
CONFIDENTIAL

～U-NEXT獲得の虎の巻～
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U-NEXTのアフィリエイトは、新規参入しやすく、獲得しやすいジャンルです！
新規参入し、月間数百件獲得したサイト様も多数！

✔ キーワード選びがわからない・・・

✔ 新ジャンルに取り組みたいが、既存の競合サイトが強すぎて参入できない・・・

✔ 獲得できるキーワードが少ない、収益が伸びない・・・

✔ 商材の専門知識が必要で、コンテンツ作成が難しい・・・

✔ 取り組んでいるジャンルで法規制の影響や、先行きが不安・・・

✔ 需要期の上下が激しくて、収益が安定しない・・・
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・返却不要、雨の日でも家外出不要
・どのデバイスでも視聴可能
・レンタルよりも早く視聴可能 （※サービス、作品による）

・限定作品/オリジナル作品がある（※サービスによる）

といった利点のある動画配信サービスに
軍配が上がりつつある状況です。

出典：一般社団法人 日本映像ソフト協会

「映像ソフト市場規模及びユーザー動向調査」

スマートフォンの普及、WiFi等の整備により
スマホ向け動画配信サービスが、引き続き成長中。

2017年度は1,850億円（前年比13％増）
2020年度には2,200億円を超える規模と予測

●レンタル市場は、動画配信ジャンルに反し
2007年より市場規模は下落傾向に。

●2015年時点で1,941億円。
ピーク時の2007年対比で約46％減少

日本のレンタルビデオ市場の推移

伸長中

市場の状況① －動画配信－

有料動画配信サービス 市場規模
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動画/電子書籍ともに、引き続き市場全体も成長傾向と予測されていて
アフィリエイトにおいても、今後も需要増加、獲得が見込めるジャンルです！

市場の状況② －電子書籍－
電子書籍市場規模予測

出典：インプレス総合研究所
『電子書籍ビジネス調査報告書2018』

●電子書籍市場も引き続き成長
2017年度
・電子書籍 2,241億円
（前年比 113％）
・電子雑誌 315億円
（前年比 104％）

今後も拡大基調で、2022年度には
2017年度の1.4倍に拡大見込み

●一方、出版業界は1996年以降で
市場規模は下落傾向に。
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U-NEXTの状況

「U-NEXT」契約者数の増加率 定額配信サービスシェア

出典：GEM Partners「動画配信(VOD)市場5年間予測」
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NEXT...

「U-NEXTの強み」
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《見放題作品とは》 月々の定額利用料で、見放題でご視聴いただけるビデオ作品です。
《レンタル作品とは》 1本の視聴ごとに課金されるビデオ作品です。
《U-NEXTポイントとは》 レンタル作品をご購入時に1ポイント＝1円換算でご使用いただけるポイントです。

※U-NEXTポイントの有効期限は、ポイント発行日から90日間となっております。

●キャンペーン加入特典

<特典①> 31日間無料（ビデオ見放題サービス）

<特典②> 600円分のU-NEXTポイントプレゼント

U-NEXT とは？

URL：https://video.unext.jp/

映画、ドラマ、アニメなど多彩なジャンルのビデオコンテンツが、最新作品から名作まで充実のラインナップ！
いつでもどこでも楽しめるビデオ配信サービスです。

●月額利用料：1,990円（税抜）
・「見放題作品」が何度でも見放題！

・毎月1,200円分のU-NEXTポイント付与 ※このポイントの使い方が重要です！
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➢ 日本最大級の配信本数・多彩なジャンル

