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広告： 商品をプロモーションすることを指します。商品はモバイルアプリまた
はウェブページのいずれでも構いません。

オファー： 広告キャンペーンの配下に広告ユニットが配置されます。 例えば、
アプリのプロモーションを行う場合、異なる広告ユニットを作成して、地域、
価格、クリエイティブなどの基準にもとづいてA/Bテストを実行することがで
きます。 同じ広告キャンペーンで複数の広告ユニットを使用することができ
ます。 広告ユニットにはカスタム名を付けることができます。 

推奨のネーミング： 短い会社名_短い商品名_地域_プラットフォーム_mtg

トラッキングリンク： Mintegralが提供する広告のクリックまたはインプレッシ
ョンをトラッキングし、コンバージョンのコールバックに使用されます。 サード
パーティのトラッキングを使用する場合は、サードパーティのプラットフォーム
でMintegralのトラッキングリンクを選択してください。 API/S2S統合を使用す
る場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。

UUID： 広告ユニットのデータ照会に使用されるMintegralのタグを指します。
広告ユニットが正常に作成された後に自動的に生成されます。

I. 用語の定義



1. アカウントの登録

1）手順

Mintegralのウェブサイト（https://www.mintegral.com/jp）にアクセスし、
右上の「サインアップ」ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから

「Advertiser」を選択して登録ページにアクセスします。

2）必要事項の入力

サインアップフォームに会社の関連情報を入力してください。 

推奨のユーザー名： 短い会社名_mtg

II. 利用手順
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※は必須項目です

ユーザー名は、英文字・記
号・数字を含めて作成して

ください

有効なURLを入力し
てください

登録前に利用規約とプラ
イバシーポリシーに同意し

てください
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2. 資金の追加

1）手順：

最低預金額： $500.00

2）確認：

キャンペーンを始める前に、事前に口座に資金を追加して、口座残高の確保す
る必要があります。

カードかPayPalを選択
してください

追加入金前に、
利用規約とプライバ
シーポリシーに同意

してください
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3. キャンペーンの作成

1）広告キャンペーン作成の流れ

2）キャンペーンの作成

手順：

ステップ1： プロモーションのタイプを選択

プロモーションする商品がモバイルアプリの場合は、タイプを「アプリ」に
設定します。ウェブサイトページをプロモーションする場合は、「ウェブサ
イト」を選択します。

キャンペーンを作成するには、以下の手順に従ってください。

完了宣伝する商品を選択

キャンペーンの作成
広告ユニット ・ ターゲッ
ト ・ 価格を設定し、 クリ
エイティブをアップロード 

オファーの作成

テストリンクを設定

トラッキングリンク

開始
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ステップ2： プロモーションする商品の情報を入力

ウェブサイトを宣伝する場合は、以下に表示されている必須項目に必要
事項を入力してキャンペーンの作成を完了させてください。

すべて必須項目です

キャンペーン名を作
成します

13 歳以下の子供に
表示できるか確認

してください

ウェブサイトのロゴ
をアップロードして

ください

プロモーションするウ
ェブサイトの名前を記

入してください

配信するモバイルプ
ラットフォームを選択

してください

ウェブサイトの説明を
記入してください

入力が終わりましたら
「キャンペーン作成」を

クリックしてください

アプリを宣伝する場合は、プレビューリンク欄にダウンロードリンクを追
加するだけです。
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デフォルトのキャンペ
ーン名はアプリ名です

モバイルアプリが「自動
プライバシー保護法」
を満たしているかどう

か確認してください

すべて必須項目です

ステップ3： 必須項目の情報を追加

アプリのプロモーションキャンペーンの場合、ステップ2の完了後に「次へ
」ボタンをクリックすると、以下のような最終ステップに進みます。

アプリのダウンロードリンクがApp StoreまたはGoogle Playのリンクの場合は、
基本的なアプリの詳細情報が自動入力されますので、キャンペーン名のみ入
力してください。 アプリの詳細情報が自動的に追加されない場合は、必要な情
報を手動で追加する必要があります。

アプリのリンクがApp StoreまたはGoogle Playのリンクでない場合は、手動で
基本的なアプリの詳細情報を入力する必要があります。 たとえば、APK商品情
報は当社のシステムでは自動的に取得できないため、手動で追加する必要が
あります。

入力が終わりましたら
「キャンペーン作成」を

クリックしてください
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3）オファーの作成

手順：

以下に表示されているように、キャンペーンの横にある「オファーを追加」
をクリックします。

キャンペーンの作成後、「ユーザー獲得」配下の「キャンペーンリスト」で
キャンペーンを確認できます。

ステップ4： 確認
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以前に作成したキャン
ペーンを選択します

オファー名を作成します

キャンペーンが見つか
らない場合は、「＋キャ

ンペーンを追加」から
キャンペーンを作成し、

オファーに紐づけるこ
とができます

オファーを作成するには、以下の手順に従ってください。

ステップ1： 基本情報欄に必要事項を入力します

すべて必須項目です
入力が終わりまし

たら、「次へ」をクリ
ックしてください
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ステップ2： ターゲット設定オプションを選択します

