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FODプレミアムのアフィリエイトは
安心で、取り組みやすく、高収益。

初めに、『最大獲得秘伝の書』とは？
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本『秘伝の書』では、上記の点をより詳細にご紹介致します。

フジテレビの動画配信サービス「FODプレミアム」の
アフィリエイトにご興味お持ち頂き、ありがとうございます。



■VODとは？
■FODプレミアムのサービス説明
・FODプレミアムとは？
・FODプレミアムの強み①〜③：動画について
・FODプレミアムの強み④〜⑤：雑誌・漫画について

■FODプレミアムで
利用できるポイントについて

■FODプレミアムの訴求について
■NGとなる訴求方法
■サービス説明のQ&A
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VODとは？
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Video
On
Demandとは…

映画・ドラマ・アニメ・テレビ番組を観られる映像配信サービスです。

どこでも

ビデオ
オン
デマンド

スマホやタブレット、受像装置を取り付けたTVなどで
映画やドラマ、アニメなどのデジタル映像を、好きな時に何回も観ることができます。
（一部、制限あり）

2011年以降に海外VODが参入されてから日本でも成長をはじめ、
スマホやタブレット市場の拡大に伴い、成長率を順調に伸ばしています。

配信される映像は、映画やドラマなどが多いですが、
最近では独自番組を制作して配信するＶＯＤも増えてきており、
サービス間の差別化が図りやすくなっています。

いつでも
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1コンテンツ毎に料金を支払って視聴するサービスです。

配信されるコンテンツは、PPV限定配信の場合もあれば、

見放題として開放される前の新作映画等があります。

VODサービスには2種類の課金方式があります。
（一部、異なるサービスあり）

定額制

PPV
pay per view

月額料金を払い、決められた範囲のコンテンツが

利用し放題になる、いわゆる「見放題」サービスです。

月額料金の価格帯は5 0 0円～1 , 0 0 0円が多いです。



FODプレミアムのサービス説明
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フジテレビが運営する定額見放題の動画配信サービスです。
放送中の番組、ドラマ、バラエティ、アニメ、映画に加え、

オリジナル番組など独占タイトルを続々配信中です！

内容

月額料金 888円（税抜）

作品数 約40,000本（「独占」見放題タイトル5,000本以上!）

同時視聴数 1

画質 HD(720p相当）／SD

視聴端末 スマートフォン／タブレット／TV／PC

無料期間 初回１ヶ月無料（Amazon Pay利用時）

ポイント
毎月特典として、100円相当のポイントをプレゼント。

更に8の付く日にWebサイトへアクセスする事で、月間合
計で1300円相当のポイントをプレゼント中

漫画 ポイントで都度購入可能（20万冊以上）

雑誌 約120誌が読み放題

FODプレミアムとは？
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※画像（キャプチャー）の出典元
FODプレミアム公式アプリ

※作品例は2019年9月時点の内容です。



※作品例は2019年9月時点の内容です。 9

FODプレミアムの強み①：独占配信とオリジナル作品

名作ドラマ、バラエティを中心に、
FODでしか見られない「独占」見放題タイトルが多数ございます。

その数・・・約 5,000本以上！
また、FODオリジナル作品も多数配信しており、

2018年度は20タイトル以上を制作！
タイトルによっては地上波放送前にイッキ見することも可能です。

2018年に放送された長澤まさみ主演の
“コンフィデンスマンJP”は、2019年に映画化。
現在、FODにて独占配信中。

漫画が原作の“不倫食堂”は、
田中圭主演のFODオリジナルドラマ。
第２弾は武田真治主演で放送予定。

※画像（キャプチャー）の出典元：FODプレミアム公式サイト
https://fod.fujitv.co.jp/
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FODプレミアムの強み②：作品数の充実度

配信作品の質・量ともに充実のラインナップ！
過去の人気ドラマから最新ドラマまで、その数約40,000本。

フジテレビのクールドラマも勿論配信しております！
フジテレビのクールドラマは年4回（4月／7月／10月／1月）
入れ替わる為、訴求コンテンツで困る事はございません。

