
この度は、弊社の「アフィリコード（Affili Code）」をご購入頂きましてありがとうございます。アフィリコードとは、自社で独自のアフィリエイトサー
ビスを提供する為に必要な機能一式を全て網羅したオールインワンのアフィリエイトシステムです。
クリック保証広告、成果報酬広告等の標準的な機能の他に２ティア制度やバナー管理、承認広告、限定広告など細かな設定が可能となっています。
物販やデジタルコンテンツの販売をされている方だけでなく、メディアレップ様や広告代理店様にもご利用頂けるシステムです。

http://www.affil icode.net/contact/ index .html

管理画面解説マニュアル

ご不明な点が御座いましたら下記よりお問い合わせ下さい  ▼



システム設置方法

【ダウンロード版】…………

1

2

3

4

5

6

ご購入頂きますと、ご注文時のメールアドレス宛に専用のダウンロードアカウントをお送りしておりますので、
こちらの発行アカウントでダウンロードシステム※にログインして頂きシステム一式をダウンロードしてください。

※URLはご購入後のご案内となります。

※１ その他のリンクはクリックしないでください。
※２ 「SQL INSTALL COMPLETE!」が表示されない場合には、MySQLの文字コード（UTF-8 にする必要があります。）または接続情報に誤りがあります。
　　 （設置が難しい場合には、設置代行サービスもご検討ください）

※ 初期 IDは「admin」、PASSは「admin」となります。

ダウンロードして頂いた圧縮ファイル（ZIP 形式）をフリーソフト等で解凍してください。

解凍して頂いたファイル一式の「custom/conf/sqlConf.php」ファイルにMySQL接続情報を記載してください。

ファイル一式を FTP等でサーバーにアップロードしてください。

アップロード後に「file」ディレクトリのパーミッションを「777」に変更してください。

ブラウザにて「http:// 設置先 /setup/install.php」へアクセスして頂き、「ALL INSTALL START」をクリック※１してください。
クリック後、「SQL INSTALL COMPLETE!」※2 というメッセージが表示されますとインストール完了となります。

ブラウザにて「http:// 設置先 /admin.php」へアクセスして頂き、初期 ID／ PASS※でログインをして頂き「システム設定」の
「メールアドレス」及び「設置先URL」を設定ください。

7 最後に FTP等にて「setup」ディレクトリ一式を削除して頂きインストールが完了となります。

▼ダウンロード後の設置手順は下記の通りです▼



アフィリコードの特徴

アフィリエイター・メディア管理機能
登録されたアフィリエイター及びメディアを管理することで掲載先の把握などを行うことが可能となり個別に専用広告を提供することもできます。
また、CSV出力やアフィリエイターの管理画面へ直接ログインすることもできます。

広告管理機能
掲載広告やバナー・テキスト広告の管理等を行う機能です。報酬形態は大きくクリック保証広告と成果報酬広告または併用を選んで頂く形となり掲
載期限や予算設定、終了時の自動取り下げ等様々な設定が可能となっています。広告掲載先を１つずつ審査する承認広告や、特定のアフィリエイター
やメディアにのみ提供する限定広告等の機能も標準装備。

成果管理機能
現在発生している成果やアクセス状況をリアルタイムに管理することができます。成果報酬を手動承認にしている場合にはこちらで個別に承認作業
を行うことが可能です。また、成果情報を任意の絞り込み条件でCSV出力する機能も備えておりますので
広告の成果分析などにもお使い頂けます。管理者、アフィリエイター共に成果発生毎にレポートメールを送信する機能もご利用頂けます。

報酬支払管理機能
アフィリエイターより換金申請（または一括換金処理）にて発生した報酬の支払を管理します。
こちらでステータスを支払済み等に変更することで支払状況の管理が可能となります。
また、支払情報を任意の絞り込み条件でCSV出力する機能も備えておりますので一括支払等にもお使い頂けます。

