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【現状共有】アフィリエイト業界２０２１

アフィリエイトは運用次第で売上＆評価アップが可能

景表法や特商法などの行政処分リスクもほぼゼロ

※ただし、運用を間違えると行政処分や逮捕等のリスクあり!!

広告主はアフィリエイト運用次第で、
売上＆評価を大きく伸ばすことが可能

問題のある運用を行っていた広告主が続々と退場中

健全な運用を行っている広告主は売上＆評判上昇中
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一般社団法人日本アフィリエイト協議会
（JAO）はアフィリエイト・ビジネスの健全な
発展と普及、そして消費者利益と事業者利
益の共存と成長を図る事を目的とし、アフィ
リエイト・サイト運営者（アフィリエイター）、
広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイ
ダー（ASP）、そして広告代理店間で協力し
活動する業界団体です。2010年末に発足、
2020年夏に一般社団法人化。

2021年1月1日現在の総会員数【393名】
・広告主： 73名（40社）
・ASP＆代理店： 32名（14社）
・アフィリエイト： 288名

理事会

不正対策ガイドライン



官公庁＆他団体との連携、共同企画

【行政】 内閣府、経済産業省、消費者庁、警察庁、国税局、国民生活センター、
総務省、東京都等の都道府県、消費生活相談センター＆県警、等々

【団体】 日本通信販売協会（JADMA）、日本広告審査機構（JARO）、
日本化粧品工業連合会、日本インターネットポイント協議会（JIPC）、
デジタルマーケティング研究機構（旧：Web広告研究会）、弁護士会、
ECネットワーク、日本音楽著作権協会（JASRAC） 、
ひきこもり支援NPO、等々

【報道】 テレビ局、新聞社、雑誌社、ラジオ局、WEBメディア、等々

消費者庁
インターネット消費者取引連絡会

警察庁
総合セキュリティ対策会議

経済産業省
越境電子商取引連絡会議

内閣府
消費者委員会



【講師紹介】笠井北斗

1999年初頭、アメリカでアフィリエイト・マーケティ
ングに出会う。以降、アフィリエイトサイト運営者側、
広告主側の両方でアフィリエイトに関わり続け、
2005年1月1日に個人事業クロスワークとして独立。
2006年5月11日にクロスワーク株式会社を設立。

クロスワーク株式会社では、アフィリエイター向
けの教育サービスや広告主のアフィリエイト運用
支援、ASPの企画サポートなど、総合＋専門のア
フィリエイト事業に取り組んでいます。

≪活動実績＆メディア掲載歴≫

・日本アフィリエイト協議会（JAO） 代表理事

・第6回WebグランプリWeb人部門特別賞
https://www.wab.ne.jp/wab_sites/general-browse/view/2894/2

・週刊フジテレビ批評『TV画像を悪用したネット不正広告の撲滅』
https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/information/ser3202/3202110152/

・Web担当者Forum「虚偽・ねつ造広告の実態」
https://webtan.impress.co.jp/e/2019/04/12/32078

https://www.wab.ne.jp/wab_sites/general-browse/view/2894/2
https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/information/ser3202/3202110152/
https://webtan.impress.co.jp/e/2019/04/12/32078


インターネット広告の種類
と最近の注目ニュース



はじめに インターネット上の広告の種類

インターネット上の広告には３つの取引手法が存在します。

【予約型】（主に固定費型のネット広告）

純広告やタイアップ広告など、主に固定費を広告主が支払い、ネット広告掲
載先を選びます。
例）Yahoo!等大手ポータルサイトのバナー掲載枠や特集広告記事など

【運用型】 （主にクリックや表示など回数課金型のネット広告）

検索結果やSNS、動画サイト、アプリなどのプラットフォーム上に設置された
ネット広告枠に、プログラムが自動的に広告を配信しクリックや動画視聴の
回数によって広告費が発生します。

