタンをクリックすると、操作画⾯が表⽰

 

されます。

2 新しいパスワードを⼊⼒し、「変更」ボタンをクリックして、

 

「変更しました」と表⽰されたら完了です。
2

＜デフォルトのアカウント＞

 

パスワード：admin

tool.phpは、データベースを操作する為の重要なプログラムです。

 

サーバーに設置したままにせず、使⽤時のみサーバーにアップロードするようにして下さい。

！ POINT

■ツールをサーバーから削除する
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2-2.管理画⾯へログイン

管理画⾯へログインする
まずは、http://設置先のURL/login.phpにアクセスします。

例）http://www.affiliate-system.net/demo/index.php

メールアドレスとパスワードを⼊⼒し、「ログイン」ボタンをクリックすると、管理画⾯が表⽰されます。

1

1

＜デフォルトのアカウント＞

 

メールアドレス：admin@example.com

 

パスワード：admin

デフォルトのログインアカウントは必ず変更して下さい。

 

(→P.13参照)

！ POINT
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2-3.管理画⾯の説明（1）

ユーザー管理

 

・ユーザー検索(→P.24参照) 
・⼀括メール送信(→P.26参照) 
・ユーザーランク追加(→P.27参照) 
・ユーザーランク管理(→P.27参照) 

掲載広告

 

・広告の登録(→P.16参照) 
・登録されている広告(→P.20参照) 
・成果の登録(→P.22参照) 
・広告のカテゴリの管理(→P.21参照) 

クローズ広告

 

・広告の登録(→P.21参照) 
・登録されている広告(→P.20参照) 

リスト

 

・アクセスリスト(→P.28参照) 
・会員登録・商品の購⼊履歴(→P.29参照) 
・広告クリック履歴(→P.30参照) 
・継続課⾦履歴(→P.31参照) 

換⾦

 

・換⾦申請履歴(→P.32参照) 
・⼀括換⾦処理(→P.33参照) 

レポート

 

・成果レポート出⼒(→P.34参照) 
・アクセス集計(→P.35参照) 
・ティア集計(→P.35参照) 

サイト設定

 

・サイト設定の変更(→P.9参照) 
・ログイン情報の変更(→P.13参照) 
・ページの追加(→P.14参照) 
・ページの検索(→P.15参照) 

システムの利⽤状況・集計表

 

ユーザーの利⽤状況や成果状況が表⽰されます。

 

(→P.25参照)

共通トラッキングコード

 

成果のカウントを⾏う際に使⽤するトラッキングコー

 

ドが表⽰されます。

 

(→P.17参照)

2
1

2

1

パラメータの⼀覧

 

トラッキングコードにパラメータを付与しシステム側

 

へ受け渡し、成功報酬を発⽣させることができます。
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2-3.管理画⾯の説明（2）

フォームの流れ
各種情報の登録・編集・削除や各種設定は、「⼊⼒フォーム」→「確認画⾯」→「完了画⾯」の流れで⾏います。

 

全てのフォームに共通する⼀連の流れを説明します。途中で作業をやめると登録・編集・削除ができませんので必

 

ず、以下の作業を⾏って下さい。

1

2

3

1

⼊⼒フォームに必須項⽬をはじめ、必要な情報を⼊

 

⼒し、フォームの下部にある「⼊⼒内容の確認」の

 

ボタンをクリックします。

2

確認画⾯が表⽰されます。⼊⼒に誤りがなければ、

 

「変更を完了する」ボタンをクリックすると情報が

 

変更されます。

 

⼊⼒の間違いや、変更をやめる時は「⼊⼒画⾯に戻

 

る」ボタンをクリックすると、前画⾯に戻ります。

「編集が完了しました」などのメッセージが画⾯に

 

表⽰されると、登録や変更の完了となります。3
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2-4.運営開始までの準備・設定（1）

サイト設定の変更
メニュー「サイト設定の変更」をクリックすると、システムの動作に関する設定画⾯が表⽰されます。

サイトのURL

 

システムの設置先のURLを絶対パス(最後はスラッシュ)で設定します。

 

例）http://www.affiliate-system.net/demo/

 

メール送信元アドレス

 