コンタクト機能
アフィリコードには一般的な「お問い合わせ機能」の他にアフィリエイター全員の管理画面に通知する「お知らせ機能」。アフィリエイター個別に
連絡をする「メッセージ機能」が用意されておりますので管理画面上で完結し、面倒な電子メールでのやりとりを軽減できます。

その他
その他にも、ＳＥＯに強いダイレクトリンク機能 ※ やマスターテーブルの変更機能やコピーライト表記、ロゴ変更等運営上、気になる細かな点も管
理画面上で変更が可能となっています。
上級者向けとしてサーバーのCRONを設定して頂くことで毎月自動的にティアや報酬の締め処理を行うことも可能です。
※1　JSを利用するため、PC広告のみの対応となります。

PRPR

etcetc
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アフィリエイターからの換金申請を管理することが出来ます。内容を確認し、支払手続きを行ってください。
換金申請は差し戻すことも出来ます。その場合、換金額はアフィリエイターに戻ります。支払後はステータスを「換金済み」として頂くことで処理が完了します。
また、支払手続きを簡略化する為に、ＣＳＶにて振込み先情報などを一括で出力することも可能です。

アフィリエイター一覧 ……… 登録されたアフィリエイターの管理をすることが出来ます。アカウントの停止や登録情報の編集を行うことが可能です。
鍵アイコンをクリックするとアフィリエイターの管理画面へワンクリックでログインして頂けます。ゴッドログイン後は、全ての権限がアフィリエイターとなります。

メディア一覧 ………………… 登録されたメディアの管理をすることが出来ます。メディアへの広告掲載承認やサイトの確認を行うことが可能です。

換金履歴 ………………………

※換金申請が自動になっている場合にも換金履歴にデータが格納されます。

アフィリエイター全員に配信されるお知らせです。外部サイトへの誘導や簡単なお知らせに利用できます。

お問い合わせ一覧 …………… アフィリエイターからのお問い合わせメールが管理画面でも閲覧できます。メッセージ機能を利用することでそのまま返信を行うことも可能です。

メッセージ一覧 ……………… 管理者より直接アフィリエイター宛に届くメッセージです。アフィリエイターからのお問い合わせへの返信や個別の連絡を送信することができます。
送信後、アフィリエイターが閲覧した場合には既読状態が未読から既読へと変わります。

お知らせ設定 …………………

広告一覧 ………………………

新規広告登録 …………………

掲載する広告案件を管理します。各広告の詳細ページより広告素材の追加や広告提携承認等が行えます。
１つの広告に最低１つは「広告素材」を登録してください。登録されていない場合、アフィリエイターは広告を掲載することが出来ません。
また、購入完了画面等の完了ページには必ず「トラッキングタグ」を設定してください。トラッキングタグは広告詳細ページの最下部より取得できます。

新規広告案件を登録します。

※詳細は、別ページ「広告掲載手順について」を参照

※詳細は、別ページ「広告登録項目について」を参照

アフィリエイター管理

コンタクト管理

広告管理
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月別成果集計 ………………… 月別で集計した成果を閲覧することが出来ます。

日別成果集計 ………………… 日別で集計した成果を閲覧することが出来ます。アフィリエイター、メディア、広告単位での集計や集計期間の絞り込みが行えます。

成果報酬一覧 ………………… 成果報酬広告の成果状況がリアルタイムに確認出来ます。成果承認が手動の案件はこちらの画面から承認状態を切り替えます。
また、任意の絞り込み条件でＣＳＶデータを出力することも出来ます。