対象デバイスを選
択します

OSバージョンを選
択します

プロダクトの容量
が大きい場合は

Wifiと4Gのみの選
択が推奨です

国と都市を選
択します
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ステップ3： 入札価格および予算を設定します

地域別の入札単価が
設定されていな地域

にはデフォルト入札
単価が適用されます

日予算は設定している地域
すべてにシェアされます

地域の入札単価を
設定します
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新しいクリエイティブを
アップロードするか

他のオファーで利用した
既存クリエイティブを

追加することができます

多くのクリエイティブサイ
ズを入稿いただくことで
キャンペーンがカバーす

る広告タイプとトラフィッ
クが広がります

クリエイティブは、審査チームの承認を得た後に、お客様のキャンペーンで
使用することができます。 審査手続きは通常24時間以内に完了します。

ステップ4： クリエイティブをアップロードします

アップロードされたク
リエイティブ

アドバタイザーセルフサービスプラットフォームユーザーマニュアル 12



以下の表は、広告タイプおよびそれぞれのクリエイティブサイズの必須条
件をまとめたものです。

プレイアブル広告のアップロード：

プレイアブル広告を使用する場合は、最初にテストをする必要があります。
クリエイティブのテストが成功したら、以下に表示されているようにアップロ
ードします。

動画

サイズ （ 必須 ）
サイズ （ 追加 ）

動画の尺
フォーマット

ビットレート

容量

静止画

サイズ （ 必須 ）

フォーマット

容量

1280x720、 720x1280

1920x1080、 1080x1920、 1024x768、 768x1024

6s、 15s、 30s (すべての尺の入稿を推奨)

MP4

最小1500kpbs

最大50MB

最大500k

jpg、 jpeg、 png、 gif、 bmp

1200x627、512x512（icon）  
720x1280、768x1024、320x50、728x90、640x120
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新規クリエイティブの
タイプ（アプリ名、アプ
リの説明、CTAボタン、

ショートタイトル）

これはオプション機能で、元のテキストを対象地域の言語に翻訳
するために必要となります。具体的には以下のとおりです。

クリエイティブのタイプを追加します

ステップ5： テキストアセットの翻訳（オプション）

プレイアブル広告のテスト： 次のリンクを使用して、アップロードするプ
レイアブル広告をテストしてください
https://www.mindworks-creative.com/review/doc/

テストが成功すると、審査チームに承認されます。 クリエイティブの承
認には通常1～2営業日かかります。 「ステータス」列をチェックして、「
有効」「不承認」「保留」のいずれかを確認できます。
https://www.mindworks-creative.com/review/doc/

a)

a)

b)
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3つの中からいずれか
を選択：アプリ名/アプ

リの説明/短いタイトル

CTAボタン

注： エンドカードのテンプレートは自動生成されます。 これには、アプリ名、アプ
リの説明、CTAボタン、ショートタイトルが含まれています。 

例：
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注：オファーのプロモーション中に、必要なクリエイティブが設定されていない場合、
当社のシステムによりApp Storeまたはキャンペーンから関連するコンテンツが自動
取得されます。ここでの特別な設定が、広告主が既に作成したオファーに影響するこ
とはありません。

1. 翻訳する内容を
入力します

3. 必要な言語を
選択します

2. 「翻訳」をクリッ
クします

リスト上部にある地域フィルターで、場所に応じてクリエイティブの情
報を表示することができます。  プロセスはオファーを作成する場合と
同じで、ユーザーはこのページのテキストを更新することができます。

b)

翻訳機能を使用して、元の言語を対象の言語に変更することができます
（オプション機能）

c)
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翻訳されたテキスト
を反映する場所を

選択します

翻訳されたテキスト
と反映される場所が
ここに表示されます

翻訳された内容をコピーして反映させる場所を選択し、プロモーショ
ン地域を選択します。

d)
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4）トラッキングリンクの設定

オファーの作成に成功したら、トラッキングリンクを構成する必要があり
ます。 CPIオファーのクリックURLが正しく設定されている必要があります
のでご注意ください。 テスト段階が正常に完了した時点でのみ、オファー
を有効にすることができます。

トラッキングリンクの設定方法：

CPM/CPCオファーの場合、トラッキングリンクは必要ありません。 オファー
の作成が完了した時点で、オファーを実行することができます。（注：より良
い最適化のために、トラッキングリンクを入力してコンバージョンおよびユ
ーザーイベントを追跡することをお勧めします)