システムから送信されるメールの送信元となるアドレスを指定してください。

 

お問い合わせや求⼈に関するメールは、こちらのメールアドレス宛にも送信(BCC)されます。

 

例）afl_demo_admin@ezdb.jp

 

メール送信者名

 

システムから送信されるメールで送信者名として表⽰される名前を指定してください。

 

例）アフィリエイトシステム

 

管理者

■システムに関する設定

1

1
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2-4.運営開始までの準備・設定（2）

■成果・換⾦処理に関する設定

1

1 換⾦申請

 

アフィリエイターの換⾦申請を許可する設定です。

 

換⾦申請の最低必要額

 

成果(アフィリエイト報酬)の換⾦に必要な最低必要額を指定します。

 

※⼀括換⾦処理を実⾏する際にも、こちらの設定⾦額が基準となります。

 

広告認証パスワード

 

成果報酬等を発⽣させる時等に使⽤します。不正を防ぐために、トラッキングコードに引き渡されている「check」

 

の値と、「広告認証パスワード」が⼀致しなければ、成果は発⽣しません。

 

例）<img

 

src=“http://www.affiliate-system.net/demo/add.php?check=8Z43e9Hq”

 

width=“1”

 

height=“1”

 

/>

 

⾃動ランク設定

 

ユーザーランクの変動を⾃動で⾏う場合は「⼊」を、管理者が個別に割り当てる場合は「切(⼿動)」に設定します。

 

※成果の件数や売上⾦額に応じて、アフィリエイターにランク付けを⾏う機能が付いています。

 

アクセスログ有効期限

 

広告をクリックしてからトラッキングコードにたどりつくまでの制限時間の設定となります。

 

トラッキング完了までにかかった時間が設定時間を超えている場合、成果が発⽣しません。
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2-4.運営開始までの準備・設定（3）

⼦から受け取る場合

 

⼦が報酬を得た場合、親にも報酬を付ける為の設定です。

 

アフィリエイターの紹介を得て、新規会員登録をしたユーザーがいた場合、そのユーザーは紹介者の⼦となります。

 

孫から受け取る割合

 

孫が報酬を得た場合、親にも報酬を付ける為の設定です。

 

⼦アフィリエイターからの紹介を得て、新規会員登録をしたユーザーがいた場合、そのユーザーは紹介者の⼦、親ユー

 

ザーの孫となります。

 

ひ孫から受け取る割合

 

ひ孫が報酬を得た場合、親にも報酬を付ける為の設定です。

 

孫アフィリエイターからの紹介を得て、新規会員登録をしたユーザーがいた場合、そのユーザーは紹介者の⼦、親ユー

 

ザーのひ孫となります。

 

ティア紹介制限数

 

1⼈のユーザー（親）が持つ事ができる⼦ユーザーの最⼤数です。「999人」で設定を行うと無制限となります。

 

ティア紹介制限URL

 

ティア紹介制限数の上限に達した際のリダイレクト先を設定します。

■ティアに関するの設定

1

1
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2-4.運営開始までの準備・設定（4）

アフィリエイターメール認証

 

ユーザー登録があった場合、有効なメールアドレスかどうかをメール認証によって確認する設定です。

 

アフィリエイター管理者認証

 

ユーザー登録があった場合、管理者が、利⽤認証を⾏うことができます。

 

認証ありの場合は、管理者から認証されるまでユーザーは、ログインできません。

 

管理者宛て成果発⽣通知メール

 

クリック広告、成果認証、継続課⾦の成果が発⽣した際に、メールで通知されます。

 

アフィリエイター宛て成果発⽣通知メール

 

クリック広告、成果認証、継続課⾦の成果が発⽣した際に、アフィリエイターにメールで通知することができます。

■ユーザーに関するの設定

1

1
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2-4.運営開始までの準備・設定（5）

ログインアカウントの設定
メニュー「ログイン情報の変更」をクリックすると、ログイン情報を設定するフォームが表⽰されます。

 

より安全にご利⽤いただくためにも、定期的にパスワードを変更することをお薦めします。

1 メールアドレスとパスワードをデフォルトのアカウントから変更します。

1

2 「⼊⼒内容の確認」をクリックすると、編集の確認画⾯が表⽰されます。

2

＜デフォルトのアカウント＞

 