その他報酬一覧 ……………… 友達紹介やティア報酬などの報酬の確認が出来ます。こちらも任意の絞り込み条件でＣＳＶデータを出力することが出来ます。

成果管理

カテゴリー設定 ……………… 広告登録時に利用するカテゴリーのマスターテーブルを追加編集削除することが出来ます。

メディアタイプ設定 ………… メディア登録時に利用するメディアタイプのマスターテーブルを追加編集削除することが出来ます。

キャリア設定 ………………… メディア及び広告登録時に利用するキャリアのマスターテーブルを追加編集削除することが出来ます。

広告管理

システム実行一覧 ……………

ログイン設定 ………………… 管理者のログインＩＤ／ＰＡＳＳを変更することが出来ます。

システム設定 ………………… 各機能の動作設定を変更することが出来ます。

その他

一括換金処理 …………… 低換金額に達しているアフィリエイターの報酬残高を全額一括換金します。
ティア報酬処理 ………… 先月のティア報酬を計算し各アフィリエイターに報酬を付与します。
チェックログ削除 ……… 「チェックログ保持期間」で設定された日数以降のログを一括削除します。
※ＣＲＯＮの設定は、別ページ「ＣＲＯＮ設定について」を参照

ＣＲＯＮが使用できない場合に管理画面上でバッチ処理を行うことが出来ます。ＣＲＯＮを設定している場合には、実行する必要はありません。

※詳細は、別ページ「システム設定について」を参照
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メディア一覧 ………………… 運営サイト（メディア）を複数登録・管理することができそれぞれのメディア毎に広告を選択することができます。
これにより、特定のアフィリエイターだけでなく、特定のメディアにのみ専用広告を配信することも可能となります。

メディア登録 ………………… アフィリエイター登録時と同時にメディアを１サイト登録しますが２サイト目以降はこちらから登録します。
登録後、管理者の承認を経て、広告掲載が可能となります。

メディア管理

月別成果集計 ………………… 月別で集計した成果を閲覧することが出来ます。

日別成果集計 ………………… 日別で集計した成果を閲覧することが出来ます。メディア、広告単位での集計や集計期間の絞り込みが行えます。

その他報酬一覧 ……………… 友達紹介やティア報酬などの報酬の確認が出来ます。こちらも任意の絞り込み条件でＣＳＶデータを出力することが出来ます。

成果情報

広告一覧 ………………………

広告掲載

友達紹介 ……………………… 友達を紹介することでティア報酬※ や紹介料を得ることが出来ます。
紹介方法は「ＷＥＢ掲載用紹介ＵＲＬ」と「招待メール」の２パターンがありＷＥＢサイトなどに掲載する場合には前者、
メールアドレス宛に招待メールを送る場合には後者をお使いください。ティア及び紹介料は管理者画面で無効にすることも可能です。

現在、配信されている広告リストの中から、メディアにあった広告を検索し提携することで広告の掲載が可能となります。
広告には、特定のアフィリエイターまたはメディアにのみ公開されている「限定広告」や管理者の承認が必要な「承認広告」等があります。
提携完了後、素材一覧からバナータグを取得して頂けます。
広告タグには「ダイレクトリンク版※」と「通常版」があり、ＰＣ広告に限りダイレクトリンクが使用できます。
※広告のＵＲＬへ直接リンクする形でタグが生成されますので被リンク効果が期待でき、ＳＥＯに抜群の威力を発揮します。
また、広告リンクに見えない為、クリック率も高くなる傾向があります。

※「友達紹介機能」で招待したアフィリエイターが獲得した報酬の一部を紹介者にも還元する機能です。

成果報酬一覧 ………………… 成果報酬広告の成果状況がリアルタイムに確認出来ます。成果承認が手動の案件は管理者が承認した時点で反映されます。
また、任意の絞り込み条件でＣＳＶデータを出力することも出来ます。
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換金履歴 ……………………… 換金申請の履歴を閲覧することが出来ます。バッチ処理にて一括換金処理された場合にもこちらで確認が出来ます。

換 金

メッセージ一覧 ……………… 管理者より直接アフィリエイター宛に届くメッセージです。管理者からのお問い合わせの返信や個別の連絡を受信することができます。
メール通知設定により、メッセージを受信した旨を電子メールにて受け取ることも可能です。

退会 …………………………… アフィリエイターを退会します。こちらで退会した場合、ログインが無効となりますが、データは削除されません。
完全に削除する場合には管理者画面より削除をして頂くことで関連データを含め全てのデータが削除されます。