まずクリックURLを保存する必要があります。 その後「トラッキングリンクを
設定」ボタンをクリックすると、リンクを正常に取得できるようになります。

テストのステータスを2～4時間後に確認してください。 テストが失敗した
場合は、エラーを修正して手動でもう一度テストしてください。 自動テスト
と手動テストのどちらかを選択できます。 これらのテストのいずれかに合格
すると、キャンペーンのオファーを開始できます。 手動テストを選択した場
合は、以下の手順に従ってテストデバイスIDを入力し、アプリのダウンロー
ドを完了してテストに合格してください。
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現在、S2S統合では自動テストがサポートされていません。 テストをご
希望の場合は、アカウントマネージャーまたはテクニカルサポートに
お問い合わせください。

翻訳されたテキスト
と反映される場所が
ここに表示されます
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5）オファーの複製

基準は異なっていても内容が似ているオファーを作成したい場合には、
「オファーを複製」をクリックするだけでオファーをコピーできます。

手順：

「オファーを複製」ボタンをクリックすると、選択したオファーがコピーされ
ます。 あとはオファー情報をページごとに確認し、詳細情報の必要な修正
をするだけです。
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4. オファーの詳細情報の編集

手順：

オファーの編集：

オファーの編集プロセスは、オファーの作成プロセスと同じです。 更新するオフ
ァーの横にある「オファーを編集」をクリックして、画面の手順に従ってください。

5. クリエイティブ管理

手順：
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6. クリエイティブ管理

クリエイティブをバッチで管理する必要がある場合は、「クリエイティブ管理」セ
クションに移動します。

1）クリエイティブをアップロードし、バッチでオファーに適用します

クリエイティブのタイプを選択して、アップロードを終了します（静止画と動
画クリエイティブをアップロードする方法を以下に示します。プレイアブル広
告とインタラクティブエンドカードをアップロードする方法については、13ペ
ージを参照してください。）

クリエイティブをアッ
プロードします

紐づけるオファー
を設定します

クリエイティブを配信す
る地域を設定します
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2）クリエイティブをアップロードし、オファーにバッチで適用します

チェックボックスで
アップロードする

クリエイティブを選
択します
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7. ターゲット設定

1）アカウントのターゲット設定

「アカウント-ターゲット設定」に移動して、ターゲットアプリ（ブラックリストと
ホワイトリスト）を設定できます。 ここでは、配信先に含めるアプリと除外す
るアプリを選択できます。 ここで設定を変更すると、アカウントのすべてのオ
ファーに反映されます。



2）オファーのターゲット設定

オファーの「アプリのターゲット設定」から、配信先に含めるか除外するアプリ
を選択します。

「アプリのターゲット設定」機能に関して、1つの設定でホワイトリストまた
はブラックリストに登録できるアプリの最大数は2,000です。

「オファーのターゲット設定」は、「アカウントのターゲット設定」よりも優先
されます。 つまり、「アカウント」に「アプリのターゲット」設定がある場合、

「オファー」の「アプリのターゲット」設定によって上書きされます。
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8. レポート

1）サマリーレポート

メインメニューバーの「概要」ボタンをクリックすると、今日、過去3日間、過去
7日間、過去15日間のデータレポートを表示することができます。

テーブルを切り替えると
対応するパフォーマンス

を表示できます

キャンペーンパフォーマンスとオファーパフォーマンスのレポートでは、
上位20項目のみが表示されます。

特定のキャンペーン名またはオファー名をクリックすると、それぞれのキ
ャンペーンまたはオファーの詳細データを表示するサブページにアクセ
スできます。

選択した期間の支出デー
タがここに表示されます
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2）詳細レポート

パフォーマンスモニター：

「パフォーマンスモニター」レポートでの多次元データの表示、「CSVビッドマ
ネージャー」機能を利用したサブチャンネルの「mtgid」サイズの入札設定が
可能です。

サブチャンネルの入札設定：

ステップ1： 対応するオファーを選択して、ファイルのダウンロードを開始し
ます。 編集前のCSVファイルは以下のようになります。

サブチャネルの入札設定
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ステップ2： 入札の変更が必要なサブチャンネルについては、「Bid Rate」列
の「default」の値を新しい入札値に置き換え、「Default」列の内容を削除し
ます。 編集した内容は以下のようになります。

ステップ3： 編集する必要のないサブチャンネルを削除し、修正した内容だ
けを残し、CSVファイルを保存して再度アップロードします。

注：サブチャネル入札では、同じCSVファイルで複数のオファーと複数の地域の入札単価
をアップロードできます。
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イベントモニター：

このレポートにデータを含めるには、イベントのポストバック処理を完了す
る必要があります。

クリエイティブモニター：

様々な階層でクリエイティブごとのデータを表示することができます。
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9. アカウント管理

1） 基本情報の修正

手順：

「ユーザー名」と「メールアドレス」は修正できません。 変更を希望する
場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
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2）パスワードの修正

手順：

パスワードを変更する際には、関連する項目すべてに必要事項を入力し
てください。 入力されていないと、変更内容は保存されません。

パスワードの長さは8～20桁で、大文字、小文字、数字が含まれている必
要があります。
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