配信本数140,000本以上！うち見放題作品は90,000本！（2019年4月時点）

映画・ドラマ・アニメはもちろん、バラエティやファミリー・キッズまで、多彩なジャンルの作品が楽しめます！

➢ 最新映画はレンタル同時配信

BD/DVD販売や、レンタルより先行配信が増加！他社定額制サービスサービスで配信前の最新作も

U-NEXTなら「レンタル作品」として最速配信。ポイントを使って視聴可能！

➢ 地上波テレビ番組 追っかけ配信

放送中の各局テレビ番組をすぐに追っかけ配信！話題のドラマを見逃しても心配ありません。

U-NEXTの強み① 最新作

4/17～
（同発）

4/1～
（独占先行配信）

4/24~
（同発）

日テレ・TBS・フジ作品は
訴求不可

※作品例は2019年4月時点の内容です。（配信予定のものも含みます）

4/3～
（同発）

4/17～
（同発）

配信中
（最新作が4/26～）

4/15~
（独占配信）

4/24~
（同発）

4/24～
（同発）
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➢ 海外ドラマのイッキ見が可能
見始めたら止まらない。U-NEXTでも視聴数は実は上位！他社未配信の最新シリーズも配信中！
数々のメジャーなシリーズ作品が、イッキに楽しめます。

シーズン9まで
見放題配信中

➢ FOXチャンネル
「FOXチャンネル」は全米放送直後の最新ドラマをいち早く楽しめる！
「ビデオ見放題サービス」利用中なら、リアルタイム配信/見逃し配信も追加料金不要！

独占見放題
他社様で

シーズン13まで配信中

U-NEXTの強み② 海外ドラマ

他社様で
シーズン4まで配信中

「NCIS」全シリーズを観られるのは
＜U-NEXT＞だけ

※作品例は2019年4月時点の内容です。（配信予定のものも含みます）

2019/4/3～FOXチャンネルにて
リアルタイム配信中

他社様で
シーズン6まで配信中

他社様で
シーズン10まで配信中
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➢ 見放題アニメ 配信本数No1
懐かしい作品・名作から、TV放送中の最新作も追っかけ配信！
見放題作品：2,198 レンタル作品：302 計2,500本！ （2019/4時点）

➢ いつでもキッズ向けのビデオプレイヤーに
知育からキャラクターまで人気のキッズ作品が満載！外出先や車・家の中で、いつでもキッズ向けプレーヤーに！
特にディズニー作品は、他定額制サービスでは視聴ができないため、特に差別化が可能です！

いないいないばあっ！ディズニー・アニメーション 仮面ライダーシリーズ トーマスシリーズアンパンマンシリーズ

U-NEXTの強み③ アニメ・キッズ

※作品例は2019年4月時点の内容です。（配信予定のものも含みます）

ハローキティシリーズ
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韓流ドラマは、以前に比べると地上波放送が減った分、視聴ユーザーの視聴ニーズが高く
アフィリエイトでも獲得が増加中！

✔ 胸キュン作品の配信が増え、若い女性を中心に獲得が増加！
✔ 「太陽の末裔」など、DVDレンタルと同時にU-NEXTで配信開始する作品も増加！
✔ U-NEXTのみ独占見放題、U-NEXT独占配信作品も多数！

➢ 韓国ドラマ
韓流見るならU-NEXT！人気作品から、2019年の最新作まで！
U-NEXTでしか観られない独占作品も多数！

U-NEXTの強み④ 韓国ドラマ
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➢ NHKオンデマンド 配信中
NHKで放送されたドラマから、ドキュメンタリーや情報バラエティまで、様々な番組を視聴可能！
U-NEXTなら、他の動画作品と同様に、TVはもちろん、全デバイスで視聴可能！

✔ 高視聴率の大河ドラマ/朝ドラ以外にも、良質な教養バラエティーや
ニュースも配信中！

✔ 意外なジャンルだと・・・
ワールドカップ、大相撲、紅白歌合戦、オリンピック（いずれも期間限定配信）
期間限定配信ですが、表記・期間に注意すれば訴求も可能！

※作品例は2019年4月時点の内容です。

U-NEXTの強み⑤ NHK作品
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➢ 電子書籍
35万冊以上配信中。ポイントを使って購入可能！
コミック、小説、ビジネス書、週刊誌、スポーツも！