コンタクト

成果報酬通知メール ……………… 成果報酬が発生した場合に、電子メールにてその旨を受け取ることが出来ます。
　　　　　　　　　　　　　　　  成果承認が手動の案件は管理者が承認した時点でメールが送信されます。

メッセージ受信通知メール ……… 管理者よりメッセージが届いた場合に、電子メールにてその旨を受け取ることが出来ます。

換金申請 ……………………… 報酬は任意のタイミングで換金申請として申請することで、任意の金額を換金することができます。
その際に、換金手数料が設定されている場合にはその金額を差し引いて支払われる形となります。
また、管理者画面にて最低換金額を設定することも可能です。
※換金申請は管理者画面にて無効または自動に設定されている場合は利用できません。

お知らせ一覧 ………………… アフィリエイター全員に配信されるお知らせです。外部サイトへの誘導や簡単なお知らせに利用できます。

お問い合わせ ………………… システムの使用方法などを管理者に問い合わせることが出来ます。

アカウント情報 ……………… 現在登録されているアカウントの情報を確認することが出来ます。

アカウント設定

基本情報編集 ………………… 氏名、住所等の登録時に入力したアフィリエイター情報を編集することが出来ます。

パスワード変更 ………………
※ログインＩＤはメールアドレスとなります。尚、ログインを行っていない状態でログインパスワードを忘れた場合には、「パスワードを忘れた方はこちら」より
　メールアドレスを入力することで登録されているメールアドレス宛に新パスワードを設定するＵＲＬが送信されます。　そのＵＲＬから新パスワードを設定して頂くことが可能です。

ログイン時に利用するパスワードを変更することが出来ます。

システム設定 ………………… メール通知設定を変更することが出来ます。



広告掲載手順について
広告を掲載するには、下記の手順にて作業を行って頂く必要があります。 ※広告掲載開始前にシステム設定は必ず終わらせておいてください。

2 広告素材の追加

管理者画面の広告管理メニューにある「広告一覧」より登録した広告の詳細を開いて頂き
「広告素材の追加」からバナー広告やテキスト広告を登録してください。
※１つの広告に最低１つは「広告素材」を登録してください。
　登録されていない場合、アフィリエイターは広告を掲載することが出来ません。

1 新規広告登録

管理者画面の広告管理メニューにある「新規広告登録」より広告を登録して頂きます。
※各項目の説明は、別ページ「広告管理について」を参照

3 広告の完了ページにトラッキングタグを設置
3

成果対象となる注文または登録完了ページに「トラッキングタグ」を設置してください。
トラッキングタグは広告詳細ページの最下部より取得できます。トラッキングタグは広告毎に設置する必要があります。
※クリック保証広告のみを利用する場合には必要ありません。

トラッキングタグフォーマット
<img src="http:// システム設置先 /track.php?t= 成果認証パスワード&p=広告 ID&guid=ON" width="1" height="1">

※成果報酬単価を「％（売上額に応じた歩合報酬）」に設定されている場合には「price」引数を渡して頂く必要があります。
　値は歩合対象となる売上金額を必ず数値型でカンマなどを含まないように渡してください。

※追加引数として「args」を渡して頂くことで「付与引数」として成果に記録されます。
　値は必ずURLエンコード処理を行ってください。（最大 100文字、半角英数字推奨）
　以上の手順で広告の掲載を開始することができます。

▲ 広告素材の追加

▲ 新規広告登録
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▲ 新規広告登録

広告を掲載するには、下記の手順にて作業を行って頂く必要があります。

広告名 ………………………… 広告一覧の各広告のタイトルとして表示されます。

広告カテゴリー ……………… 広告のカテゴリーです。マスター管理で設定したカテゴリーから選択します。

対応キャリア ………………… 広告の対応キャリアです。マスター管理で設定したキャリアから選択します。

広告説明 ……………………… 広告の詳細な説明です。成果条件や広告の説明などを記載します。

基本情報

1

2

1

広告種別 ……………………… 広告の報酬の発生条件を設定します。クリック保証広告と成果保証広告が選択でき
前者はクリック時、後者は購入・登録時に報酬が発生します。（併用可）