※作品例は2019年9月時点の内容です。

最新のドラマだけでなく、
過去の人気ドラマもFODなら視聴可能。

2019年放送の“シャーロック“。
FODではクール毎の最新ドラマもいち早く配信。

※画像（キャプチャー）の出典元：FODプレミアム公式サイト
https://fod.fujitv.co.jp/



映画・アニメ・ファミリー・キッズ。多彩なジャンルを見放題で配信中。
取扱いは多岐にわたり、勘違いされやすいところなのですが、

フジテレビのタイトルだけではありません！
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映画 アニメ キッズ

FODプレミアムの強み③：ジャンルが豊富

※作品例は2019年9月時点の内容です。
※画像（キャプチャー）の出典元：FODプレミアム公式サイト
https://fod.fujitv.co.jp/



FODプレミアムの強み④：雑誌読み放題

FODプレミアム会員であれば、
追加料金0円で雑誌が読み放題となります！

ファッション・ビジネス・スポーツなど
120誌を超えるラインナップ！

※作品例は2019年9月時点の内容です。 12※画像（キャプチャー）の出典元：FODプレミアム公式サイト
https://fod.fujitv.co.jp/



FODプレミアムの強み⑤：漫画について

漫画は、ポイントを利用する事で
購入可能です。

更に、漫画でポイントを利用すると、
利用ポイントの20％が還元されます！

また、FODプレミアム会員であれば、
一部対象の漫画を無料で読むことが可能。

ラインナップは毎月更新！
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※画像（キャプチャー）の出典：
FODプレミアム公式サイト
https://fod.fujitv.co.jp/

※作品例は2019年9月時点の内容です。
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FODプレミアムで
利用できるポイントについて
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動画・漫画で利用できるポイントについて

FODプレミアムに加入する事でプレゼントされる、大量ポイント。
有料作品の動画や、漫画（一部無料作品を除く）は、ポイント利用で購入可能！

★今ならFODプレミアム（月額888円：税抜）加入者の特典として、
毎月100ポイントプレゼント。

さらに8が付く日（毎月8日・18日・28日）にFODサイトにアクセスすると
都度400ポイントがプレゼントされるクーポンを発行中！
1カ月間で総計1,300ポイント（1,300円相当）がプレゼントされます！

ポイント利用が必要なドラマ・映画・漫画、何に使って頂いても構いません。

以降のページで、いくつか利用例を説明いたします！
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FODプレミアム加入時&
8の日（3回分）で
累計1,300ポイント

（1,300円相当）をゲット！

ポイントの付与について

映画で500pt使用

8の日
+400pt

0pt

入会時
+100pt

8の日
+400pt

※例は2019年9月時点の内容です。

10/8

10/18

10/28 +400pt
8の日
+400pt



ポイントを全て、漫画で利用した場合
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漫画でポイントを利用すると、
利用ポイントの20％が還元！

左記のケースでは、
累計で1,600ポイント

（1,600円相当）が付与された事に！

漫画で500pt使用

8の日
+400pt

20％還元
+100pt

8の日
+400pt

20％還元
+100pt

20％還元
+100pt

入会時
+100pt

8の日
+400pt

漫画で500pt使用

漫画で500pt使用

※例は2019年9月時点の内容です。

10/18

10/28

10/8

0pt
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FODプレミアムの訴求について
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FODプレミアムの訴求軸

「独占」
見放題タイトル
5,000本以上

ドラマ名、
映画タイトル等
豊富な対策ワード

年４回のクールド
ラマによるフレッ
シュな訴求が可能

俳優名、女優名

ビッグワード、
見逃し配信、
料金・映画、
動画、無料

VOD動画配信
サービス比較

様々な観点から
訴求が可能
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訴求ポイント①

「料金」「動画数」「無料期間」の3項目は
サービスを比較検討する上で、重要な要素です。
これらはサイトに反映すると良いでしょう。

FODはスマホ・タブレットは勿論、FireTV,AndroidTV,AppleTVにも
対応しており、テレビでの視聴も可能です。
その為、利用デバイスの訴求もオススメです。