よく電子書籍サービスであるような、「一部の作品だけ」「1巻だけポイント利用可」ではなく

U－NEXTなら全作品で、ポイントが使用可能！
登録時にもらえる600ポイントを使用して、無料トライアル期間中でもコミックが約2冊読める！
最新巻でも、ポイントを使用して読めるので、他の電子書籍サービスにも負けてません！

参考URL：http://unext.bookplace.jp/ranking_theme/detail/2

✔ アフィリエイトにて、電子コミック系での獲得が増加中！
✔ 動画も配信しているタイトルも多く、「原作漫画とアニメ/映画」とセット訴求も！
✔ 大人向けコミック、BL/TLコミック、写真集なども充実！

U-NEXTの強み⑥

※作品例は2019年4月時点の内容です。

http://unext.bookplace.jp/ranking_theme/detail/2
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➢ 雑誌読み放題
ビデオ見放題サービスご利用中であれば、追加料金なく人気雑誌が70誌以上読み放題！
もちろん無料トライアル期間中は、雑誌も無料で読み放題！

参考URL： https://video.unext.jp/book/genre/magazine

※作品例は
2019年4月時点の内容です。

✔ ファッション、ビジネス誌など多彩なラインナップ！
✔ 動画だけでなく、書籍・雑誌を1つのアプリで楽しめる！

U-NEXTの強み⑦

https://video.unext.jp/book/genre/magazine
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➢ ファミリーアカウント/ペアレンタルロック
1つの契約で、最大3つアカウントを追加できます（追加料金なし！）。
アカウントを分けていれば、複数デバイスで同時視聴可能！
アカウントごとにR指定作品の表示/購入制限が可能、お子さんにも安心して使用可能です。

✔ 家族4人で使えば、実質一人500円で見放題！
✔ R指定作品を非表示にもできるので、お子さんも安心して使用可能！
キッズ作品も豊富なので、子育て中の主婦の方にも、おススメ！

※U-NEXTポイントは、親アカウントでも子アカウント
でも利用可能です。

※R指定作品（R18・R20）は
未成年者保護のため、子アカウントでは非表示です。
（本登録が未成年の場合も、非表示になります）

参考URL：
https://video.unext.jp/introduction

U-NEXTの強み⑧

https://video.unext.jp/introduction
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U-NEXTの強み⑨

➢ U-NEXTポイント 毎月1200円分付与
毎月1,200円分付与されるU-NEXTポイントは、レンタル作品の視聴だけでなく
映画館の割引クーポン購入にも利用可能！

上映中映画の関連作(同シリーズ、過去作、アニメ作品、同監督・出演者作品)をU-NEXTで観て
「ポイントを使って、映画館で最新作を観賞」 も！映画をさらに広く・深く楽しめます！

✔ 「1500ポイント」で、1本映画鑑賞が可能！
通常料金（大人1,800円）よりも、U-NEXTならお得に観られる！

✔ イオンシネマ、109シネマズにおいては、オンライン予約も対応開始！

参考URL：
https://cinemacoupon.unext.jp/

https://cinemacoupon.unext.jp/
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➢ 配信本数
配信数14,000本以上！うち見放題作品は90,000本！（2019年4月時点）

毎月もらえる1,200円分のポイントを使って、レンタル作品も視聴可能！

➢ 配信ラインナップ
・全ジャンル充実の配信ラインナップ！
他サービスで配信が少ない、アニメ/韓流/キッズ向け作品も、U-NEXTは強い！
・U-NEXTポイントを使えば、最新作も視聴可能！
（最新映画、放送中ドラマの見逃し、最新海外ドラマ 等）
・NHKオンデマンド作品も視聴可能！

➢ 動画以外のサービス
・追加料金なく、雑誌が読み放題！
・ポイントを使って、最新コミックもお得に購入可能！

➢ その他特徴
・スマホで動画をダウンロード可能！外出先でも通信量を気にせず視聴可能！
・無料で最大3つアカウントを追加可能！4人同時視聴も！
・各携帯キャリアからご利用可能。キャリア決済も対応済で高CVRが見込める！

U-NEXTの強みまとめ
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NEXT...