成果報酬単価 ………………… 成果保証広告の１獲得あたりの単価を設定します。単価は固定報酬（円）と歩合報酬（％）で設定ができ、
１件獲得あたり固定金額で報酬を支払い場合と、売上げの数％を還元という２通りの方式を選択して頂くことが可能です。

成果報酬承認設定 …………… 成果保証広告の場合、発生した成果を自動的に承認するか管理者が１件ずつ承認するかを選択することが出来ます。
手動承認の場合には、成果報酬一覧より承認作業を行います。

成果報酬重複チェック ……… 二重トラッキングによる成果防止や初回購入のみ成果を発生させる場合に使用します。
重複期間は、「重複とする期間」で設定が可能です。

クリック単価 ………………… クリック保証広告の１クリックあたりの単価を設定します。

成果・単価設定2

成果報酬表示名 ……………… 成果報酬一覧で表示される成果名です。

重複とする期間 ………………「成果報酬重複チェック」を使用する場合に重複とする期間を設定します。

広告クリックから成果 ………
発生までの有効期間

広告をクリックしてから成果発生までの有効間隔を設定します。こちらを設定することで有効期限を過ぎて
成果が発生した場合は無効となります。主に後日の再訪問時に成果を発生させるかを設定する項目となります。
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広告を掲載するには、下記の手順にて作業を行って頂く必要があります。

掲載自動取り下げ設定 ……………… 一定期間や予算上限に達した広告を自動的に取り下げることが出来ます。
条件を併用した場合、先に条件を満たしたものが適用され取り下げられます。

クリック件数上限 …………………… クリックされた件数で取り下げを行います。上限クリック数を数値で入力してください。

成果件数上限 ………………………… 獲得した成果件数で取り下げを行います。上限成果件数を数値で入力してください。

掲載期限 ……………………………… 掲載期限で取り下げを行います。広告の有効期限を設定してください。

広告掲載終了時リダイレクト先 …… 自動取り下げ後、広告にアクセスがあった場合のリダイレクト先を設定します。

掲載期限・取り下げ設定

3

4

3

広告掲載自動承認設定 ……………… 広告を掲載するメディアから掲載申請を受けて承認することが出来ます。この機能を利用することで、
意図しないメディアへの掲載を防ぐことが出来ます。限定広告機能と組み合わせることも可能です。

限定広告設定 ………………………… 特定のアフィリエイターまたはメディアに限定して広告を配信することが出来ます。
特別な単価やクローズド案件にご活用頂けます。
こちらを設定する場合、広告詳細ページより「限定広告設定」を必ず行ってください。

メ　モ ………………………………… 広告に関する管理者のメモ欄です。表には公開されません。

公開設定 ……………………………… 広告をアフィリエイターに公開するかを設定します。

公開設定・その他4
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管理者画面のシステム設定の各項目は下記の通りです。

基本設定

1

2

1

メールアドレス …………………… システムで利用するメールアドレスです。メール送信時の送信元アドレスにもなります。

システム設置先ＵＲＬ …………… システムの設置先ＵＲＬです。設置先ＵＲＬを設定してください。

成果認証パスワード ……………… トラッキングタグに使用するパスワードです。不正な成果を防止します。

メディア承認設定 ………………… アフィリエイターからのメディア登録時に広告掲載の許可を自動的に承認するかを設定します。

友達紹介時のボーナス報酬 ……… アフィリエイターからの友達紹介時に報酬を支払う場合に設定してください。
※０の場合には紹介報酬は付きません。

毎月の締め日（ティア処理） ……… ティア集計処理の実行日を設定します。
※ＣＲＯＮ用の設定値です。

ティア設定2

ティア設定 ………………………… ２ティアの有効／無効を切り替えます。
２ティアとは「友達紹介機能」で招待したアフィリエイターが獲得した報酬の一部を紹介者にも還元する機能です。
ＣＲＯＮまたはシステム実行で処理されることで先月のティア報酬が確定します。

