
― 容量無制限の無料オンラインストレージ ―

2018年7月-9月 媒体資料・広告掲載ガイド

広報部長くまっち

【お問い合わせ先】
ロジックファクトリー株式会社 広告担当

ad@logicfactory.co.jp
http://firestorage.jp/

https://firews.com/jp/
mailto:ad@logicfactoru.co.jp
http://firestorage.jp/


目次

2

●fire web service

サービス紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

●firestorageについて

サイト概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

firestorageが選ばれる理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

広告掲載をご検討のお客様へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

サイトデータ ・・・・・ ・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

ユーザー属性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

お知らせと企画型広告のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

新機能のご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 12

●広告メニュー

タイアップ企画広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

コラボ企画型広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・ 14

動画広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・ ・ 15

バナー広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

メール広告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

広告メニュー一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

●広告掲載案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

●広告掲載規約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34



サービス紹介

3

プラットフォームとして誕生したfire web serviceを軸に様々なサービスを展開しています
今後も続々と新サービス・事業を展開予定です。

firestorage fws storage firedrive
(macOS/windows)

fws laboratory fws press fws caputure fws広報部長くまっち
LINEスタンプ販売中

fireball storage

fws capture

https://firews.com/jp/
http://firestorage.jp/
https://storage.firews.com/jp/
https://firedrive.firews.com/jp/
https://press.firews.com/jp/
https://store.line.me/stickershop/author/172678/ja
https://capture.firews.com/jp/
https://firews.com/jp/doc/fireballstorage.html
http://lab.firews.com/


サイト概要

firestorageは面倒な会員登録不要で、誰でもすぐに、無料でご利用いただけます

とは？
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1. 1ファイル最大2GiBアップロード可

2. 1回で最大20ファイル同時アップロード可

3. 1つのURLに最大20ファイルまとめてアップロード可

4. スマホからもPCからも端末問わずご利用可能

5. ダウンロード前に全てのファイルをウィルススキャン

6. パスワード設定でセキュリティも安心

7.QRコードを発行して、スマホからのダウンロードも簡単

8. Yahoo！・twitter・facebook・googleの外部連携アカウントでのログインが可能

firestorageは、個人・ビジネスを問わず、ご利用いただける、簡単で高速な大容量ファイルの送受信を可能にする
国内シェアNO.1クラスのオンラインストレージサービスです。

■未登録・無料会員ユーザーができること



が選ばれる理由

firestorageはファイルを急いで送信したい際にも簡単な操作アップロードが行える便利なツールサイトです。

様々な利用シーンで、firestorageをご活用いただいております。
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firestorageは高いセキュリティと簡単操作で
多くのビジネスマンに愛されています。
アップロードもダウンロードも誰でもすぐに簡単に
使い始めることができる為、大事なファイルの共有
も安心してご利用いただけます。

ファイルの管理に合わせて任意のパスワードを設定
することで、大切なファイルを守ることができます。
また、すべてのファイルはアップロードと同時に
ウィルスチェックを行います。
さらに、ダウンロードされる際にお客様ご自身でも

手動にてウィルスチェックができる機能がございます。

無料会員登録をしていただくと、さらに便利な機能を
ご利用いただけます。
アップロード後に、ファイルの管理を行うことや、
ダウンロードがいつ何回行われたのか、
専用の会員管理メニューよりご確認いただくことが
可能です。

firestorageは、月間630万人以上のユーザーに
ご利用いただいている国産のサービスです。
ユーザーサポートについては、
平日10：00～18：00(有料会員：10：00～23：00)
のお時間で弊社スタッフが丁寧に対応いたします。

■利用シーン

・メールの添付ファイルでは送信できない容量のデータを送信したい
・取引先にデータを早く送りたい
・友達同士で写真共有したい
・より安全にファイルを送信したい
・大事なデータをUSBメモリで持ち歩くのは不便だし不安
・グループワークで共通のデータを共有したい
・PC入れ替え時に一時的なバックアップとして利用したい
・デジカメの写真をまとめて送りたい



広告掲載をご検討のお客様へ

firestorageの広告掲載では、「純広告だからことできること」を大切にしております。

広告をご掲載いただいた広告主様が、広告の効果を最大限発揮できるよう、できる限り柔軟に対応しております。

媒体資料に掲載のご掲載方法以外にも、「こんな方法で広告を掲載してみたい」等ご要望、ご相談のみでも構いませんので

是非お気軽にご連絡ください。
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通常のバナー掲載の他にも、
サイズ変更を行って、特別なサイズでのご掲載や、
タイアップ企画など、
純広告ならではのカスタム掲載が可能です。