「集客 訴求方法」
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①サービス名/一般キーワード（SEO）
「U-NEXT/ユーネクスト + 評判/クチコミ/登録/無料トライアル」
「動画配信サービス + 比較/人気/評判」

動画配信サービス自体の認知度が高まっており、検索数も上昇中！
時期や作品人気に左右されないので、獲得安定！

②作品名毎にページ作成 （SEO/リスティング）
「（作品名） + 見逃し/無料/動画/●話」
レビューやあらすじを掲載し、コンテンツ・サイト作成が行いやすい。
新ドラマ・劇場公開の関連作・地上波放送作など、トレンドに合わせて訴求！

※電子コミックの集客も獲得増加中！！
「（作品名） + ネタバレ/無料/最新巻」 など
書店で販売される一般作品よりも、ホラー ダーク BL 萌え系などの
「一部で熱狂的に支持されている作品」が獲得しやすい！

③作品のジャンルで集客（海外ドラマ/韓流など）
海外ドラマ/韓流ドラマは、引き続き人気で、U-NEXTにおける視聴数も上位。
韓流ドラマは「太陽の末裔」等、レンタル同発・20代女性向け作品が獲得上昇中！

海外ドラマは、他の定額制サービスでは最新シーズンが視聴できないシーズンも
U-NEXTならポイントを使って視聴可能！

ジャンル

一般
ワード

作品名

集客・訴求方法 -3つの訴求軸-
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獲得期間：長

競合サイト:多

ジャンル別獲得イメージ ※●の大きさ＝獲得規模

●洋画/邦画（映画）
人気シリーズものが強く、劇場で最新作が公開さ
れる際に、過去作品の注目度が増加。
例）スターウォーズ、ハリーポッター

U-NEXTなら、最新作も他社定額制サービスより
一足先に視聴可能！

●アニメ
anitube閉鎖以降、獲得急増中！
王道の人気作品か、地上波放送中
アニメの獲得が多い！
U-NEXTなら見放題本数も多く
訴求もしやすい！

国内
ドラマ

アニメ

電子
コミック

一般
ワード

邦画
（映画）

洋画
（映画）

韓流
ドラマ

海外
ドラマ

●海外ドラマ/韓流ドラマ
息の長いシリーズも多く、獲得も安定。
U-NEXTでは他社定額制サービスで未配信の最
新シーズンも配信中！

韓流は、地上放送が減っても引き続き需要大！
国内ドラマと違い、長期で獲得が見込める！
若い世代を中心に、胸キュン作品が獲得増加！

●国内ドラマ
クール毎に獲得作品は切り替わるので、都度対策
が必要だが、ヒット作が出れば獲得は最大級！

放送中ドラマは最終回に向けて盛り上がる！
見逃しても、U-NEXTなら1話から視聴可能！

朝ドラ・大河ドラマなら、より長い期間で獲得が
見込める！

●電子コミック
漫画村閉鎖以降、更に獲得増加！
最新作にもポイントを使えるので、最
新作発売日以降に伸びる傾向に！

アニメ化・実写化作品なら、原作漫画
もセットで訴求可能！
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NEXT...

「LPに関して」
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LPに関して① 動画訴求

様々なジャンルにあわせて、

ジャンル別LPも用意 【各種LP 参考URL】
https://www.video.unext.jp/lp/affiliater/
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更に、作品単体を訴求する場合は

タイトル個別LPも利用可能！

【タイトルLP 例】
https://www.video.unext.jp/title/SID0035811?alpge=1

「SID0035811」の部分を変更して、各作品毎に作成可能！

✔ 各ジャンルLP/タイトル個別LPを利用すれば、サイトの
訴求内容に合わせて送客し、高CVRが見込めます！

✔ LPやエントリーフォームのABテストを日々実施中。
今後も積極的に、数値向上に取り組み中！

※タイトル個別LPを使用希望の場合は
ASP様までお問い合わせください。

LPに関して① 動画訴求
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動画だけでなく、電子書籍LP も用意！

