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firestorage 概要



Summary 
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サイト概要

SmartPhone

スマートフォン版

【firestorageトップページイメージ】

安全に簡単にファイルアップロードが可能となり、

幅広いシーンでのご利用いただけます。

AD

AD

外出先でも
ファイルを
アップロー
ドしたい

ファイルに
パスワード
を付けたい

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？

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。

スマホで撮影
した写真をま
とめてアップ
ロードしたい
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【アップロード方法】

スマホページ概要

【ダウンロード方法】

photostorageダウンロードページ xfs（短縮URL）

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD

AD



TOPページ ダウンロードページ xfsダウンロードページ Photostorage(β版)
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スマホページ紹介

SmartPhone

ヘッダー

ミドル

フッター

ヘッダー

ミドル

フッター

ヘッダー

ミドル

Sample

firestorage

firestorage

標準ロール iiKoala.jpg

フッター

1

ヘッダー

フッター

スマホ
ダウンヘッダー

スマホ
ダウンミドル

スマホ
ダウンフッター



11/25/14

Summary 

その他機能
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PCでアップロードしたファイルもスマホで簡単に読み取り、ダウンロードやURLの共有できるようになりました！

【QRコードから楽々読み取り】

http://firestorage.jp/jpdoc/qr.html
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モバイルサイトデータ

SmartPhone

※データ：2018年6月現在

●サイト会員数(PC含む) ：2,300,000 人

●モバイルサイト訪問数 ：1,300,000 /月

●モバイル全ページビュー ：2,200,000 /月

サイトアクセス数

時間帯別アクセス数/月 曜日別アクセス数/日

・スマホユーザーは夜にかけてアクセスが増え、特に17時～24時の間がピークです。

・PCと比較して土日も安定したアクセス数があることが特徴です。

ユーザー割合

SP

PC

場所を選ばず利用できるスマホは

デバイスシェアが高まってきています。

1-4時 5‐8時 9‐12時 13-16時 17-20時 21-24時

PC

SP
20％

日

土

金

木

水

火

月



※データ：2018年6月現在
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モバイルユーザー属性

SmartPhone

firestoragePC版では男性の方が
やや使用率が高いですが、
スマホ版では逆に女性がやや多い

データになっています。

男性

女性

65％

35％
25-34歳

34％

18-24歳
32％

35-44歳
20％

45-54歳
10％

その他3％

年齢層はPCユーザーと同一ですが、
割合でみるとSP利用ユーザーは
20代を中心とした比較的若い世代
にご利用いただいております。

性別 年代 OSデータ

Android
28％

SPユーザーの利用OSは、
iOSが70％以上と大半を
占めています。

男性
41%

女性
59%

女性
59.41％

iOS
78%

Android
22% 

25-34歳
42％

18-24歳
21%

35-44歳
24％

45-54歳
10％
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動画広告に関するお知らせ

SmartPhone

■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



広告メニュー



スマホ
ダウンヘッダー

スマホ
ダウンミドル

スマホ
ダウンフッター

【イメージ】

■スマホダウンヘッダー

firestorageスマートフォン版

ダウンロードページの

サイトメインロゴの直下部に表示される

最もユーザーの目に入りやすい枠です。

420,000円

320×100px

想定ＩＭＰ

想定ＣＴＲ

サイズ

価格(月額）

550,000/月

0.81％
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広告掲載イメージ（ダウンロードページ）

SmartPhone

スマホ
ダウンヘッダー

スマホ
ダウンミドル

ダウンロードページジャック掲載も可能でございます！

ご希望の場合は別途お見積りいたしますので

「ad@logicfactory.co.jp」へお問い合わせください。

※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。

mailto:ad@logicfactory.co.jp


スマホ
ダウンミドル

スマホ
ダウンフター

firestorageスマートフォン版

ダウンロードページの

ダウンロードリンク下部に表示される枠です。

ページ内枠で最も大きく表示されるバナーです。

■スマホダウンミドル

300×250px

想定ＩＭＰ

想定ＣＴＲ

サイズ

価格(月額）

550,000/月

0.65％
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広告掲載イメージ（ダウンロードページ）

SmartPhone

【イメージ】

スマホ
ダウンヘッダー

380,000円

※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。

スマホ
ダウンヘッダー

スマホ
ダウンミドル



スマホ
ダウンミドル

スマホ
ダウンフター

180,000円

firestorageスマートフォン版

ダウンロードページの

ページ内最下部に表示される枠です。

■スマホダウンフッター

320×100px

想定ＩＭＰ

想定ＣＴＲ

サイズ

価格(月額）

550,000/月

0.03％
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広告掲載イメージ（ダウンロードページ）

SmartPhone

スマホ
ダウンヘッダー

【イメージ】
※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。

スマホ
ダウンミドル

スマホ
ダウンフッター



・GIFアニメーション可（ループ回数制限なし）

■firestorageスマートフォン版広告メニュー一覧表

※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。

■広告メディア製作ガイド（スマートフォンコンテンツ）
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広告メニュー一覧表・広告メディア製作ガイド

SmartPhone

※上記枠以外に、掲載ご希望がございましたお気軽にお問い合わせください。
※ダウンロードページ以外の全ページジャック掲載や、各ページジャック掲載など多様な掲載方法が可能です。お気軽にお問い合わせください。

広告メニュー サイズ 価格/月 想定IMP 想定CTR 表示(枠数)

スマホダウンヘッダー 320×100 ¥420,000 550,000 0.81％

1枠固定スマホダウンミドル 300×250 ¥380,000 550,000 0.65％

スマホダウンフッター 320×100 ¥180,000 550,000 0.03％

広告メニュー サイズ カテゴリ フォーマット 容量

スマホダウンヘッダー 320×100px

スマートフォンコンテンツ
（firestorage）

JPEG/GIF/PNG
形式

100KB以下スマホダウンミドル 300×250px

スマホダウンフッター 320×100px



広告掲載/規約



・広告主様のイメージ低下を避ける為、

特定のアップロードファイル(アダルトを連想させるファイル名のもの)の

ダウンロードページに関しては、代替広告が表示されます。

・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。

また、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。

広告掲載スケジュール

空き枠お問い合せ

掲載お申込み

原稿入稿

掲載開始

掲載終了

お問い合わせ受付：ad@logicfactory.co.jp

所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、ご提出をお願い致します。

5営業日前までに入稿をお願い致します。

広告掲載は掲載開始日の正午の開始を原則としております。

※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。

継続を希望する場合でも、下記の期日（厳守）までに継続希望の連絡無ければ掲載終了と致します。

広告掲載基準 広告表示に関して
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

場合もございます。

・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

・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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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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広告掲載規約

SmartPhone