予算や、ご掲載を検討している案件の
ターゲット層などの情報を基に
どの枠が最大限効果を発揮できるか、
最適なご提案を行います。

あってはならないですが、
提示した想定IMP数値から大幅に乖離が生じた場合等は、
掲載期間の延長するなどの対策を講じます。

■お問い合わせ先

カスタム掲載

最適なご提案

柔軟な対応

万が一のサポート対応

ご掲載方法や、掲載期間など、
媒体資料に掲載している情報以外での
ご掲載方法についてもできる限り柔軟に
対応しております。

■firestorageの広告掲載

ロジックファクトリー株式会社
広告担当：ad@logicfactory.co.jp
平日営業時間 10:00～18:30 営業時間外は翌月扱いとなります。

mailto:ad@logicfactory.co.jp


サイトデータ（2018年6月現在）

サイト会員数 ：2,300,000人

サイト訪問数 ：6,300,000 /月
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■サイトアクセス数・ユーザー数

▲2009年 ▲現在

150,000人

firestorageは年々成長を続けています。
現在、月間630万人のユーザー様にご利用いただいております。

ユーザー数 ：2,400,000 /月

全ページビュー ：16,000,000 /月

■firestorage会員数推移

2,300,000人
■firestorage容量増量のお知らせ

今後も皆様により快適にfirestorageを
ご利用いただけるよう、
2017年9月よりアップロード可能な
アップロード最大容量を大幅増量いたしました！
動画や写真など大きいデータも更にアップロードし
やすく、より多くのユーザーにご利用いただけるよ
うになりました。



9時台を皮切りに18時台までが利用の多い時間です。
オンタイムの利用が多いことから、
ビジネス用途が多いことがうかがえます。

平日利用が多く、曜日別データでも
ビジネスでの利用の多さが推測できます。
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サイトデータ（2018年6月現在）

0時 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時 23時

日常的にご利用いただい
ているリピートユーザー
に加えて、
新規ユーザーも半数以上
を占めています。

メールなどでのファイル
送信・共有ツールとして
firestorageをご利用いた
だいております。

検索

19%

Webサイト
経由

14％

新規とリピーター 参照元

41％

新規

時間別アクセス推移 曜日別アクセス推移

76%

15％

直接アクセス
75%

検索
12％

月

火

水

木

金

土

日

リピート
41％

新規
59%

直接アクセス
75％

検索
9％

Webサイト
経由
15％

その他 1％



やや男性ユーザーが上回っていますが、
女性も四割を占めています。

30代を中心に20代～40代が多く、
働き盛りの年代に利用されています。

首都圏を中心に
ご利用いただいております。
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ユーザー属性（2018年6月現在）

男性
58％

女性
42％

25-34歳
45％

九州
5％

近畿
14％

性別 年代 利用地域

男性
60％

女性
40%

関東
58%

九州
5％

近畿
18%

中国・四国
4％

中部
10％

北海道・東北
5％

25-34歳
43％

35-44歳
31%

18-24歳
10％

45-54歳
10％

55歳以上 5％



ユーザー属性（サイト内アンケート結果による集計）
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業種

未既婚

興味のある事

世帯年収

職種

子供



例えば・・

・firestorageの特徴とコラボしたキャンペーン企画

「大容量×〇〇」「高速回線×〇〇」「堅牢なセキュリティ×〇〇」「無料で簡単×〇〇」等

・firestorageの機能を使用したコラボ企画

ユーザーのアクションに合わせた広告配信等

・10thロゴの横に、貴社ロゴを配置するネーミングライツ広告

・空きスペースを活用した特別広告枠の作成

お知らせと企画型広告のご案内
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firesrorgaeは、おかげ様で今年の4月に10周年を迎えました。

10周年を記念して、1年間の期間限定でfirestorageのサイト内のロゴを10周年記念ロゴに差し替えいたします。

たくさんのお客様に支えていただき、10周年を迎えられることを感謝しております。

10周年の節目を迎え、これからも良質なサービスをお届けできるよう努めてまいります。

今後ともfirestorageをどうぞよろしくお願いいたします。

Anniversary ! 