【成果報酬型（アフィリエイト・プログラム）】
ブログやホームページ上に掲載されたアフィリエイトリンクをクリックした消費
者が、広告主のページで購入や申込を行うことで報酬が発生します。

参考）2019年日本の広告費インターネット広告媒体費詳細分析
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0317-010029.html

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0317-010029.html


アフィリエイト業界のプレイヤー

ASP（※）
広告主

アフィリエイト
サイト運営者

・オープン型
・クローズド型

・個人ブロガー
・ポイントサイト
・法人媒体 etc

・物販系
・申込系（リード）

消費者

※ASP＝アフィリエイト・サービス・プロバイダーの略

100社以上

400～500万人 1万社以上



アフィリエイトサイト運営者の種類

「個人ブログ」
日記や雑記を更新している個人ブロガー

「テーマ特化サイト」
特定のテーマやジャンルに特化したサイトを運営

「還元系サイト」
ポイントサイトやクレジットカード会社など

「SNSアフィリエイト」
InstagramやTwitter等のSNSアカウント運用

「アドアフィリエイト」
アドネットワークやリスティング広告に出稿して集客

【要注意!! 】
トラブル多く、
高リスクです



アフィリエイト市場規模【3,670億円/2021年】

出典：アフィリエイト市場に関する調査結果 2020 （株）矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2656

百万円

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2656


【広告主事例】健康食品を扱う通販事業者

アフィリエイト運用で成果上昇中



アフィリエイト売上＆評判につながる要因

【売上＆評判アップ】
◇自社商品を使ってもらいたい媒体運営者を開拓

◇アフィリエイターに選ばれる素材や企画を提供

◇ASPや代理店に丸投げせずに二人三脚で取り組み

【売上＆評判ダウン】 ⇒重いペナルティも

◆ランキング・比較サイトに高い報酬を払って上位掲載
例）育毛サプリの人気ランキング第1位掲載に広告費10万円

◆体験談風の記事広告運営者に特別報酬を提供
例）ダイエットサプリの効果訴求マンガ記事に報酬1件1万円



【法律】アフィリエイトサイトが違反した場合

アフィリエイト ASP・代理店 広告主

景表法 × × 〇

特商法 △ △ 〇

薬機法 〇 〇 〇

著作権法 〇 △ △

WOMJ 〇 〇 〇

〇 ペナルティの対象となる

△ ケースによってはペナルティの対象になる

× ペナルティの対象にはならない



アフィリエイト＆ネット広告関連ニュース

・消費者庁、アフィリエイト広告の実態調査を開始へ
https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/66064

・大阪府警、ASPを捜査か<アドネットの闇>
重くなるウェブ広告関与の「代償」
https://www.tsuhanshimbun.com/products/article_detail.php?product_id=5648

・巨大ITのネット広告、「一定の規律」検討 政府会議
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF223NL0S1A220C2000000/

・ネット広告の掲載基準を透明化 公取委、巨大ITに迫る
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF1723K0X10C21A2000000/

・「初回無料」のネット通販、解約しない限り高額請求の
被害続出…刑事罰導入へ
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210221-OYT1T50165/

2021年はアフィリエイト＆ネット広告業界の転換期

https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/66064
https://www.tsuhanshimbun.com/products/article_detail.php?product_id=5648
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF223NL0S1A220C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF1723K0X10C21A2000000/
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210221-OYT1T50165/


【2021年3月】消費者庁による注意喚起＆処分

「2021年3月1日」

虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023269/
・株式会社Libeiroが販売する「エゴイプセビライズ」
・株式会社シズカニューヨークが販売する「シズカゲル」

「2021年3月3日」

株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023295/
アフィリエイトサイトの内容が景品表示法違反（優良誤認）。
消費者庁は「販売会社が広告内容の決定に関わった」と判断。

