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広告資料

Reach millions of users
Our network connects you with millions of unique visitors,
including many that you won’t find anywhere else.
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TrafficFactory
は世界各国から質の高いトラフィックを専門
的に提供して いるアドネットワークです。
弊社のネットワークは1日25億インプレッシ
ョンを生み出すネットワークです。
弊社のフィルターシステム（最適化システ
ム）なら、必要なトラフィックを各広告配信
者様へご提供する手助けが可能となっていま

す。収益率の向上、収益率を上げてくれるユ
ーザーへのみ広告を表示するようにするこ
とが可能になって います。 国別、デバイス
別、動画カテゴリー別に最適化を行うこ と
で、エンドユーザーへの広告の価値を高める
ことができます。

TrafficFactoryは収益率の高い2種類のオンライン広告キャンペーン掲載場所を提供しています。:

バナー広告
クリック単価（CPC）

ポップアンダー広告
インプレッション単価（CPM)

弊社ではリアルタイムでCPC バナー広告、CPMポップアン ダー広告の掲載場所の入
札が可能な革新的なリアルタイム入札制システムを採用しています。
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広告掲載箇所
広告の掲載可能場所は４ヶ所ござ
います。ポップアンダー広告を除
くバナー広告に関しましてはどのデ
バイスにも対応しており、各デバイ
ス毎にバナーサイズが自動的に調整
され正しいサイズで表示がされま
す。 一度のバナーアップで全ての
デバイスに対応することが可能で
す。TrafficFactoryのバナーは全て
AdRateを元に広告掲載の優先順位
が変わってきます。

Pop Under
ポップアンダー広告はユ
ーザーが動画をクリック
した際にブラウザーの後
ろに表示される広告で
す。 イメージ広告に最
適で、キャプチャーは1
ユーザに対して24時間有
効です。

バナー広告
アカウント管理画面より広告配信用
のバナーのアップ、広告掲載場所の
選択、ユーザーの最適化などが簡単
にできます。バナー広告の モデルは
CPC(クリック単価）を採用しており
ます。国によって最低入札単価が変
わってきますので、詳しくは弊社の
担当者までお問い合わせください。
各バナー広告のキャプチャーは1ユ
ーザーに対して1:24時間です。同じ
ユーザー(IPアドレス）が同じバ ナ
ーを何度もクリックしても、クリッ
クカウントは24時間以内であれば1
クリックのみとカウントされます。

Tower (180x1030)
Tower広告はホームペー
ジ右側に位置していま
す。広告はユーザーにと
ても見えやすい位置にあ
ります。

Footer (928x244)
Footer広告は各ページの
下に位 置しています。
広告サイズは一番大きな
サイズです。

Square next to video
(338x235)
Square広告は動画観覧
ページの右側に位置して
います。ユーザーが最も
訪れるページです。
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TrafficFactory is
able to target
users that are
more likely to
convert for your
advertising
campaigns
弊社のネットワークはバナーオーガナイザ
ーを利用することで、キャンペーンの設定
とても簡単に設定できます。バナー広告
が表示される３ヶ所の掲載場所全て、３つ

のバナーサイズのみで、各デバイスからの
ユーザーのアクセスによってバナーサイズ
が自動的に修正され、各デバイスに合った
バナーサイズで広告が表示されます。また
AdRateという各キャンペーンのランキング
シテムが各ターゲットのキャンペーンのラ
ンキングを正しく表示してくれす。弊社の
システムなら、ユーザーの最適化を可能に
し、広告キャンペーンの収益を向上するこ
とが可能です。広告配信者様の成功は弊社
の成功でもあります。弊社は、広告配信者
様へ本当に価値のあるトラフィックを提供
していくように努めます。弊社のネットワ
ークが広告配信者様の成功の手助けになれ
るよう、努力をしていきたいと思います。

モバイル広告
弊社のネットワークでは約40パーセ
ントから45パーセントのインプレッ
ションがモバイルデバイスから生み
出されています。広告配信者様はモ
バイルユーザーのみに絞ったトラフ
ィックをお選びいただくことが可能
です。弊社の システムではIphone,
Android、タブレット端末また
Windows Phone への最適化が可能
となっています。

カテゴリー選択
弊社のネットワークではユーザーの最適化を手助けするためにカテ
ゴリーの選択を可能にし ています。カテゴリーの選択で必要なカテ
ゴリーのみを選択することで、不必要なカテゴリ ー(ユーザー）を
省くことができ、ユーザーの最適化が可能となっています。
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INCREASE
YOUR REACH &
CONVERSIONS

