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報道関係各位 

2010年 12月 6日 

 
 

アフィリエイターアフィリエイターアフィリエイターアフィリエイターがががが選選選選ぶぶぶぶ満足度満足度満足度満足度 No.1ASPNo.1ASPNo.1ASPNo.1ASP はははは「「「「A8.netA8.netA8.netA8.net」」」」    

アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト収入収入収入収入アップアップアップアップのののの秘訣秘訣秘訣秘訣はははは、「、「、「、「毎日毎日毎日毎日コツコツコツコツコツコツコツコツ」」」」とととと「「「「サイトサイトサイトサイト企画企画企画企画」」」」    

「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査 ２０１０年」 

 特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティング協会 

 特定非営利活動法人（NPO 法人）アフィリエイトマーケティング協会（東京都港区／理事長 柴田健一）は、このたび、2005 年の調査以来、5 回目となる意識調査として「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査
2010 年」を実施し、本日付でその調査結果を発表した。 

 この調査は、主要アフィリエイト ASP の協力の下、主要アフィリエイト ASP に会員登録しているアフィリエイトサイト運営者に対して調査を行ったもので、アフィリエイト・プログラムの利用年数や収入額、アフィリエイト
ASP の利用状況や満足度の高いアフィリエイト ASP、アフィリエイトのために費やす時間の多さや活動内容、その他、Twitter やクーポン共同購入サービスに関するアフィリエイトの利用状況等、計 25 項目についてインターネット上でアンケートを行った。 

 調査期間 ：2010 年 10 月 1 日～10 月 15 日 サンプル数 ：1,514 サンプル 

 ■ アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトのののの経験年数経験年数経験年数経験年数ととととアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト収入状況収入状況収入状況収入状況のののの関係関係関係関係                                                                                アフィリエイトを始めて 1 年未満の属性では、約 70％がひと月のアフィリエイト収入が「1,000 円未満」と答え、経験年数が増えるにつれてその割合は低くなり、アフィリエイト ASP からの報酬支払の目安となる 5,000 円以

アフィリエイトを始めて何年ですか？×現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%1年未満1年以上～2年未満2年以上～3年未満3年以上～4年未満4年以上～5年未満5年以上～10年未満10年以上 収入はない 1,000円未満 1,000円以上～5,000円未満 5,000円以上～1万円未満1万円以上～3万円未満 3万円以上～5万円未満 5万円以上～10万円未満 10万円以上～20万円未満20万円以上～50万円未満 50万円以上～100万円未満 100万円以上 その他
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上の収入があると答えた割合は、アフィリエイトを始めて 1 年以上～2 年未満の属性では約 30％、2 年以上～3 年未満の属性では約 35％と、経験年数が増えるにつれてその割合は高くなる。        ■ アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトのののの収入状況収入状況収入状況収入状況とととと利用利用利用利用しているしているしているしているアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト ASPASPASPASP のののの数数数数のののの関係関係関係関係                                                                    ひと月のアフィリエイト収入が「収入はない」属性では、利用しているアフィリエイト ASP の数は平均 2.3 社であったのに対し、「5,000 円以上～1 万円未満」の属性では平均 4.4 社、「100 万円以上」の属性では平均 6.9社と、アフィリエイト収入の多い属性ほど多くのアフィリエイト ASP を利用している傾向が見られる。     ■ アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトのののの収入状況収入状況収入状況収入状況とととと利用利用利用利用しているしているしているしているアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト ASPASPASPASP のののの関係関係関係関係                                                        
 

 

 

 

 ひと月のアフィリエイト収入が「収入はない」属性では、リンクシェア、バリューコマース、A8.net、楽天アフィリ
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収入はない1,000円未満1,000円以上～5,000円未満5,000円以上～1万円未満1万円以上～3万円未満3万円以上～5万円未満5万円以上～10万円未満10万円以上～20万円未満20万円以上～50万円未満50万円以上～100万円未満100万円以上

現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？×利用しているASPの数

現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？×利用しているASPはどれですか？0% 20% 40% 60% 80% 100%収入はない1,000円未満1,000円以上～5,000円未満5,000円以上～1万円未満1万円以上～3万円未満3万円以上～5万円未満5万円以上～10万円未満10万円以上～20万円未満20万円以上～50万円未満50万円以上～100万円未満100万円以上その他 リンクシェア（リンクシェア・ジャパン株式会社） バリューコマース （バリューコマース株式会社）エーハチネット（株式会社ファンコミュニケーションズ） 楽天アフィリエイト （楽天株式会社）Amazonアソシエイト（アマゾン ジャパン株式会社） アクセストレード（株式会社インタースペース）Affiliate-B（株式会社フォーイット） ジャネット（株式会社アドウェイズ）xmax（株式会社セプテーニ・クロスゲート） 電脳卸（株式会社ウェブシャーク）ケンコーコムアフィリエイトプログラム（ケンコーコム株式会社）
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エイト、Amazon アソシエイトの 4 社の利用者が約 85％と大多数を占めるのに対し、収入の多い属性ではアクセストレード、Affiliate-B、JANET などのアフィリエイト ASP の利用も、前述の ASP4 社と同程度の割合で見られる。 