10周年に伴いfirestorageとコラボした企画型広告を随時募集しております！

⇒詳細は「ダウンロードページジャック広告」、「キャンペーンコラボ広告」をご確認ください



新機能のご紹介
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firestorage.me
firestorageの新機能がリリースされます！

firestorage.meとは？

複数人でのやりとりがスムーズにできるようになった、firestorageの新機能です。

機能もよりシンプルになり、難しい操作も必要ありません！

もちろん未登録でのご利用も可能。容量はURLごとに管理されるので、自分の容量を気にする必要もありません。

会社でのファイル共有や思い出の写真の共有等、様々なシーンでご利用いただけます。

サムネイルの追加

ダウンロード不要でコンテンツの
内容が確認できます！

◎便利な機能も！

✔ 利用者の設定
設定されたユーザーのみでアップロー
ド・ダウンロードが行えます。

✔ LINEからの通知
アクセストークンを発行、設定する
ことでLINEからの確認もできます。

✔ フォルダの追加
フォルダを追加することでファイル
の管理がしやすくなります。



※上記数値は弊社アドサーバーでカウントした場合の想定IMPです。
第三者配信を行った場合の想定IMPは「1,900,000/2週間」となりま
す。
※ジャック広告は1週間～掲載が可能です。

firestorageの全ページを使って目的に合わせたタイアップ企画をご提案させていただきます。
まずは、実施したい内容、ご希望の掲載方法をお知らせください！

企画型広告
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AD
縦サイズはカスタマイズ可

----------------------------------------------------------
・サイズ：カスタム

【特別枠①】 ・IMP：800,000/2週間
ダウンロードページジャック ・表示：固定

・価格：¥2,300,000~
----------------------------------------------------------

■ダウンロードページジャック広告

最もページビューの多い、firestorageのメインページ
「ダウンロードページ」でのジャック掲載を行うことが可能です。
ジャック広告では、一社独占配信はもちろん、
目的に合わせたカスタマイズが可能となっております。

広告サイズや配置、ご掲載方法についても柔軟に対応が可能でござ
いますので、まずはお気軽にご相談ください。

掲載方式はバナー形式ではなく、html形式で設置することや
Twitterや動画を埋め込むことも可能です。
配信方法は、第三者配信も可能となっております。

sample

【例】ダウンロードページジャック掲載

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



企画型広告
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※媒体ポリシーに則ります
・ページ左上のメインロゴは変更不可。
・トップページにてユーザーが混乱するような変更・導線が変わるような変更は不可。

■ご注意事項

-------------------------------------------------------
【特別枠②】
キャンペーンコラボ ・期間：2週間～1ヵ月程度

・価格：別途お見積り
-------------------------------------------------------

■キャンペーンコラボ広告

firestorage では定期的にキャンペーンを実施しております。
貴社商品等とコラボしてキャンペーンを実施しませんか？

キャンペーン時には、特設のキャンペーンページを作成し、
firestorageのPC/SPページでのバナー掲載に加え、
Facebook・Twitter・Instagram等のSNSアカウントを利用して、
キャンペーンの告知を行います。

firestorage × 商品名等

【例】夏休み キャンペーンページ

sample

その他、実施したい掲載方法等ございましたらお気軽にお問い合わせください。⇒ad@logicfactory.co.jp
お問い合わせの際は、ご予算、掲載内容、目的、掲載期間等出来るだけ具体的に明記していただくとスムーズです。

※2017年firestoragキャンペーン実施時
キャンペーンページPV:11,288/月
応募数：4,620名/月

mailto:ad@logicfactory.co.jp


動画広告
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■動画広告
firestorageで動画広告を掲載することが可能となりました！動画再生から広告主様サイトまでの掲載イメージです。
動画広告の掲載方法についてはCPM課金方式となっております。
ご希望の場合は、別途資料をお渡ししておりますので、お問い合わせください。

②音声ボタンクリックで全画面再生
全画面再生終了後、自動で遷移

①動画広告が50％以上画面に表示されると自動再生が始まります。

※自動再生時は、音声は再生されません。全画面表示時は、音声が再生されます。
※自動再生時に広告タップ、または全画面表示で再生終了後に広告主様サイトへ遷移いたします。

遷移先LP

③広告クリックで広告主様LPへ遷移



■トップバナー

firestorageサイト内にてダウンロードページ以外の広告枠を設置している全てのページに表示されるバナー。

掲載位置も各ページ上部のためファーストビュー表示でユーザーの目に入り易いバナーです。

※ダウントップバナーと組み合わせることでfirestorage内すべてのページへの掲載も可能です！

バナー広告掲載イメージ

-------------------------------------------------------
・サイズ：728×90px
・価格：¥530,000/月

①トップバナー ・IMP：1,000,000
・CTR：0.20％
・表示：2枠ローテーション

-------------------------------------------------------
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※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。

