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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

アフィリエイターが選ぶ「満足度１位のＡＳＰ」
回答者数Ｎｏ.１は「A8.net / Moba8.net」
全回答者のうち 35％超が支持、
「アフィリエイトＢ」「バリューコマース」と続く
利用者満足度で「とても満足」の割合が１番高いＡＳＰは「アフィリエイトＢ」
２位以降は「レントラックス」
「A8.net / Moba8.net」

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(東京都千代田区／理事長 丸尾恭介)は、こ
のたび、2005 年調査以来、9 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 2015」
を実施し、本日付でその調査結果を発表した。
■調査概要
対象

国内主要ＡＳＰ各社のアフィリエイターの皆様に調査を実施

期間

2015 年 2 月 2 日～2015 年 2 月 16 日(15 日間)

方法

インターネット上による無記名式アンケート

有効回答数 3,103 件(2013 年 2,345 件、2014 年 3,017 件)
【１】一番満足している ASP は？

アフィリエイターが選ぶ、一番満足している ASP として一番多くの人数に選ばれたのは、今年も引き続き
<A8.net/Moba8.net>だった。
全回答数 3,103 件のうち、35％超となる 1,143 件が<A8.net/Moba8.net>を選択し、続いて<アフィリエイトＢ><
バリューコマース>の順であった。

満足度 1 位にあげた理由を 24 の選択項目から選択して頂く設問では、<A8.net/Moba8.net>を満足度１位に選ん
だ人の理由としては「広告数が多い」
「稼ぎやすい広告や、自分にとって稼げる広告が多い」
「管理画面のレポート
が見やすい」
「管理画面が使いやすい」という回答が目立った。

【２】利用している ASP は？

実際に利用しているＡＳＰの利用率では、<A8.net/Moba8.net>が約８割の利用率と他社を引き離し、続いて<バ
リューコマース><楽天アフィリエイト>の順であった。
【３】利用している ASP の満足度は？

続いて、利用しているＡＳＰについて、それぞれのＡＳＰごとに満足度を質問した。
「利用しており、とても満足」の”人数”が最も多かったのは<A8.net/Moba8.net>であり、続いて<アフィリエイ
トＢ><バリューコマース>の順であった。

<A8.net/Moba8.net >を満足度１位に選んだ人の理由としては「広告数が多い」
「稼ぎやすい広告や、自分にとっ
て稼げる広告が多い」
「管理画面のレポートが見やすい」という回答が目立った。

前項は人数であったが、こちらでは”とても満足～とても不満”の５段階の回答比率をＡＳＰごとに算出し、とて
も満足の比率が高い順に並べた。
この場合、利用者の中で「とても満足」の割合が一番高い、いわゆる満足度合 1 位のＡＳＰは<アフィリエイトＢ
>であり、続いて<レントラックス><A8.net/Moba8.net>の順であった。
<アフィリエイトＢ>を満足度１位に選んだ人の理由としては「専属担当者の対応が良い(早さ・丁寧さ)」
「稼ぎやす
い広告や、自分にとって稼げる広告が多い」
「管理画面のレポートが見やすい」という回答が目立った。

<レントラックス>では、
「稼ぎやすい広告や、自分にとって稼げる広告が多い」
「専属担当者の対応が良い(早さ・丁
寧さ)」
「実施している広告の報酬単価」という回答が目立った。

【４】アフィリエイトを始めて何年ですか？

アフィリエイトをはじめて１年未満の人が全回答者 3,103 名のうち約 3 割の 993 名と突出。1 年経過までに大幅
に減少し、以降緩やかに比率が減少している。このことから、アフィリエイトを開始して 1 年までに大きな壁が
あるとも考えられる。

【５】アフィリエイトでの１ヶ月の収入はいくらですか？

アフィリエイトでの１ヶ月の収入は、全回答者 3,103 名のうち「収入なし」が 760 名、
「1000 円未満」が 618
名の合計 1,378 名となり、
「収入なし」
「1000 円未満」の 2 回答で約 45％を占めた。
一方で月 20 万円から 100 万円を超える割合が、全回答者の 10％超存在した。

【５】アフィリエイトでのサイト運営にかける時間はどれぐらいですか？

アフィリエイトサイトの運営にかける時間は全回答者 3,103 名のうち、
「30 分未満」が 778 名で全体のうち 25％、
「3 時間以上」が 716 名で 23％と大きく２分する結果となった。

サイト運営にかける時間を収入別に比較した所、収入と運営にかける時間は相関関係にあると考えられる。
また、月 5 万円以上稼ぐ回答者の半数以上が「3 時間程度」
「3 時間以上」を選択した。
■本調査について
この調査は、国内の主要アフィリエイト ASP(以下、ASP)7 社の協力の下、主要 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、ASP の利用状況や満足度など、計 14 項目についてインタ
ーネット上でアンケートを行った。
期間

2015 年 2 月 2 日～2015 年 2 月 16 日(15 日間)

有効回答数 3,103 件
調査協力 ASP

アフィリエイトＢ、バリューコマース、A8.net/Moba8.net、アクセストレード、レントラックス
アドバック、リンクシェア（ユーザー回答順、期間内に有効回答があった ASP のみ記載）

なお、本調査の内容の一部は 2015 年 3 月 7 日(土)に開催された第 14 回アフィリエイト・カンファレンスで発表
した。その時の発表内容の一部は下記 URL にて公開中である。
http://affiliate-marketing.jp/conf/index.html
また、当協会の 2014 年度法人正会員へは、本調査の各設問の単純集計結果、収入状況と一部設問のクロス集計
結果、および本調査の生データを提供する。
■本調査の設問一覧(全 14 問)
1

アフィリエイトプログラムを始めて何年ですか？

2

アフィリエイトサイト運営にかける時間は、一日どれくらいですか？

3

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？

4

各広告主のジャンルについて、１番～３番目に力を入れているジャンル、
今後一番取り組んでみたいジャンルを教えてください

5

去年と比べて、アフィリエイト収入は、増えましたか？また、その理由は？

6

あなたが利用(＝広告掲載)している ASP と、満足度を教えてください

7

あなたが利用(＝広告掲載)している ASP の中で、満足度 1 位の ASP をお答えください。

8

満足度 1 位の ASP について、満足度の高い理由は何ですか？

9

あなたが ASP に求めるものは？

10 利用している ASP で、活用している機能・内容を教えてください
11 ASP の専属担当(個人担当)がついていますか？
12 現在掲載中の特別報酬案件はいくつありますか？
13 アフィリエイトサイトへの集客で行っている手段を教えてください
14

2015 年、アフィリエイト業界がさらに発展するための提言を「ズバリ一言」で！

■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。
■今後の展開
アフィリエイトマーケティング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、
本調査で収集した全設問の単純集計結果、収入状況と各設問のクロス集計結果、および本調査の生データを、当
協会の法人正会員に対して無償で公開することとする。
■アフィリエイトマーケティング協会とは
http://affiliate-marketing.jp/index.html
2003 年 6 月に設立、2005 年 9 月に特定非営利活動法人(NPO 法人)として登記。
設立以来、一貫として「アフィリエイトの認知向上及び広告主におけるアフィリエイターへの理解度の向上」
等、アフィリエイト業界の発展に寄与。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------■本件及び、加盟に関するお問い合わせ先
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
東京都千代田区神田小川町 3 丁目 1 番地 BM ビル 5 階
インタセクト・コミュニケーションズ株式会社内
TEL: 03-3233-3525

(平日 9:00～18:00)

Mail: support@affiliate-marketing.jp