 ■ 最最最最もももも満足度満足度満足度満足度のののの高高高高いいいいアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト ASPASPASPASP はははは A8.netA8.netA8.netA8.net    
                                                 (n=1,513) アフィリエイターが選ぶ最も満足度の高い ASP は「A8.net」で、次に「リンクシェア」「楽天アフィリエイト」の順であった。  ■ A8.netA8.netA8.netA8.net をををを一位一位一位一位にににに選選選選んだんだんだんだ理由理由理由理由。。。。自由回答自由回答自由回答自由回答をををを分析分析分析分析                      最も満足度の高い ASP を「A8.net」に選んだ人に、その理由を自由回答で答えてもらい、内容を種類別けしたところ、「提携できる広告の多さ」に言及する回答が 30％（146 件）、「管理画面の機能や使いやすさ」に言及する回答が 29％（138 件）と、これらを理由とする回答が半数以上を占めた。その他、ASP からアフィリエイ
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エーハチネット（株式会社ファンコミュニケーションズ）リンクシェア（リンクシェア・ジャパン株式会社）楽天アフィリエイト （楽天株式会社）バリューコマース （バリューコマース株式会社）Amazonアソシエイト（アマゾン ジャパン株式会社）アクセストレード（株式会社インタースペース）Affiliate-B（株式会社フォーイット）ジャネット（株式会社アドウェイズ）電脳卸（株式会社ウェブシャーク）ケンコーコムアフィリエイトプログラム（ケンコーコム株式会社）xmax（株式会社セプテーニ・クロスゲート）

満足度の高いＡＳＰ上位３つをお答えください。第1位

A8.netを選んだ理由
提携提携提携提携できるできるできるできる広告広告広告広告のののの多多多多ささささ

30％（％（％（％（146））））

提携提携提携提携できるできるできるできる広告広告広告広告のののの多多多多ささささ

30％（％（％（％（146））））

管理画面管理画面管理画面管理画面のののの機能機能機能機能・・・・使使使使いやすさいやすさいやすさいやすさ

29％（％（％（％（138））））

管理画面管理画面管理画面管理画面のののの機能機能機能機能・・・・使使使使いやすさいやすさいやすさいやすさ

29％（％（％（％（138））））

ノウハウノウハウノウハウノウハウなどのなどのなどのなどの情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・イベントイベントイベントイベントスタッフサポートスタッフサポートスタッフサポートスタッフサポート
10％（％（％（％（50））））ノウハウノウハウノウハウノウハウなどのなどのなどのなどの情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・イベントイベントイベントイベントスタッフサポートスタッフサポートスタッフサポートスタッフサポート
10％（％（％（％（50））））

特定特定特定特定ののののサービスサービスサービスサービスのののの支持支持支持支持
8％（％（％（％（40））））特定特定特定特定ののののサービスサービスサービスサービスのののの支持支持支持支持
8％（％（％（％（40））））

売上売上売上売上がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。初初初初ののののASPだからだからだからだから。。。。
A8しかしかしかしか知知知知らないらないらないらない

7％（％（％（％（34））））売上売上売上売上がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。初初初初ののののASPだからだからだからだから。。。。
A8しかしかしかしか知知知知らないらないらないらない

7％（％（％（％（34））））
登録登録登録登録・・・・提携審査提携審査提携審査提携審査・・・・注文承認注文承認注文承認注文承認のののの早早早早ささささ

4％（％（％（％（21））））登録登録登録登録・・・・提携審査提携審査提携審査提携審査・・・・注文承認注文承認注文承認注文承認のののの早早早早ささささ
4％（％（％（％（21））））報酬条件報酬条件報酬条件報酬条件のののの良良良良ささささ
4％（％（％（％（19））））報酬条件報酬条件報酬条件報酬条件のののの良良良良ささささ
4％（％（％（％（19）））） 初心者初心者初心者初心者にとってのにとってのにとってのにとってのわかりやすさわかりやすさわかりやすさわかりやすさ

4％（％（％（％（18））））初心者初心者初心者初心者にとってのにとってのにとってのにとってのわかりやすさわかりやすさわかりやすさわかりやすさ
4％（％（％（％（18）））） 知名度知名度知名度知名度