トップページの他にも、
メンバー管理画面、xfs短縮URLページ、
よくある質問、はじめての方へのページに表示されます。

①トップバナー①トップバナー

【トップページ】

【メンバー管理画面】

【xfs短縮URL】

①トップバナー ①トップバナー ①トップバナー



バナー広告掲載イメージ

TOPページでは、ファイルアップロード・メンバー管理画面の移動などが行えるため、主にアップロードユーザーに使用されます。

デイリーユースされているリピーター層への訴求が期待できるページです。（P6～のユーザー属性参照）

-------------------------------------------------------
・サイズ：970×90px

高CTR ・価格：¥600,000/月
②ヘッダーバナー ・IMP：650,000/月

・CTR：0.78％
・表示：2枠ローテーション

-------------------------------------------------------
・サイズ：970×90px
・価格：¥480,000/月

③ラージバナー ・IMP：650,000/月
・CTR：0.15％
・表示：2枠ローテーション

-------------------------------------------------------

17

②ヘッダーバナー

①トップバナー

■ トップページ

⑦トップラージバナー

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。

③ラージバナー

②、③枠でのセットでお見積りをお出しすることも可能です。
全枠ジャック掲載はハードルが高いというお客様でも、
セット掲載をすることで、トップページのプチジャック掲載を
実施することが可能です。



バナー広告掲載イメージ

■トップページ（利用規約チェック後）

トップページからのアップロード時に利用規約への同意チェックしていただくと表示されるバナーです。

実際にアップロード利用されるユーザーへの訴求が期待できる掲載箇所です。（P6～のユーザー属性参照）

ユーザーがアップロードするファイル容量が大きいほどアップロード完了までの滞在時間が長くなり、

よりバナーへの関心が高まる傾向があります。

-------------------------------------------------------

・サイズ：468×60px
・価格：¥400,000/月

④トップオーバーバナー ・IMP：930,000/月
・CTR：0.20％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------

・サイズ：468×60px
・価格：¥400,000/月

⑤トップアンダーバナー ・IMP：930,000/月
・CTR： 0.35 ％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
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④トップオーバーバナー

⑤トップアンダーバナー

②ヘッダーバナー

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



バナー広告掲載イメージ
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-------------------------------------------------------
・サイズ：970×250px
・価格：¥450,000/月

⑥トップラージバナー ・IMP：930,000/月
・CTR：0.13 ％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：300×250px
・価格：¥200,000/月

⑦トップレクタングル ・IMP：930,000/月
フッタ ・CTR：0.05%

・表示：1枠固定
-------------------------------------------------------

⑥トップラージバナー

⑦トップ
レクタングル

フッタ

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



■ダウンロードページ
セキュリティの担保のためアップロードしたファイルのダウンロードページはワンタイムURLをしております。
ダウンロードを行う際は、クッションページを経由してダウンロードを行う仕様になります。

ダウンロードページに関するお知らせ

ファイルをアップロードすると発行される
ダウンロードURLを開くとクッションページに遷移します。
「ダウンロードページを開く＞」へお進みいただくと、
ワンタイムURLであるダウンロードページへ遷移します。
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【ダウンロードページ】

⑧ダウントップバナー

⑩アンダーバナー

⑪ダウン
レクタングル

⑨ラージバナーヘッダ

⑫レギュラーバナー

【クッションページ】

⑧ダウントップバナー

⑨ラージバナーヘッダ

⑪ダウン
レクタングル⑩アンダーバナー

⑫レギュラーバナー

⑬ダウン
ハーフ
ページ

クッションページからダウンロードページに遷移します。
このダウンロードページのURLがワンタイムURLとなり、
一定時間経過後は無効となるため、
セキュリティが担保されます。



バナー広告掲載イメージ

■ダウンロードページ

アップロードユーザーがファイルを送る際に拡散するページのため、ダウンロードユーザーが主に使用するページとなります。
アップロードユーザーがリピーター層であるのに対して、
ダウンロードページは多数の新規ユーザーへの訴求が期待できるページです。
全ページセッションの内、63％がダウンロードページから閲覧を開始しており、
全PVのうち62％がダウンロードページのPV数となっているため、ダウンロードページはfirestorageのメインページと言えます。

-------------------------------------------------------
・サイズ：728×90px
・価格：¥550,000/月