メールアドレス：admin@example.com

 

パスワード：admin
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2-4.運営開始までの準備・設定（6）

ページの管理
メニュー「ページの追加」をクリックすると、ページを作成するフォームが表⽰されます。システムの機能を使⽤

 

したページやHTMLページなど簡易的に作成されたい場合に利⽤下さい。

2

2
3

4

3

4

1

1 ページ名は半⾓英数字で⼊⼒してください。ページと関連する名前を付けると管理しやすくなります。

 

例）http://www.affiliate-system.net/demo/page.php?p=ページ名

 

チェックを⼊れたユーザーにページの閲覧許可を与えます。

 

HTMLソースや、システム専⽤のコマンドコメントを⼊⼒します。

 

「公開」をマークすると閲覧権限が与えられたユーザーのみに公開されます。

 

ページが未完成の場合は「⾮公開」に設定しておくこともできます。
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2-4.運営開始までの準備・設定（7）

ページの検索
メニュー「ページの検索」をクリックすると、追加されたページの⼀覧が表⽰されます。

1 「

 

ID・ページ名

 

」をクリックすると、編集フォームが表⽰されます。

1

2 「削除」をクリックすると、削除確認画⾯が表⽰されます。

2
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2-5.広告掲載の管理（1）

広告の掲載
メニュー「広告の登録」をクリックすると、広告の登録フォームが表⽰されますので、必要な項⽬を⼊⼒します。

「カテゴリーの選択」のセレクトボックスをクリッ

 

クし「カテゴリを追加する」を選択します。
11

■カテゴリーの選択

2

カテゴリの追加フォームが、ポップアップ表⽰され

 

ます

 

。

 

追加するカテゴリ名を⼊⼒し「⼊⼒内容の確認」ボ

 

タンをクリックします。

2

確認画⾯が表⽰されますので、「追加」ボタンをク

 

リックすると、登録が完了します。

 

追加したカテゴリーは「広告カテゴリーの管理」に

 

て、⼀覧で表⽰されます。

 

(→P.21参照) 

3

3
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2-5.広告掲載の管理（2）

ジャンプ先URLを「固定」する場合は、URLを⼊⼒

 

します。

 

「アフィリエイターの⾃由⼊⼒」を選択する場合は、

 

ジャンプ先URLを⼊⼒する必要はありません。

 

各ユーザーの管理画⾯にてジャンプ先を⾃由に設定

 

することができます。

 

(→P.38参照) 

1

1

■ジャンプ先URL

■獲得単価
▼固定報酬を発⽣させる場合のトラッキングコード

 

<img

 

src="システム設置先/add.php?check=広告認証パスワード&adwares=広告ID" width="1" height="1"> 

1件の成果が上がった際に、100円の固定報酬を⽀払

 

う場合の設定です。
2

▼可変報酬を発⽣させる場合のトラッキングコード

 

<img

 

src="システム設置先/add.php?check=広告認証パスワード&adwares=広告ID&sales=売上⾦額" width="1" 
height="1">

1件の成果が上がった際に、売上の10%の報酬を⽀

 

払う場合の設定です。
3

ユーザーランクで設定された利益率の報酬を⽀払う

 

場合の設定です。
4

ユーザー個⼈で設定されたレートで報酬を⽀払う場

 

合、または、ペナルティの設定です。

 

※ユーザー情報の編集フォームにてレートの設定を⾏いま

 

す。

5

2

3

4

5
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2-5.広告掲載の管理（3）

広告がクリックされた時に発⽣する成果です。1

■クリック単価

1

■継続課⾦
広告の成果報酬が発⽣した際、成果をあげたユー

 

ザーに対して定期的に⼩額の報酬を与える（キック

 

バック）ことができます。

 

下記のURLを開くと、継続報酬が発⽣します。

2

■予算上限
ユーザーに⽀払う額の上限の設定です。

 

予算オーバー時に、キャンペーン終了画⾯などに、

 

ジャンプ先URLを設定する事ができます。

 

※ティア設定は影響されませんので、あくまでも⽬安とし

 