2％（％（％（％（8））））知名度知名度知名度知名度
2％（％（％（％（8）））） システムシステムシステムシステムのののの安定安定安定安定

2％（％（％（％（8））））システムシステムシステムシステムのののの安定安定安定安定
2％（％（％（％（8））））
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ターに対して発信される情報の質や量を支持する回答や、A8 キャンパスなどのリアルイベントやスタッフの対応を評価する回答が 10％（50 件）、自己購入でもアフィリエイト報酬の対象となるサービスや、レビューを書くことによって報酬を得られるサービスなど、特定のサービスを支持する回答が 8％（40 件）であった。  ■ アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトのののの収入状況収入状況収入状況収入状況とととと満足度満足度満足度満足度のののの高高高高いいいいアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイト ASPASPASPASP のののの関係関係関係関係                      「A8.net」は、ひと月のアフィリエイト収入が少ない属性から多い属性まで、全ての属性で上位に位置づけられる傾向にある。その他「アクセストレード」や「Affiliate-B」は、収入の多い属性で上位に位置づけられる傾向にあり、「アクセストレード」は 100 万円以上の属性で最も多い 28％、「Affliate-B」は 5 万円以上～10 万円未満の属性（20％）と 20 万円以上～50 万円未満の属性（30％）で最も多い割合を占めている  最も満足度の高い ASP を「Affiliate-B」に選んだ人に、その理由を自由回答で答えてもらい、内容を種類別けしたところ、「アフィリエイト報酬の最低支払金額の低さ」「振込手数料が差し引かれない」「支払のタイミングが早い」などのアフィリエイト報酬に関するサービス内容を評価する回答が多く、また、「担当者とコミュニケーションが取りやすい」「問合せに対するスピードが速い」「アフィリエイターに提供される情報の質が高い」など、アフィリエイターに対するサポートを評価する回答も多く見られた。            

現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？×満足度の高いＡＳＰ上位３つをお答えください。【第1位】0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%収入はない1,000円未満1,000円以上～5,000円未満5,000円以上～1万円未満1万円以上～3万円未満3万円以上～5万円未満5万円以上～10万円未満10万円以上～20万円未満20万円以上～50万円未満50万円以上～100万円未満100万円以上その他 リンクシェア（リンクシェア・ジャパン株式会社） バリューコマース （バリューコマース株式会社）エーハチネット（株式会社ファンコミュニケーションズ） 楽天アフィリエイト （楽天株式会社）Amazonアソシエイト（アマゾン ジャパン株式会社） アクセストレード（株式会社インタースペース）Affiliate-B（株式会社フォーイット） ジャネット（株式会社アドウェイズ）xmax（株式会社セプテーニ・クロスゲート） 電脳卸（株式会社ウェブシャーク）ケンコーコムアフィリエイトプログラム（ケンコーコム株式会社）
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■ アフィリエイアフィリエイアフィリエイアフィリエイトトトトのののの収入状況収入状況収入状況収入状況とととと、、、、日日日日々々々々アフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトアフィリエイトにににに費費費費ややややすすすす時間時間時間時間のののの関係関係関係関係                      ひと月のアフィリエイト収入が多い属性ほど、日々アフィリエイトのために費やす時間が多い傾向にあり、収入のない属性では「毎日 1 時間以上」が 17％なのに対し、1 万円以上～3 万円未満の属性では 54％、100万円以上の属性では 92％に達している。  ■ アフィリエイアフィリエイアフィリエイアフィリエイトトトト収入収入収入収入のののの多多多多いいいい人人人人はははは、、、、どどどどんんんんななななここここととととにににに時間時間時間時間をををを費費費費ややややししししていていていているるるる？？？？                      全ての属性で「サイトの更新」に時間を費やすと回答した割合が最も多かった。また、アフィリエイト収入の多い属性では、「新規のサイト企画・作成」に時間を費やすと回答した割合も多くみられ、20 万円以上～50 万