⑧ダウントップバナー ・IMP：2,000,000/月
・CTR：0.18％
・表示：2枠ローテーション

-------------------------------------------------------
・サイズ：970×90px

高CTR ・価格：¥550,000/月
⑨ラージバナーヘッダ ・IMP：1,300,000/月

・CTR：0.69％
・表示：3枠ローテーション

-------------------------------------------------------
・サイズ：530×100px
・価格：¥600,000/月

⑩アンダーバナー ・IMP：2,000,000/月
・CTR：0.29％
・表示： 2枠ローテーション

-------------------------------------------------------
・サイズ：300×250px
・価格：¥550,000/月

⑪ダウンレクタングル ・IMP：2,000,000/月
・CTR：0.45％
・表示： 2枠ローテーション

-------------------------------------------------------
・サイズ：970×250px
・価格：¥900,000/月

⑫レギュラーバナー ・IMP：4,000,000/月
・CTR：0.63％
・表示： 1枠固定

-------------------------------------------------------
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⑧ダウントップバナー

⑩アンダーバナー

⑪ダウン
レクタングル

⑨ラージバナーヘッダ

⑫ レギュラーバナー

【ダウンロードページ共通枠】

クッションページ、ダウンロードページの両ページに掲載されます

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



バナー広告掲載イメージ

■ダウンロードページ

ダウンロードページは、ダウンロードを実行するページになりますので、ページ滞在時間が長くなります。
ニュースコンテンツを追加したことにより、広告サイズが変更になりました！
ダウンハーフページ枠は、ダウンロードページのみに掲載されます。

-------------------------------------------------------
・サイズ：970×90px
・価格：¥900,000/月

⑫※レギュラーバナー ・IMP：4,000,000/月
・CTR：0.63％
・表示： 1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：300×600px
・価格：¥300,000/月

⑬ダウンハーフページ ・IMP：1,800,000/月
・CTR：0.22％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
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【ダウンロードページ】

⑬ダウン
ハーフページ

⑩アンダーバナー
⑪ダウン

レクタングル

⑫※レギュラーバナー

※⑫レギュラーバナーはダウンロードクッションページと共通枠です。
掲載サイズが異なるため、２サイズ(970×250/970×90)の
ご入稿をお願いいたします。

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



ニュースインフィード広告
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-------------------------------------------------------
・想定IMP：400,000/週

⑭ニュース ・想定CTR：0.04％
インフィード ・表示：１枠固定

・価格：¥13,000/週
-------------------------------------------------------

※テキスト原稿については、週単位で差し替えを行います。
1か月掲載の場合、4本の原稿を入稿してください。

全8枠のうち、1か所ランダムに表示されます。
広告表示には「NEW」アイコンを表示し、
ユーザーのアクセスを誘導します。

【PR】タイトル

提供元メディア 更新時間

広告をクリック

【ダウンロードページ】 LPに遷移

ニュースコンテンツはfirestorageの中でも最多のPV数を誇る、ダウンロードページに掲載されます。
従来のバナー広告だけでなく、商品やサービスを記事広告として、テキストでアピールすることが可能です！

外付けHDDのようにマウントできるmacOS版アプリ

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



バナー広告掲載イメージ

■メンバー管理画面ページ（会員数：約2,300,000人 ※2018年6月現在）

無料会員にご登録いただいているユーザーの管理画面です。

firestorageをデイリーユース頂いている層で、

日常的に、より幅広い機能をご利用いただいているヘビーユーザーへの訴求が期待できます。

管理画面トップページのみならず会員メニュー内の各ページに共通表示されます。

-------------------------------------------------------

・サイズ：970×90px
・価格：¥300,000/月

⑮管理画面ヘッダ※ ・IMP： 900,000/月
・CTR：0.72％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------

・サイズ：728×90px
・価格：¥100,000/月

⑯管理画面フッタ ・IMP： 600,000/月
・CTR：0.04％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
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⑱管理画面ヘッダ
⑮管理画面ヘッダ

⑯管理画面フッタ

①トップバナー

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。

※⑮はアップロードページのヘッダー枠としても表示されます。



■photostorage

firestorageの写真管理・共有機能です。通常のファイル送信がビジネス利用が多いのに対し、photostorageは写真共有という

特性上プライベート利用も多い機能となっております。イベントで撮った写真の共有や・スマホで撮った写真を

PCに送信したり、もちろんビジネスでも、幅広くご利用いただいています。

photostorage バナー広告掲載イメージ
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全画面表示