てお使い下さい。

3

2

▼継続報酬を発⽣させる場合のキックバックURL

 

http://システム設置先/continue.php?uid=成果識別ID&adwares=広告ID&check=広告認証パスワード

 

【成果識別IDとは】・・・重複しない値(ハッシュ)

 

例）商品注⽂完了ページに、トラッキングコードを設置する場合は「

 

uid=注⽂ID」など

 

会員登録完了ページに、トラッキングコードを設置する場合は「

 

uid=会員ID」など

3
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2-5.広告掲載の管理（4）

成果の認証を⾃動で⾏うか、⼿動で⾏うかを設定し

 

ます。
2

■成果の認証

2

■クリック間隔
不正防⽌のため、⼀定の時間内はクリック報酬を発

 

⽣させない設定をすることができます。
1

1

＜成果認証が⼿動の場合＞

 

成果が発⽣する度に各成果情報ページにて、成果の認証を⼿動で⾏う必要があります。

 

【クリック成果の認証を⼿動で⾏う場合】

 

→

 

メニュー「広告クリック履歴」(→P.30参照)

 

【アフィリエイト成果の認証を⼿動で⾏う場合】

 

→

 

メニュー「会員登録・商品の購⼊履歴」

 

(→P.29参照)

 

【継続成果の認証を⼿動で⾏う場合】

 

→

 

メニュー「継続課⾦履歴」

 

(→P.31参照)
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2-5.広告掲載の管理（5）

広告の編集・削除
メニュー「登録されている広告」をクリックすると、登録されている広告の⼀覧が表⽰されます。

1

「広告名」をクリックすると、編集フォームが表⽰されますので、編集・削除作業を⾏ってください。1

広告を削除する場合は、編集フォームの最下部にあ

 

る「広告情報を削除する」にチェックを⼊れ、「⼊

 

⼒内容の確認」ボタンをクリックします。

2
2
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2-5.広告掲載の管理（6）

広告カテゴリーの管理
メニュー「広告カテゴリの管理」をクリックすると、広告カテゴリーの⼀覧が表⽰されます。

⼀覧にある「編集する」をクリックすると、編集

 

フォームが表⽰されます。

 

カテゴリーの削除は、⼀覧にある「削除する」をク

 

リックすると、削除確認画⾯が表⽰されます。

11

クローズド広告
広告毎に管理者による承認が⾏われたユーザーのみに開⽰される広告です。

 

クローズド広告のメニュー「広告の登録」をクリックすると、広告の登録フォームが表⽰されますので、必要な項

 

⽬を⼊⼒します。

通常の広告登録フォームと同じですが、クローズド

 

広告では「対象ユーザー」を選択します。

 

広告を開⽰するユーザーを選択し「追加」ボタンを

 

クリックすると、リストに追加されます。

 

リストに追加された対象のユーザーのみに成果が発

 

⽣します。

2

2
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2-5.広告掲載の管理（7）

成果の登録
メニュー「成果の登録」をクリックすると、成果の登録フォームが表⽰されます。トラッキングコードを使⽤せず、

 

管理画⾯から⼿動で成果報酬を発⽣させることができます。

広告の登録時に各成果報酬を設定していますが、成

 

果の登録で設定された報酬が優先されます。
11

「編集」をクリックすると、編集フォームが表⽰さ

 

れます。

 

削除する場合は「削除」をクリックすると、削除確

 

認画⾯が表⽰されます。

2

成果の編集・削除
メニュー「会員登録・商品の購⼊履歴」をクリックすると、成果報酬の⼀覧が表⽰されます。

2
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2-6.ユーザーの管理（1）

1 メニュー「ユーザー検索」をクリックすると、ユー

 

ザー情報の⼀覧が表⽰されます。

 

変更するユーザーの「ID・名前」から、ユーザー情

 

報の詳細ページが確認できます。

ユーザーのアクティベート
ユーザーの利⽤状況を管理します。

 

まずは、メニュー「サイト設定の変更」

 

(→P.12参照) にて「アフィリエイターメール認証」と「アフィリエイター管理者認

 

証

 

」の設定を⾏ってください。

2 ユーザーの詳細ページ下部にある「アクティベート状態」を変更します。「変更」ボタンをクリックすると変更が完了

 