伊藤消費者庁長官記者会見
https://www.caa.go.jp/notice/statement/ito/023351.html

「今後ともアフィリエイト広告上の表示を含めて、法律に違反する表示があ
れば厳正に対処していきたいと考えております。」

注意喚起や措置命令のきっかけは「アドアフィリエイト」

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023269/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/023295/
https://www.caa.go.jp/notice/statement/ito/023351.html


【事例】広告主が景表法＆特商法で処分

埼玉県はダイエットサプリ「ラクビ」等の通信販売事業者である
株式会社ニコリオの公式サイト、そしてニコリオ社の提携アフィリ
エイトサイト上において景表法と特商法に違反する表示が行わ
れていたとして、同社に2020年3月に景表法の措置命令を、そし
て翌4月に特商法の業務停止命令という行政処分を科しました。

【埼玉県】ニコリオ社に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに代表者
に対する業務禁止命令(3か月)について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0401-06.html

⇒ニコリオ社の中上元弘代表に対しても業務停止命令

【埼玉県】ニコリオ社に対する措置命令について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0331-08.html

類似事例：wonder（江頭竜輔）に対する消費者庁の行政処分（2020年8月）
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020964/

⇒江頭代表は2020年1月に特商法違反の指示処分を受けた（株）GRACEの代表

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2020/0401-06.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0331-08.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/020964/


ネット広告関連のネガティブ事例

“医師の私が解説”“癌に効く”等として健康食品をアフィリエイターが紹介していたが、
実際は医師は存在せず、その健康食品の販売会社の社員だった事例
https://www.buzzfeed.com/jp/seiichirokuchiki/ishi-sasho-blog-uragawa

※この健康食品会社はその後、2019年11月に消費者庁に処分されています↓

イマジン・グローバル・ケア株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/017233/

化粧品や育毛剤などについて架空の「口コミ」や関係のない写真を使うなどした虚偽
の広告記事を、ニュースアプリ「Gunosy（グノシー）」の子会社が制作・出稿していた

架空の口コミ、女性の写真借用…グノシー子会社が虚偽広告制作
https://mainichi.jp/articles/20200317/k00/00m/040/231000c

肝臓疾患の予防に効果があるとして健康食品を紹介していた通販会社の社員と広
告代理店の社員が逮捕、さらに法人も書類送検。

ステラ漢方、KMウェブ、ソウルドアウト社員の薬機法違反逮捕＆書類送検
https://www.data-max.co.jp/article/36806?rank

https://www.tsuhanshimbun.com/products/article_detail.php?product_id=5648

上記いずれも通販会社（広告主）の運用内容次第で防げた事例

https://www.buzzfeed.com/jp/seiichirokuchiki/ishi-sasho-blog-uragawa
https://www.caa.go.jp/notice/entry/017233/
https://mainichi.jp/articles/20200317/k00/00m/040/231000c
https://www.data-max.co.jp/article/36806?rank
https://www.tsuhanshimbun.com/products/article_detail.php?product_id=5648


【注意】広告主側に悪質ネット広告の責任あり

【１】アフィリエイトのバナー広告の表記に問題がある
消費者庁「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上
の問題点及び留意事項」では、企業がアフィリエイト広告で出稿しているバ
ナー画像に対して、企業が景表法の責任を負う事が明記されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120509premiums_2.pdf

【２】健康食品を紹介するアフィリエイターに問題がある
消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」で
は健康食品の場合、アフィリエイトサイト上の景表法、健康増進法などの表
示の責任を広告主側が追うと明記されております。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf

アフィリエイトは広告主側が「広告原稿の用意」「広告
掲載の許可」「報酬支払の決定」を行う事ができます。
＝問題のある表示を行わない・行わせない権限がある

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120509premiums_2.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf


広告主からよく聞かれる質問＆回答

Q） 悪質なアフィリエイターが誇大広告に手を染めています。
この場合、広告主側も責任を問われるのでしょうか？

A） アフィリエイターは広告主側の許可なく情報発信はできません。
そのため、アフィリエイトが関わる場合は広告主側が責任を問われます。

広告主はアフィリエイトサイトの内容や運営者を確認し、提携を承認する
かどうかを決めることができます。

アフィリエイト経由で売上が発生した場合も、どのサイトから流入したか、どの

ような紹介のされ方だったかを確認し、成果を承認する事が可能です。

つまり、広告主側はアフィリエイトサイトとその運営者を提携時や、成果報酬
費用の支払い時等に確認できるため、アフィリエイター側が勝手に誇大広告
やウソの体験談記事を掲載することはできません。

アフィリエイターが誇大広告やウソの体験談記事といった悪質行為で売上を
獲得していた場合、その広告や記事の内容は、アフィリエイトの仕組みや利

用規約上、『広告主が許可したもの』とみなされます。
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通販会社（広告主）側の

正しいアフィリエイト活用方法



売上と評判アップにつながる運用項目

ASP（＆代理店・
コンサル会社）選択

適正な成果報酬
掲載のための
情報提供

商品体験 優良サイトと提携

紹介文・広告素材など
同業他社と比較して設定
期間限定の報酬アップなど

商品提供・レンタル・体験
会の開催など

違法・悪質サイトを排除
有力媒体リクルーティング



【運用事例】健康食品を扱う通販事業者

アフィリエイト報酬
アップキャンペーン

悪質サイト提携解除
＆プレゼント企画

特別単価設定



広告主がアフィリエイト運用時に注意すべきこと

1. 信頼できるASP・代理店・コンサル会社を選ぶ

2. 不適切な表示をしているアフィリエイターとは提携しない

3. アフィリエイターの不適切な表示や行動をパトロールする

4. アフィリエイター向けに法律や規約を教育・啓蒙する

5. 違反サイトは提携解除や報酬支払拒否といった措置を取る

ASPやネット広告代理店、コンサルティング会社などによっては、
サイト審査やパトロール、教育・啓蒙、悪質サイトの提携解除と
いった取り組みを行っていない所も存在します。

その結果、アフィリエイターによる不正・違法行為や、不適切な
広告出稿が増えてしまっており、広告主側のアフィリエイト出稿
リスクにつながっております。



日本アフィリエイト協議会：ＡＳＰ正会員

■アドボンバー [株式会社アドボンバー]

https://adbomber.jp/front/

■イークリック（e-click） [e-click株式会社]

https://www.e-click.jp/

■xmax（クロスマックス） [株式会社セプテーニ・クロスゲート]

https://www.xmax.jp/

■バリューコマース [バリューコマース株式会社]

https://www.valuecommerce.ne.jp/

■もしもアフィリエイト [株式会社もしも]

http://af.moshimo.com/

■リンクシェア / TGアフィリエイト [リンクシェア・ジャパン株式会社]

http://www.linkshare.ne.jp/

※名称順/2021年3月現在

ASP正会員リスト https://www.japan-affiliate.org/members/

https://adbomber.jp/front/
https://www.e-click.jp/
https://www.xmax.jp/
https://www.valuecommerce.ne.jp/
http://af.moshimo.com/
http://www.linkshare.ne.jp/
https://www.japan-affiliate.org/members/


代理店＆アフィリエイト側のJAO正会員（一部）

【フル代行対応】

株式会社シード https://www.seedinc.jp/

クロスワーク株式会社 http://www.crosswork.jp/

【一部代行＆コンサル等対応】

すずきたまよ事務所 https://tamayosuzuki.mystrikingly.com/

株式会社デトリタス https://detritus.co.jp/

株式会社ザッピーリンク https://zappylink.co.jp/

S.E.Onetop合同会社 https://se-onetop.com/

※名称順/2021年3月現在

https://www.seedinc.jp/
http://www.crosswork.jp/
https://tamayosuzuki.mystrikingly.com/
https://detritus.co.jp/
https://zappylink.co.jp/
https://se-onetop.com/