ギャラリー

⑰フォトトップバナー

⑲フォトラージバナー

⑱フォト
レクタングル

⑰フォトトップバナー

⑰フォトトップバナー



ロール表示ページとphotoダウンロードページは共通枠です。

photostorage バナー広告掲載イメージ

photostorage内の広告ジャック掲載が可能です。

プライベートユーザー向けの案件がお勧めです。
（カメラ系商品販促・女性向けサイト・ECなど）

-------------------------------------------------------
・サイズ：468×60px

⑰フォトトップバナー ・IMP： 540,000 /月
・CTR： 0.04 ％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：300×250px

⑱フォトレクタングル ・IMP：540,000/月
・CTR：0.05％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：728×90px

⑲フォトラージバナー ・IMP：540,000/月
・CTR：0.06％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：728×90px

⑳フォトダウンヘッダ ・IMP：130,000/月
・CTR：0.02
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
■フォトジャック掲載価格：¥500,000/月
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【photoダウンロードページ】

【photostorageロール表示】

⑰フォトトップバナー

⑲フォトラージバナー

⑱フォト
レクタングル

⑰フォトトップバナー

⑳フォトダウンヘッダ

⑲フォトラージバナー

⑱フォト
レクタングル

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



■xfs.jpサイトデータ(2018年6月現在)

サイト訪問数 ：820,000/月
ユーザー数 ：480,000/月
全ページビュー：1,200,000 /月

xfs.jpサイト バナー広告掲載イメージ

■xfs.jp 短縮URL遷移確認ページ

長いURLを短くする短縮URL発行サイトxfs.jp（firestorageの姉妹サイト。利用者の9割がfirestorageユーザー）

firesatorageと連動しており、ファイルアップロード完了時に通常URLと短縮URLが発行されます。

短縮URLをクリックすると表示される、遷移確認ページにてバナー広告を掲載。

アップロードユーザーから共有されたURLが短縮URLの場合、ダウンロードユーザーは必ず通るページです。

-------------------------------------------------------
・サイズ：728×90px
・価格：¥550,000/月

㉑xfs.jpバナーヘッダ ・IMP：680,000/月
・CTR：1.27％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：728×90px
・価格：¥350,000/月

㉒xfs.jpバナーフッタ ・IMP： 680,000/月
・CTR：0.89％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
・サイズ：300×600px
・価格：¥400,000/月

㉓xfs.jpハーフバナー ・IMP：680,000/月
・CTR：0.52％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------

①トップバナー

㉓xfs.jp
ハーフ
バナー

㉑xfs.jpバナーヘッダ

㉒xfs.jpバナーフッタ

27

※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



メール広告掲載イメージ

【配信メール】
下記のお知らせメール内にて広告を掲載いたします。

●ファイルのお預かり案内
会員様のファイルアップロード時に配信します。

●ファイル削除のお知らせ
会員様のファイル削除時に配信します。

●ファイル送信案内
会員様のファイル送信時に配信します。

●ダウンロード開始通知
会員様のファイルに対し、
相手がダウンロードを開始した時に配信します。

メール広告イメージ（ダウンロード開始通知）

firestorageからのお知らせメール内で効果的に広告を配信します。

【メール広告挿入イメージ】

PR
-------------------------------------------------------

・サイズ：改行上限20行
(文字数：500文字程度) 
・価格：¥150,000/月

㉔メール広告 ・IMP：1,800,000/月
・CTR：0.06％
・表示：1枠固定

-------------------------------------------------------
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※掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。
※価格は全て税抜き価格です。



Logicfactory 2929

メニュー 掲載ページ 形式 サイズ(px) 表示(枠)

①トップバナー

トップページ
P16-19

バナー
png/gif/jpg

728×90 2枠ローテーション

②ヘッダーバナー 970×90 2枠ローテーション

③ラージバナー 970×90 2枠ローテーション

④トップオーバーバナー 468×60 １枠固定

⑤トップアンダーバナー 468×60 １枠固定

⑥トップラージバナー 970×250 １枠固定

⑦トップレクタングルフッ
タ

300×250 １枠固定

広告メニュー一覧



Logicfactory 30

広告メニュー一覧
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メニュー 掲載ページ 形式 サイズ(px) 表示(枠)