します。

＜アカウント状態＞

 

[

 

未アクティベート

 

] →

 

メール認証がまだ⾏われていない状態です【ログイン不可】

 

[

 

アクティベート

 

] →

 

メール認証後、管理者による利⽤認証を待っている状態です【利⽤不可】

 

[

 

認証済み

 

] →

 

この状態のユーザーはサービスを利⽤する事ができる状態です【ログイン可】

 

[

 

認証拒否

 

] →

 

管理者によるサービスの利⽤を拒否した状態です【利⽤不可】

1

2
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2-6.ユーザーの管理（2）

1

ユーザーの⼀覧から「ID・名前」をクリックすると、

 

ユーザー情報の詳細が表⽰されます。
2

メニュー「ユーザーの検索」から検索条件を⼊⼒し、

 

「検索する」ボタンをクリックします。

1

「編集する」ボタンをクリックすると、編集フォー

 

ムが表⽰されますので、こちらからユーザー情報の

 

「編集・削除」を⾏って下さい。

また、「ログイン」ボタンをクリックすると、管理

 

者権限でユーザーの管理画⾯に「ログイン」するこ

 

とが出来ます。

3

3

ユーザーの検索

2
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ユーザーのステータス⼀覧
管理画⾯トップページの「システムの利⽤状況」にて、ユーザーのアカウント状態が⼀覧で表⽰されます。

1

2-6.ユーザーの管理（3）

＜アカウント状態＞

 

[

 

メール認証待ちのユーザー

 

] 
→

 

会員登録は完了していますが、メール認証がまだ⾏われていない状態です【ログイン不可】

 

[

 

サイト利⽤認証待ちのユーザー

 

] 
→

 

メール認証後、管理者による利⽤認証を待っている状態です【利⽤不可】

 

[

 

利用中のユーザー

 

] 
→

 

この状態のユーザーはサービスを利⽤する事ができる状態です【ログイン可】

 

[

 

拒否ユーザー ] 
→

 

管理者によるサービスの利⽤を拒否した状態です【利⽤不可】

件数をクリックすると、対象のユーザーが⼀覧で表⽰されます。1
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ユーザーへのメール送信
登録している全てのユーザーのメールアドレス宛に直接メールが送信されます。サイト上でメッセージを送受信す

 

る形の私書箱機能ではありません。

2-6.ユーザーの管理（4）

■⼀括メール
1 メニュー「⼀括メール」をクリックすると、メール

 

作成フォームが表⽰されます。

 

件名と本⽂を⼊⼒し「⼊⼒内容の確認」ボタンをク

 

リックします。

1

■特定のユーザーにメールを送信

3

メニュー「ユーザーの検索」からメールを送信する

 

ユーザーの条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをク

 

リックします。

2

2

検索にヒットしたユーザーが⼀覧で表⽰されます。

 

⼀覧の最下部にある「検索結果にメール送信」ボタ

 

ンをクリックすると、メール作成フォームが表⽰さ

 

れます。

3
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ユーザーランクの設定
売上⾼・成果件数に応じて、ユーザーをランク付けし、アフィリエイト報酬の設定ができます。

 

ユーザーランクは売上⾼・成果件数のどちらかの条件を満たした場合に、昇格(ランクアップ)します。

2-6.ユーザーの管理（5）

■ユーザーランクの追加

1 メニュー「ユーザーランク追加」をクリックすると、

 

追加フォームが表⽰されます。

 

必須項⽬を⼊⼒し「登録内容の確認」ボタンをク

 

リックします。

 

※メニュー「広告の登録」→「獲得単価の設定」にて「会

 

員ランク適⽤」を選択した場合、ユーザーランクの利益率

 

が適応されます。
1

■ユーザーランクの管理
メニュー「ユーザーランク管理」をクリックすると、

 

ランク情報の⼀覧が表⽰されます。

「ランク名」をクリックすると、編集フォームが表

 

⽰されますので、こちらから編集・削除を⾏ってく

 

ださい。

2
2

「該当⼈数」をクリックすると、ランクに該当する

 

ユーザーが、⼀覧で表⽰されます。
3

3

＜ユーザーランクの設定＞

 

[

 

利益率

 