「導入・設定」の説明もオススメです。申し込んだは良いものの、
“使いこなせなかったらどうしよう”と、離脱するユーザーもいます。
ガイド付きのサイトにする事で、離脱率低下が狙えます。

動画や電子書籍などの著作物を不正にアップロードしたサイトから、
データをダウンロードする行為は違法です。
注意喚起と共に、正規サービスの利用を推奨しましょう。
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訴求ポイント②

過去の作品を配信しているサービスが多いので、デジタル映像として
残りづらいVHS時代の作品を探している人など、ニッチな需要にも
応えられます。その場合、30代以降がターゲット層と考えられます。

実際に利用しないとわからない情報も有効です。
レビュー記事の追加を行いましょう。

「VODを選ぶときのポイント」など、
VODを利用した事がないユーザーにもわかりやすいような
コンテンツを入れましょう。

配信している作品は、諸所都合により、急きょ配信終了となる場合があります。
下記文言をサイト内に記載頂ければと存じます。
「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、詳細はFODプレミアム公式HPにてご確認ください。」
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NGとなる訴求方法



23

ポイントが必要となる有料作品については、訴求にあたりご注意頂きたい点がございます。
NG事例をいくつかご紹介致しますが、
詳しくは、管理画面の案件詳細よりご確認頂きますようお願い致します。

動画訴求の
NG事例

FODプレミアムの無料お試し期間に
「テラスハウス軽井沢編」を
全話視聴することができます！

↓↓↓ テラスハウス軽井沢編を無料配信中 ↓↓↓

いますぐ無料で視聴する

FODプレミアムの無料お試し期間に
「テラスハウス軽井沢編」を視聴することができます！

↓↓↓ テラスハウス軽井沢編を配信中 ↓↓↓

※無料期間中に最大1300ポイント分の
有料作品を無料で楽しむことができます！

無料で視聴する

「いますぐ無料」、「無料配信中」、「無料＋全話」といった表現、
又はそれを連想させる表現はNG！

アフィリエイトリンクの下に下記の注意文言を記載していない場合はNG！
「※無料期間中に最大1300ポイント分の有料作品を無料で楽しむことができます！」

NG OK

NGとなる訴求方法
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漫画訴求の
NG事例

「完全無料」、「無料+イッキ読み」、「読み放題」
といった表現、又はそれを連想させる表現はNG！

FODプレミアムの無料お試し期間中に「キングダム」を
完全無料でイッキ読みしよう！

他のマンガも無料お試し期間なら読み放題！

※無料期間中に最大1300ポイント分の有料作品を
無料で楽しむことができます！

FODプレミアムの無料お試し期間中に「キングダム」を
無料ポイントを使って読もう！

他のマンガも無料でもらえるポイント分読むことができます！

※無料期間中に最大1300ポイント分の有料作品を
無料で楽しむことができます！

FODプレミアム登録へ FODプレミアム登録へ

NG OK

NGとなる訴求方法



25

サービス説明のQ&A



Q1.FODプレミアムに登録すれば、全ての作品が見放題になるのでしょうか？

Ａ．いいえ。
“見放題作品”と、“ポイントで購入頂く作品”の２種類がございます。
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サービス説明のQ&A

Q2.現状、初回１ヶ月間無料になる決済方法はAmazonPayですが、
それ以外の決済方法は成果対象になりますか？

Ａ．はい、成果対象となります。

１ヶ月間無料対象からは外れますが、他のID決済（ドコモ等キャリア決済、楽天ペイ、
フジテレビIDなど）でもすべて成果対象となります。

現状のLPは獲得しやすさの観点から、Amazonアカウントにログイン→ Amazon Pay利
用が条件となる1ヶ月間無料訴求を行っています。
他のIDからですと遷移が少し遠くなりますが、成果承認についてはしっかり行ってまい
りますのでご安心ください。