⑧ダウントップバナー

ダウンロードページ
P.20-22

バナー
png/gif/jpg

728×90 2枠ローテーション

⑨ラージバナーヘッダ 970×90 3枠ローテーション

⑩アンダーバナー 530×100 2枠ローテーション

⑪ダウンレクタングル 300×250 2枠ローテーション

⑫レギュラーバナー
970×250
970 × 90

1枠固定

⑬ダウンハーフページ 300×600 1枠固定

⑭ニュースインフィード テキスト 70文字以下 全8枠ランダム表示

【特別枠】
ダウンロードジャック広告

企画型広告
P.13-14

バナー
png/gif/jpg
もしくはHTML

カスタム 固定表示

【特別枠】
キャンペーンコラボ広告

⑮管理画面ヘッダ
メンバー管理画面

P.24
バナー

png/gif/jpg

970×90 1枠固定

⑯管理画面フッタ 728×90 1枠固定



Logicfactory 20

広告メニュー一覧
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メニュー 掲載ページ 形式 サイズ(px) 表示(枠数)

⑰フォトトップバナー

photostorage
P.25-26

バナー
png/gif/jpg

468×60 1枠固定

⑱フォトレクタングル 300×250 1枠固定

⑲フォトラージバナー 728×90 1枠固定

⑳フォトダウンヘッダ 728×90 1枠固定

㉑xfsヘッダーバナー

xfs.jp
P.27

728×90 1枠固定

㉒xfsフッターバナー 728×90 1枠固定

㉓xfsハーフバナー 300×600 1枠固定

㉔メール広告
お知らせメール

P.28
テキスト 改行20行まで 1枠固定



■広告掲載スケジュール

application 

広告掲載案内
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・広告掲載開始日は、営業日内となります。月初開始の際、１日が土日祝の場合は、翌営業日の対応となります。
・掲載終了後、ご希望の場合は5日以内に広告掲載レポートをお送りいたします。
ご希望の場合は、お申し付けください。

※継続掲載の期日
・新規掲載(1ヵ月掲載)の場合：掲載終了の7営業日前まで
・継続掲載(3ヵ月掲載)の場合：掲載終了の1ヵ月前まで

新規お申込・バナー変更に関しましては、ご入稿前に、前もってクリエイティブをお送りいただきますようお願い致します。
サイトコンテンツに溶け込まない派手なバナー等については、修正をご依頼する場合がございます。
※詳細は「広告掲載基準」をご確認いただけきますようお願いいたします。



・掲載されているＩＭＰ数・ＣＴＲは直近の実績より算出したもので、保証するものではありません。

・バナーの入稿形式については、png/gif/jpg形式にてご入稿をお願いいたします。テキストについては各枠の形式に沿ってご入稿ください。

・GIFアニメの場合はループ回数を無制限に設定してください。

・バナー広告掲載時に、同ページ内にてタイアップ企画広告が掲載される場合がございます。
その場合でもバナー広告掲載料金の割引は致しかねますことをご了承お願い致します。

・掲載開始およびバナー・リンク先の差し替え処理に関しては営業時間内とさせて頂き、時間外のご依頼に関しては翌営業日の対応となります。

システムの都合により、営業時間内のご依頼でも反映が翌営業日になることがございます。

営業時間：平日10：00-18：30

・原稿は完成形とみなし、原稿の不備によるデータ未反映、その他について、弊社ではいっさいの責任を負いかねますことをご了承下さい。

■広告掲載基準

■広告メディア制作ガイド・ご注意事項

また、以下の内容のコンテンツは掲載をお断りさせていただく場合がございます。

いずれの場合でも掲載の可否を判断した理由について回答することはできない場合がございます。

・法律/公序良俗に反するもの・宗教活動

・過度な点滅や視覚効果に不快感のあるもの

・エラー画面/アラートなどユーザーが誤解を招く様な表現

・ダウンロード/アップロード等のユーザーがサイトコンテンツと誤って

・同業他社の提供するサービスの広告

・弊社が望ましくないと判断した場合

application 

広告掲載案内
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firestorage広告掲載は、サイトデザインに溶け込み一体感のある広告デザインを推奨いたします。

また、広告内容及びデザイン等が以下のいずれかに該当する場合、修正をご依頼する場合がございます。

・彩度の高い色、原色等を広範囲に使用するもの

・過度の鮮やかな模様、色彩を使用するもの

・firestorageのサイトデザインと著しく違和感があるもの



広告掲載規約

Logicfactory 34

第1条(契約の成立)

1．広告掲載をお申込みされる際は、firestorageの定める様式の申込書(以下「申込書」とします)