] →「会員ランク適⽤」に設定されたアフィリエイト広告から報酬が発⽣時した時の利益率

 

[

 

売上⾼

 

] →

 

昇格に必要な売上⾼(累計アフィリエイト報酬額)

 

[

 

成果件数

 

] →

 

昇格に必要な成果件数(累計アフィリエイト成果件数)
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アクセスログの確認
アフィリエイト広告へのアクセス状況を確認することができます。メニュー「アクセスリスト」をクリックすると、

 

検索フォームが表⽰されます。

2-7.リストの管理（1）

「アクセス⽇時」をクリックすると、アクセス情報の詳細を確認することができます。2

2 3

「アフィリエイター名」をクリックすると、対象のユーザー（アフィリエイター）情報を確認することができます。3

1

検索条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをクリックすると、アクセス情報の⼀覧が表⽰されます。1
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アフィリエイト成果情報
アフィリエイト成果（獲得型・クリック型）の情報を確認することができます。

2-7.リストの管理（2）

■獲得型成果の確認

メニュー「会員登録・商品の購⼊履歴」をクリックすると、検索フォームが表⽰されます。

成果の認証が⼿動に設定されている場合は、「⾮認証」になっています。

 

「認証」を選択し「変更」ボタンをクリックすると、成果の認証が完了します。
2

「詳細」をクリックすると、成果情報の詳細が表⽰されます。4

検索条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをクリックすると、成果情報の⼀覧が表⽰されます。1

1

4
3 2

成果報酬⾦額を変更する場合は、⾦額を⼊⼒し、②の「変更」ボタンをクリックすると、変更が完了します。3
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2-7.リストの管理（3）

■クリック型成果の確認

メニュー「広告クリック履歴」をクリックすると、検索フォームが表⽰されます。

成果の認証が⼿動に設定されている場合は、「⾮認証」になっています。

 

「認証」を選択し「変更」ボタンをクリックすると、成果の認証が完了します。
2

「詳細」をクリックすると、成果情報の詳細が表⽰されます。4

検索条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをクリックすると、成果情報の⼀覧が表⽰されます。1

成果報酬⾦額を変更する場合は、⾦額を⼊⼒し、②の「変更」ボタンをクリックすると、変更が完了します。3

1

23
4
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2-7.リストの管理（4）

■継続課⾦の確認

メニュー「継続課⾦履歴」をクリックすると、検索フォームが表⽰されます。

成果の認証が⼿動に設定されている場合は、「⾮認証」になっています。

 

「認証」を選択し「変更」ボタンをクリックすると、成果の認証が完了します。
2

「編集」をクリックすると、成果情報の編集フォームが表⽰されます。4

検索条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをクリックすると、成果情報の⼀覧が表⽰されます。1

成果報酬⾦額を変更する場合は、⾦額を⼊⼒し、②の「変更」ボタンをクリックすると、変更が完了します。3

1

2
3

4
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2-8.換⾦の管理（1）

換⾦申請履歴
成果の換⾦に値する最低⾦額(→P.10参照)に達したユーザーは、換⾦申請を⾏うことができます。メニュー「換

 

⾦申請履歴」をクリックすると、申請情報が⼀覧で表⽰されます。

1

「換⾦申請された時期」を指定し、「表⽰する」ボタンをクリックすると、対象の申請情報が表⽰されます。1

対象ユーザーのステータスを変更し、「データを更新する」ボタンをクリックすると変更が完了します。2

2

「管理者待ち・⼊⾦待ち」の状態で「差し戻す」ボ

 

タンをクリックすると、換⾦申請が取り消され、申

 

請中の⾦額が、申請前の獲得成果に戻されます。

3

3
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2-8.換⾦の管理（2）

⼀括換⾦処理
⼀時的に換⾦処理を停⽌している場合や、換⾦申請を⾏っていないユーザーに対して、⼀括で換⾦申請状態にする

 

ことができます。メニュー「⼀括換⾦処理」をクリックすると、⼀括換⾦画⾯が表⽰されます。

1 「⼀括換⾦処理を実⾏」をクリックすると、換⾦処

 

理が実⾏されます。1

2 2 「レポートのダウンロード」をクリックすると、⼀

 