２ティア率 ………………………… ２ティアの還元率を設定します。
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管理者画面のシステム設定の各項目は下記の通りです。

換金設定

3

4

3

最低換金額 …………………… 換金申請時の最低換金額を設定します。こちらで設定した金額以上の換金申請のみ受け付けます。

換金申請設定 ………………… 換金申請の動作を設定します。

換金申請なし …………… アフィリエイターからの申請及びシステムの自動処理を無効にします。
　　　　　　　　　　　  システム実行一覧の「ティア報酬処理」のみ動作します。

任意申請 ………………… アフィリエイターの任意のタイミングで換金申請が行えます。

毎月自動締め …………… アフィリエイターからの申請は無効とし、「毎月の締め日」で設定した日に一括換金処理を行います。
　　　　　　　　　　　  最低換金額に満たない場合には、翌月に繰り越されます。

※要ＣＲＯＮ設定

換金手数料 …………………… 換金申請の手数料を設定します。こちらで設定した金額は振込み手数料として、申請額から差し引かれます。
※最低換金額よりも低く設定してください。

毎月の締め日（換金処理） … 一括換金処理の実行日を設定します。
※ＣＲＯＮ用の設定値です。

クリック制御設定4

連続クリックチェック設定 ………………… クリック保証広告時の同一人物による連続クリックの制限を行うかを設定します。

連続クリックチェックの有効期限（秒） … 前回アクセス時からどれくらいの期間重複として連続クリックの制限を行うかを秒で設定します。

チェックログ保持期間 ………………………

※「連続クリックチェックの有効期限（秒）」よりも長めに設定してください。

チェックログ保持期間を設定します。
ＣＲＯＮまたはシステム実行で処理されることでログの削除処理が実行されます。
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※変更はアフィリエイター関連ページのみとなり、管理者画面には反映されません。
※ロゴの最大サイズは 380*90 となります。それ以下のロゴを作成してください。
※ロゴが登録されていない場合には製品ロゴを使用します。

管理者画面のシステム設定の各項目は下記の通りです。

成果通知設定

6

5

5

成果報酬通知設定 ………………………… 成果報酬が発生した場合に、電子メールにてその旨を受け取ることが出来ます。
成果承認が手動の案件でも管理者には発生した時点でメールが送信されます。

成果報酬通知メールアドレス …………… 成果報酬通知の通知先メールアドレスを設定します。

デザイン設定6

コピーライト表記 …………………………

ヘッダーロゴ画像 ………………………… アフィリエイター画面のヘッダーロゴ表記を自由に変更することが出来ます。

アフィリエイター画面のコピーライト表記を自由に変更することが出来ます。
変更することでオリジナルのシステムとして見せることが可能です。
※変更はアフィリエイター関連ページのみとなり、管理者画面には反映されません。



CRON設定について

CRONを設定して頂くことで「システム実行一覧」にある各バッチ処理を自動的に実行させることが可能となります。
それぞれの実行タイミングは、「システム設定」にて設定した日程となります。

※こちらの機能は上級者向け機能です。

1 システム設置パスの設定

cron.php の 7行目（$CRON_PATH）の値をシステムの設置先（絶対パス）に書き換えます。

2 実行パスワード設定

cron.php の 8行目（$CRON_PASS）の値を任意の英数字に変更します。（実行パスワード）

3 ＣＲＯＮ設定

サーバーコマンド「crontab」にて下記のジョブを追加します。
5 0 * * * php / システム設置パス /cron.php 実行パスワード daily

以上で自動処理設定が完了します。

※ティア報酬、一括換金処理を使用されない場合には設定する必要はありません。

設定手順
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