HIGH
PERFORMANCE
TARGETING

MANY
CHANNELS TO
CHOOSE FROM

DECIDE WHEN
YOUR CAMPAIGN
STARTS AND ENDS

CUSTOMIZABLE
PLATFORM

今から弊社ネットワークに広告を掲載
してみませんか？
• アカウント管理画面へのアクセスが可能
になり、デポジットを入金してただいた
後ですぐにキャンペーンの設定また広告
の掲載が可能になります。
• アカウント管理画面のページにあるクイ
ックリンクからキャンペーンの作成、バ
ナーのアップが簡単に行えます。
• キャンペーンに国別、デバイス別、また
はカテゴリー別のセグメントを追加でき
ます（例：日本、デスクトップ、素人）
• アカウントのデポジットは全て広告配信
者様が管理します。1日の予算から、各
キャンペーンの予算、また広告配信の時
間設定を行うことで予算の配分を調整す
ることも可能になっています。
• キャンペーンの作成の際に、ご不明な点
など配信予定の国別最低入札単価などは
弊社管理者までお問い合わせください。
• キャンペーンのセグメントの設定、バナ
ー広告の承認後各キャ ンペーンにバナー
がリンクされましたら、後は、キャンペ
ーンを有効にするだけ で、広告の掲載が
スタートされます。
• 弊社の提供するアカウント管理画面はセ
ルフサービスの管理画面です。ご不明な

点などはいつでも弊社の担当者へお問い
合わせください。各キャンペーンの設定(
入札単価、バナー設定、キャンペーン の
有効、無効の設定など）は広告配信者様
が責任をもって設定また管理をしていた
だくようお願い致します。
• キャンペーンまたはバナーがまだ審査中
の際に各キャンペーンを有効、無効の状
態に設定していただけます。バナー審査
が終了後、キャンペーンが有効になって
いますと、リアルタイムですぐに広告の
配信がスタート致します。また、バナー
はクオリティーの高いバナーをアップし
ていただきますようお願い致します。弊
社リアルタイム入札のシステムはバナー
広告のパフォーマンスも各キャンペーン
に影響してきます。
• キャンペーンがリアルタイムで配信さ
れますと、自動的に各広告ローテーシ
ョンへ追加されます。キャンペーンは
AdRateの出来次第で広告の露出度が変
わってきます。まずは広告の配信を行っ
ていただき、どういった結果がでるか配
信者様ご自身でご確認していただきたい
と思います。
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広告配信に関する基本ルール
1. 全てのコンテンツは広告を配信する国で合法な物に限ります
2. バナーまたポップアンダー広告はアップ後審査を経て、承認または承認不可の結果がだ
されます。弊社のネットワークで管理しているトラフィックは１００％アダルトトラフ
ィックになります。
3. 入札単価は国別、広告モデル別によって単価が変わってきます。
4. 自動音声が含まれる広告は全てNGとなります。
5. 弊社では無料動画サイトや、無料動画おまとめサイトのようなサイトの広告掲載はNG
となっております。
6. 未成年の画像と判断された場合は不承認の対象になりますのでご注意ください。

バナーアップに関する ポップアンダーのアッ
基本ルール
プに関する基本ルール
• 承認可能なバナークリエイティブのフォ
ーマット: .jpg|.gif|.png
• バナークリエイティブは各サイズ1024
KBを超えてはいけません。
• バナークリエイティブの効果(例えば、ア
ニメーションのチカチカや、速度など）
が著しく、媒体サイトをご利用されるユ
ーザー様の妨げになると判断された場
合、掲載を拒否されることがあります。

• JavaScriptによる確認ダイアログはNGと
なっております。
• 自動的に音声が入るポップアンダーは
NGとなっております。
• ポップアンダーのサイズの変更はできま
せん。
• 追加でポップアンダーが発生する様な広
告はNGとなっております。

• 広告の配信をセルフサー • 経験豊富なアカウントサポート
ビスでまたご不明な点は
管理者がご不明な点に関しまし
いつでも担当者へお問い
て対応いたします。
合わせください。

CONTACT US
ご不明な点はいつでもお問い合わせください。弊社のネッ
トワークで広告配信をされることをお待ちしております。

support@trafficfactory.biz
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