括換⾦処理を⾏ったユーザー情報をCSVファイルで

 

ダウンロードすることができます。

3

3 「ファイルを保存する」を選択し「OK」ボタンをク

 

リックすると、CSVファイルがダウンロードされま

 

す。
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2-9.集計・レポートの出⼒（1）

成果レポート出⼒
成果のデータベースファイルをCSVファイル形式でダウンロードすることができます。メニュー「成果レポート出

 

⼒」をクリックすると、ダウンロードフォームが表⽰されます。

出⼒したい期間を⼊⼒し、「取得」ボタンをクリックすると、広告単位の成果レポートをCSVファイルで出⼒します。1

2 「ファイルを保存する」を選択し「OK」ボタンをク

 

リックすると、CSVファイルがダウンロードされま

 

す。

2

1
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2-9.集計・レポートの出⼒（2）

アクセス集計
アクセス件数の集計です。メニュー「アクセス集計」をクリックすると、⽉別にアクセス件数が表⽰されます。

⽉の「件数」をクリックすると、⽇別のアクセス件数が表⽰されます。⽇の「件数」をクリックすると、対象のアクセ

 

スログが⼀覧で、表⽰されます。
1

1

ティア集計
ティア件数の集計です。メニュー「ティア集計」をクリックすると、⽉別にティア件数が表⽰されます。

⽉別にティア件数と成果報酬額が表⽰されます。「成果報酬額」をクリックすると、⽇別のティア件数が表⽰されます。2

1



ここからは、ユーザーの管理機能についての説明です。

3.ユーザーの管理機能

3-1.管理画⾯の説明

 

3-2.広告の掲載

 

3-3.お友達紹介

 

3-4.累計

 

3-5.換⾦

 

3-6.ユーザー情報の編集

 

3-7.サービスの解約・退会

 

3-8.成果レポートの出⼒
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広告の掲載

 

・掲載できる広告(→P.38参照) 
・招待状の発⾏(→P.39参照) 

クローズド広告

 

・掲載できる広告(→P.39参照) 

累計

 

・アクセスリスト(→P.40参照) 
・会員登録・商品購⼊履歴(→P.41参照)

 

・広告クリック履歴(→P.41参照)

 

・継続報酬の発⽣履歴(→P.42参照) 

換⾦

 

・換⾦申請(→P.43参照) 
・換⾦申請履歴(→P.43参照) 

ユーザー情報

 

・ユーザー情報の編集(→P.44参照) 
・退会(→P.45参照) 
・成果レポート出⼒(→P.46参照) 

アフィリエイト状況

 

広告クリック件数、登録や購⼊からの成果件数が表⽰されます。

 

成果報酬の状況

 

成果報酬のステータスと⾦額が表⽰されます。

 

インフォメーション

 

お友達紹介⽤のURLです。このURLから会員登録すると、ユーザーの⼦となります。(→P.39参照)

2
1

2

1

3-1.管理画⾯の説明
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3-2.広告の掲載

広告の検索
ユーザーは、⾃⾝のブログやサイトなどに掲載する広告を選びます。

 

広告には、全てのユーザーに開⽰される広告と、特定のユーザーのみに開⽰されるクローズド広告があります。

1 ユーザー管理メニュー「掲載できる広告」をクリッ

 

クすると、広告の検索フォームが表⽰されます。

 

検索条件を⼊⼒し「検索する」をクリックすると、

 

広告の⼀覧が表⽰されます。

1

2
2 「広告名」をクリックすると、バナー広告、テキス

 

ト広告タグが表⽰されます。

 

ユーザーは⽤途にあったタグをコピーし、⾃⾝のブ

 

ログやサイトにタグを貼り付けます。

3

4

5

3 管理者が広告のジャンプ先URLを「アフィリエイ

 

ターの⾃由⼊⼒」に設定している場合は、ユーザー

 

側でジャンプ先URLを設定することができます。

 

(→P.17参照)

4 ダイレクトリンク⽅式は、アフィリエイトURLが表

 

⽰されないため、アフィリエイト広告を避けるユー

 

ザーにもクリックしてもらえる確率が⾼まりますが、

 

javascript未対応環境からのクリックを計測するこ

 