LPに関して② 書籍訴求

※タイトル個別LPを使用希望の場合は、ASP様までお問い合わせください。

【電子書籍LP】
https://www.video.unext.jp/lp/book/

【電子書籍 タイトルLP例】
https://www.video.unext.jp/book_title/BSD0000027810?alpge=1
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✔ 獲得できるキーワードが多数！しかも日々追加される！（ジャンル名、作品名など）
✔ 新作や人気上昇中タイトルなら、今からでも新規参入してすぐに結果が出せる！
✔ 映画 ドラマ アニメなど自分が好きなジャンルから記事作成可能。

専門知識も必要ないので、サイトコンテンツを作成しやすい！

豊富な
キーワード

他社よりも
獲得を
しやすい

高CVR
高承認率

✔ 他社サービスに比べ、作品ジャンルの網羅性が高いので、U-NEXTに統一して
掲載すれば、サイトの掲載管理がしやすい！
また、U-NEXTの件数実績も増えるので、将来的に単価UPしやすい！

✔ レンタル先行/同時配信、他社未配信の最新作を紹介できるので、作品が話題のうちに
紹介可能！検索数も多く件数も見込める！

✔ 様々なジャンル、訴求軸にあわせたLPを使用可能なので、CVRが高い！

✔ 電子書籍においては、最新作コミックの購入にもポイントが使えるので、定率の
「書籍購入」アフィリエイトよりもCVRが高く、収益になりやすい！（EPCが高い！）

✔ クレカ決済、全キャリア決済対応にも済。 特にSPを意識したサイト作りで高CVR！
✔ 承認率90％以上（直近3か月実績）収益計算がしやすい！

毎月25日までの成果を当月中に承認！承認サイクルが早い！

だからU-NEXTのアフィリエイトは、新規参入しやすく
コンテンツ作成、獲得を伸ばしやすい！

まとめ
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【成果地点】 「31日間無料トライアル 登録完了」

※無料トライアル登録なので、ユーザーの登録ハードルも低い！CVRが高い！
※無料トライアル期間中に、仮に解約された場合でも、成果対象となります。

【 承認率 】 90％以上 （直近３か月実績）

【却下条件】 ・虚偽・悪戯・重複

・その他不正だと判断された申込みの場合

アフィリエイト条件

皆様の提携申請をお待ちしております！



CONFIDENTIAL 26

✔ ガイドラインについて
U-NEXTの広告を提携・掲載にあたり、ガイドラインを必ずご確認ください。
本ガイドラインに違反していると弊社が判断した場合、提携解除・成果却下の措置を取らせていただきます。

✔ 特定のサービスおよび作品の取り扱い禁止
一部サービス・作品にて、「アフィリエイトサイト内での取り扱い」や「無料訴求」を禁止しています。
必ずガイドラインのご確認をお願いいたします。

✔ サイト内表記に関して
配信している作品は、配信元様・権利元様の都合により、急きょ配信終了となる場合があります。
未配信作品を訴求されてると、一般ユーザー様からクレームが入ってしまう可能性がございます。
作品名を個別にご紹介いただく場合、掲載前に必ずU-NEXTにおける配信有無をご確認いただき、
下記注意文言をサイト内に記載してください。

「紹介している作品は、●年●月時点の情報です。
現在は配信終了している場合もありますので、最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。」

提携・掲載掲載ガイドライン

【ガイドライン】 http://p.unext.jp/pdf/unext_affiliate_guidelines.pdf

重要

✔ よくあるトラブル例
・「取扱い禁止の作品」「無料訴求禁止の作品」を、紹介してしまう
・「未配信作品」「配信前の作品」を訴求してしまう
・サイト作成時は配信していたが、その後U-NEXTで「配信終了」になっている。
・ジャニーズ事務所所属の方の画像素材を使ってしまっている。

http://p.unext.jp/pdf/unext_affiliate_guidelines.pdf