にご記入いただきます。お申込みができる広告商品はfirestorageが認めた商品に限らせていただき

ます。

2．firestorageと申込者との間の広告掲載に関する契約(以下「広告掲載契約」とします)は申込者

が申込書をfirestorageに提出し、firestorageがこれを承諾することにより締結されるものとしま

す。広告掲載契約成立後の契約内容変更は致しかねます。

3．空き枠がある場合※、申込者は前項のお申込みの前に広告掲載枠、掲載期間について、以下の条

件で仮申し込みを行うことができます。

・仮申し込み方法

掲載希望枠、掲載期間を記載したメールをお送り下さい。

・受付順位

先着順の受付とします。

・有効期間

申込み受付日から数えて、5営業日後まで有効とします。

・受付開始日

広告媒体資料にて商品販売実施を開始した日から受付開始とします。

※空き枠状況に関してはお問い合わせ下さい。

第2条(キャンセルについて)

1．広告掲載契約後のキャンセルは基本的には受け付けないものとします。

2．万が一、お申込者の都合によるキャンセルについては、下記料率によるキャンセル料が発生いた

します。

・掲載開始1営業日前～掲載期間中：お申込広告料金の100％

・掲載開始5営業日前～2営業日前：お申込広告料金の50％

・掲載開始10営業日前～6営業日前：お申込広告料金の25％

第3条(広告の入稿)

1．申込者が広告の入稿(差し替えを含みます)を行う場合には、firestorageが広告媒体資料等で別

途指定する日時までに、firestorageの指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者は当

該広告からリンクした広告主のホームページをfirestorageに無断で入稿時と異なるものに変更する

ことはできません。

2．申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、firestorageは広告

掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、firestorageは当該広告掲載

を行うことができなかった期間の広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。

第4条(広告内容の変更)

1．firestorageは、広告掲載契約が成立した後もお申込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデ

ザインあるいはリンク先の内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または

firestorageの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申込みに係る広告の内

容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。

2．掲載開始の前後を問わず、申込者がfirestorageからの前項に基づく申入れを拒絶した場合、ま

たは申込者が直ちに変更を行わない場合、firestorageは申込者に対して債務不履行責任、損害賠償

責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。

第5条(免責)

1．掲載された広告の表現・コンテンツに関しては、広告主様に一切の責任を負っていただきます。

2．掲載された広告に対するリンク及び当該リンク先の表現・コンテンツに監視、弊社は一切責任を

負いません

3．広告の掲載の形式、方法等の条件については、弊社の都合により予告なく変更する場合がありま

す。

4．天災地変、停電、通信回線の事故、通信業者の不履行、その他サーバー等のシステム上の不具

合、など弊社の責に帰すことができない、やむを得ない事由により、広告掲載に支障をきたす場合、

弊社は免責されるものとします

第6条(支払い方法)

1．firestorageは申込者に対し、広告掲載終了後速やかに広告料金の請求書を発行するものとます。

2．申込者は契約金額をfirestorageが指定する期日までに、弊社の指定する金融機関の口座に振り込

みにて支払うものとします。なお、振込み手数料は申込者の負担とします。

3．広告掲載が2ヶ月以上にわたる場合には、申込者は1ヶ月ごとに広告料金をfirestorageに支払う

ものとします。

第7条(契約の解除)

1．申込者及び当該広告掲載契約に関係する者が次の各号の一に該当した場合、firestorageは申込者

への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載契約の全部もしくは一部につき履行を停止

し、または広告掲載契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。またこの場合、

firestorageは解除の有無にかかわらず、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。

(1)第7条に違反したとき

(2)広告掲載契約に定める義務に違反し、firestorageの催告にもかかわらず速やかにこれを履行しな

いとき

(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取り消しなどの

公権力の処分を受け、または特別精算、民事再生、社会更正、破産等の法的倒産手続の申立てがあっ

たとき、手形もしくは小切手を1回でも不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと

firestorageが判断したとき

(4)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等がfirestorageの信用を傷つけたとき、ま

たはそのおそれがあるとfirestorageが判断したとき

(5)広告またはそこからリンクした広告主のホームページの内容が非合法もしくは不適当であると

き、あるいはそのおそれがあるとき、またはfirestorageの定める広告掲載基準に抵触していると

firestorageが判断したとき

(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくはそ

れらの関係者(以下、総じて「反社会的勢力」とします)に該当し、または反社会的勢力との取引もし

くは人的、資金的関係があるとfirestorageが判断したとき

(7)自らまたは反社会的勢力を利用して、firestorageに対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を

用いたとき

第8条(守秘義務)

申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約にかんして知り得たfirestorageの技術上、販売上、その

他業務上の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。

第9条(管轄)

この広告掲載契約にかんする訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管

轄裁判所とします。

第10条(契約条件の変更)

firestorageはいつでも本書の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立して

いる広告掲載契約には当該変更は影響を及ぼさないものとします。

平成23年12月1日制定
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