とができません。

5 通常⽅式は、全てのクリックを正しく計測すること

 

ができます。
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3-3.お友達紹介

お友達紹介⽤のURL
ユーザー管理画⾯トップページの最下部にある「お友達紹介URL

 

」を経由して登録した友達は、紹介したユー

 

ザー（親アフィリエイター）の⼦となります。

1 お友達紹介⽤URLをコピーし、ユーザーのブログや

 

運営サイトに設置します。

招待状の発⾏
友達のメールアドレス宛に招待状を送ります。「メールに記載されているURL

 

」を経由して登録した友達は、招

 

待状を送信したユーザー（親アフィリエイター）の⼦となります。

2 ユーザー管理メニュー「招待状の発⾏」をクリック

 

すると、招待状作成フォームが表⽰されます。

 

必要事項を⼊⼒し、「⼊⼒内容の確認」ボタンをク

 

リックします。

1

2
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3-4.累

 

計（1）

アクセスログの確認
ユーザー管理メニュー「アクセスリスト」をクリックすると、アクセスログの⼀覧が表⽰されます。

1

アクセスされた時期を⼊⼒し、「表⽰する」ボタンをクリックすると、アクセス情報の⼀覧が表⽰されます。1
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3-4.累

 

計（2）

アフィリエイト成果情報
アフィリエイト成果（獲得型・クリック型）の情報を確認することができます。

■獲得型成果の確認

ユーザー管理メニュー「会員登録・商品の購⼊履歴」をクリックすると、検索フォームが表⽰されます。

1

■クリック型成果の確認

ユーザー管理メニュー「広告クリック履歴」をクリックすると、検索フォームが表⽰されます。

2

検索条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをクリックすると、成果情報の⼀覧が表⽰されます。1

アクセスされた時期を⼊⼒し、「表⽰する」ボタンをクリックすると、アクセス情報の⼀覧が表⽰されます。2
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3-4.累

 

計（3）

検索条件を⼊⼒し、「検索する」ボタンをクリックすると、成果情報の⼀覧が表⽰されます。1

1

■継続課⾦の確認

ユーザー管理メニュー「継続課⾦履歴」をクリックすると、検索フォームが表⽰されます。
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3-5.換

 

⾦

換⾦申請
成果の換⾦に値する最低⾦額に達したユーザーは、換⾦申請を⾏うことができます。

換⾦申請履歴
成果の換⾦に値する最低⾦額に達したユーザーは、換⾦申請を⾏うことができます。ユーザー管理メニュー「換⾦

 

申請履歴」をクリックすると換⾦申請の⼀覧が表⽰されます。

1

「換⾦申請された時期」を指定し、「表⽰する」ボタンをクリックすると、対象の申請情報が表⽰されます。1

1 ユーザー管理メニュー「換⾦申請」をクリックする

 

と、換⾦申請フォームが表⽰されます。

 

科⾦額を⼊⼒し「⼊⼒内容の確認」ボタンをクリッ

 

クします。

1
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3-6.ユーザー情報の編集

ユーザー情報の編集
ユーザー情報の編集、または、メール通知に関する設定ができます。

ユーザー管理メニュー「ユーザー情報の編集」をクリックすると、ユーザー情報の編集フォームが表⽰されます。

 

メールアドレスやパスワードの変更も簡単にできます。
1

1
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3-7.サービスの解約・退会

サービスの解約・退会
ユーザーの退会⼿続きです。

ユーザー管理メニュー「退会」をクリックすると、退会の確認画⾯が表⽰されます。

 

「削除を完了する」ボタンをクリックすると、サービスの解約(退会)となります。
1

1
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3-7.成果レポートの出⼒

成果レポート出⼒
成果のデータベースファイルをCSVファイル形式でダウンロードすることができます。ユーザー管理メニュー「成

 

果レポート出⼒」をクリックすると、ダウンロードフォームが表⽰されます。

出⼒したい期間を⼊⼒し、「取得」ボタンをクリックすると、広告単位の成果レポートをCSVファイルで出⼒します。1

2 「ファイルを保存する」を選択し「OK」ボタンをク

 

リックすると、CSVファイルがダウンロードされま

 

す。

2

1
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