現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？×アフィリエイトのために費やす時間はどれくらいですか？0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%収入はない1,000円未満1,000円以上～5,000円未満5,000円以上～1万円未満1万円以上～3万円未満3万円以上～5万円未満5万円以上～10万円未満10万円以上～20万円未満20万円以上～50万円未満50万円以上～100万円未満100万円以上その他 毎日1時間以上 毎日1時間以内 週に2-3日 月に2-3日 3ヶ月に2-3日
現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？×アフィリエイトのための時間のうち、何に最も時間を費やしていますか？0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%収入はない1,000円未満1,000円以上～5,000円未満5,000円以上～1万円未満1万円以上～3万円未満3万円以上～5万円未満5万円以上～10万円未満10万円以上～20万円未満20万円以上～50万円未満50万円以上～100万円未満100万円以上その他 新規のアフィリエイトプログラム探し・掲載作業 新規のサイト企画・作成 サイトの更新 成果の分析 最新情報などの情報収集
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円未満の属性では 46％、100 万円以上の属性では 39％などとなっている。   ■ 調査目的調査目的調査目的調査目的    本調査の目的は、アフィリエイト・プログラムの実態、および利用者の意識を中立的な立場で調査・公表することにより、今後のアフィリエイトマーケティング業界の健全な発展と理解を促進し、現状や課題を正しく把握してゆくとともに、将来のあるべき姿を模索し、かつ提唱してゆくことにある。 

 ■ 今後今後今後今後のののの展開展開展開展開    アフィリエイトマーケティング業界の健全な発展と理解を促進し、現状や課題を正しく把握してゆく一助とするため、今回の調査結果レポートだけでなく、アンケートで収集した生データについても、当協会の法人正会員に対して、無償にて公開することとする。（2010 年 12 月下旬予定） 

 

 【【【【特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティングアフィリエイトマーケティングアフィリエイトマーケティングアフィリエイトマーケティング協会協会協会協会】】】】 所在地  ： 東京都港区西麻布 4-3-11泉西麻布ビル 3F 株式会社ベンチャーリパブリック内 理事長 ： 柴田 健一 設立 ： 2005 年 9 月 6 日 （NPO 法人としての登記日） 

URL   ： http://affiliate-marketing.jp/ 「協会 SNS」 ： http://affiliate-marketing.jp/sns/ 

 ■ 本調査本調査本調査本調査のののの設問一覧設問一覧設問一覧設問一覧（（（（２２２２５５５５問問問問））））                                                                        
 

 ― 以 上 ― 

 

 

1 単一回答 アフィリエイト・プログラムを始めて何年ですか？【単一選択】2 複数回答 あなたが利用しているASPはどれですか？【複数選択】3 複数回答 あなたがASPに求めるものは？【複数選択】4 単一回答 満足度の高いＡＳＰ上位３つをお答えください。【単一選択】5 フリー 満足度1位のASPについて、最も満足度の高い理由は何ですか？【フリー】6 単一回答＆フリー あなたが利用しているASPの中で、最も課題や要望の多いと思うASPを選んでください。また、具体的な課題・要望をお答えください【単一選択＆フリー】7 複数回答 今後どのようなジャンルのアフィリエイト・プログラムを活用したいですか？【複数選択】8 単一回答 ブログを通じたアフィリエイト報酬の割合は？9 単一回答 携帯向けサイトを通じたアフィリエイト報酬の割合は？10 単一回答 集客のためにリスティング広告を利用していますか？11 単一回答 あなたはWebサービスを利用してアフィリエイトサイトを作成していますか？12 単一回答 レビューアフィリエイトを利用していますか？13 単一回答 アフィリエイトのためにtwitterを利用していますか？14 単一回答 クーポッド、ピク、カウポンなどに代表される、クーポン共同購入サービス（通称：フラッシュマーケティング）を知っていますか？15 単一回答 クーポン共同購入サービス（通称：フラッシュマーケティング）のアフィリエイトプログラムを利用しています16 単一回答 アフィリエイトのために費やす時間はどれくらいですか？17 単一回答 アフィリエイトのための時間のうち、何に最も時間を費やしていますか？18 単一回答 あなたが、今最も関心を持っているアフィリエイトの話題は何ですか？19 複数回答 アフィリエイト・プログラムで不満に感じることは、何ですか？（複数選択可）20 複数回答 アフィリエイト・プログラムでメリットに感じることは、何ですか？（複数選択可）21 単一回答 現在のひと月のアフィリエイトによる収入は、どの程度ですか？22 単一回答 あなたにとってのアフィリエイト・プログラムとは、何ですか？23 単一回答  あなたの性別をお選びください。24 フリー 2011年（来年）のアフィリエイト業界を、「ズバリ一言」で表すと？（20文字以内）25 フリー 2010年12月4日（土）開催予定の第10回アフィリエイトカンファレンスでは、主要なＡＳＰを迎えてパネルディスカッションを行います。ＡＳＰへに聞いてみたい質問、要望、意見等がありましたらお願いします。
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本件に関するお問合せ 
 特定非営利活動法人 アフィリエイトマーケティング協会 

 市場調査担当 ： 野崎、森本 

E-Mail  ： support@affiliate-marketing.jp 問合せフォーム ： http://affiliate-marketing.jp/contactus/ 