【最後に】広告主として目指すべき方向

法律とルールとモラルを守り、

健全にアフィリエイト運用を継続する事で、

売上と評判は着実に積みあがります。

1. 信頼できるASP・広告代理店・コンサル会社を選ぶ

2. 不適切な表示をしているアフィリエイターとは提携しない

3. アフィリエイターの不適切な表示や行動をパトロールする

4. アフィリエイター向けに法律や規約を教育・啓蒙する

5. 違反サイトは提携解除や報酬支払拒否といった措置を取る

6. 信頼できるアフィリエイターと共に成長する

広告主がアフィリエイト運用時にすべきこと



視聴者特典のご案内

一般社団法人日本アフィリエイト協議会
https://www.japan-affiliate.org/

http://www.japan-affiliate.org/


【特典①】アフィリエイト運用簡易診断サービス

アフィリエイト運用状況の簡易診断を
無料で実施させて頂きます。

現在アフィリエイト広告を出稿している広告主向けの視聴特典として、運用
状況の簡易診断サービスを無償でご提供させて頂きます。診断結果はお申
し込みから1週間以内にメールにてご連絡させて頂きます。

特典をご希望頂ける方は、日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局宛てに、
下記の情報を記載したメールをお送りください。お申し込みの締め切りは
【2021年3月26日（金）24時まで】です。

■メール宛先： info@japan-affiliate.org

■メール件名： アフィリエイト簡易診断希望

■本文に記載： ①会社名 ②お名前 ③利用ASP

mailto:info@japan-affiliate.org


【特典②】事業者向けアフィリエイト無料相談

アフィリエイトの始め方や運用につい
てのご相談を無料でお受け致します。

ご視聴頂きました皆様向けの無料相談サービスです（※メールもしくはオン
ライン会議形式）。これからアフィリエイトを始めようと検討中の方や、現在運
用していてアドバイスが欲しいという方、遠慮なくご相談ください。

特典をご希望頂ける方は、日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局宛てに、
下記の情報を記載したメールをお送りください。お申し込みの締め切りは
【2021年3月26日（金）24時まで】です。

■メール宛先： info@japan-affiliate.org

■メール件名： アフィリエイト無料相談希望

■本文に記載： ①会社名 ②お名前 ③商材名

mailto:info@japan-affiliate.org


講師笠井より無料特典のご案内

②日本初！事件・事故を扱うネガティブブログのリスト提供

事件や事故の被害者の個人情報を掲載している「ネガティブ・トレンド
ブログ」をまとめたリストを無料で提供中です。ネット広告配信先から
除外する事でブランドイメージを守れます。

①従業員向けインターネット副業の取り組み方基礎講座

ネット副業の種類や取り組み方、注意点等の基礎知識を従業員の方
に学んで頂くための講座を無料で実施中です（※会場開催や参加人
数等によっては有料の場合あり）。

従業員に対して副業をOKにする際は、違法転売や情報商材、やらせ

サイト作成といった問題のあるビジネスには手を染めないよう教育・
啓もうされることを推奨致します。

【問い合わせ先】 クロスワーク株式会社 笠井宛て
TEL：0466-90-5785 /  Mail： webmaster@crosswork.jp

mailto:webmaster@crosswork.jp


ご意見ご要望、ご相談、及び情報提供窓口

アフィリエイト・プログラムやアフィリエイト業界全体に関するご意見ご要望、ご相談、
および情報提供は、日本アフィリエイト協議会の事務局までお願い致します。

■事務局

〒251-0041

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-39 オザワビル501-5

※クロスワーク株式会社内に設置

■連絡方法

問い合わせフォーム： https://www.japan-affiliate.org/mail/

電話： 0466-90-5785 （協議会事務局の担当者を呼び出して下さい）

■対応時間

問い合わせフォーム： 24時間365日

電話： 営業日10:00～17:00

https://www.japan-affiliate.org/mail/

