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会社概要

Crypto Click Limited（HONG KONG）

https://crypto-click.hk/

CEO/AIKO SHIMIZU
ASPとCEOの紹介はこちらの動画からご覧になれます。

本資料は「暗号通貨関連アフィリエイト ASP」であるクリプトクリックアフィリエイトのご案内資料となります。本

ASPは「成果のアフィリエイト＋露出のバウンティ」というダブル報酬制度の新しい ASPです。その他「承認率

１００％」「ライフタイムコミッション」「広告素材の充実化」などアフィリエイターにとって最も活用しやすい ASPを
目指しています。

新時代のASPへの参加をご検討くださいますと幸いです。

https://crypto-click.hk/
https://drive.google.com/open?id=0B69jW9sld3AfSWFvN1BXcThZUEk


Crypto Click Affiliateは仮想通貨を扱うASPです。

現在、世界的に仮想通貨バブルが到来しています。有名な ビットコインでは、メディアでもビットコインが注目を

集めた取引所のMt.Goxが取引所を閉鎖した２０１４年２月から２０倍も値上がり をしており、ビットコインに次ぐ話

題のイーサリアムを所有者も、２０１４年９月からわずか２年で資金が２０～７０倍になる など仮想通貨長者とい

う言葉が生まれるくらい市場は急速に加熱しています。

仮想通貨関連事業の中で最も注目を集めているのが「ＩＣＯ」です。先ほどのコインの価値２０～７０倍になった

イーサリアムも、 ICOと呼ばれる市場に一般公開される前のプレセール期間にイーサリアムを入手した人が多く

の利益をあげたことで、 ICOが広く知れ渡るようになりました。 ICOについてはネットで検索して頂ければより詳し

い情報を得ることができます。

ICOの特徴は、数量限定販売であること（ 限定性が高い）期間限定販売であること（緊急性が高い）世界的に市

場が爆発的に拡大していること（成長性が高い）投資商品として流行していること（ 成約率が高い）顧客獲得競

争が起きやすく営業予算が膨らみやすい（ 紹介報酬が高い）などアフィリエイターなどの販売代理業者にとって

圧倒的に優位な商品と言えます。



ICOとは？

ICOは暗号通貨経済における IPOのようなものです。 IPOはこれまでの伝統的な経済における証券取引所上の

新規株式公開ですが、 ICO（Initial Coin Offering）は企業またはプロジェクトが自らの「独自トークン」と呼ばれる

仮想通貨（従来の金融市場における株式のようなもの）を発行し、それを販売することで開発費や研究費を調

達する方法です。

つまり、ICOとは株式を発行してそれを購入してもらうことで資金を調達するのと同じような意味 を持つ次世代の

資金調達方法です。これまで注目されていなかった企業でも、 ICOによって億を超える多くの資金を調達 したこ

とで、ICOが注目されています。

1億8,500万米ドルを5日間で調達、Block.oneがEOSトークンによる ICOで新記録を達成

http://thebridge.jp/2017/07/185-million-in-5-days-block-one-sets-new-ico-record-with-its-eos-token
「ビットコインの分身」で資金調達、 12分で約13億円

http://jp.wsj.com/articles/SB11885244261179044396204583160762694463642
Mozilla前CEOが設立したBraveが30秒で3500万ドル調達――テック界に広がる ICOの可能性

http://jp.techcrunch.com/2017/06/02/20170601brave-ico-35-million-30-seconds-brendan-eich/

http://thebridge.jp/2017/07/185-million-in-5-days-block-one-sets-new-ico-record-with-its-eos-token
http://jp.wsj.com/articles/SB11885244261179044396204583160762694463642
http://jp.techcrunch.com/2017/06/02/20170601brave-ico-35-million-30-seconds-brendan-eich/


なぜ、そんなにICOが過熱するのか？

ICO時に発行する仮想通貨（トークン）を購入する

ことで、購入者には上場時のキャピタルゲインが期

待できます。

株式のIPOに例えるとすると、未公開株は上場後

に値上がる可能性が高いため、手に入れた時点

で、ほぼキャピタルゲインが見込める期待が高い

からです。ただ、未公開株については抽選のため

誰でも購入ができません。

その点、ICOは誰でも少額から気軽に購入が可能

な点からも投資家だけでなく幅広い層から注目さ

れています。

未公開株を３，０００円で購入

初値で売却した場合、
（９，０００円ー３，０００円） ×１００株＝６０万円利益

上場後、初値９，０００円

初値は上場前の価格の３倍に！



ICOが過熱するべくして過熱している価値の流れ

ビットコインが高騰し、イーサリアムやリップルなどのビットコインに次ぐ仮想通貨の価値が高まっている状況の

中、次の投資先として新興コインにお金が流れる動き になっています。例えば、 ICOプレセール終了後に上場

し、価値があがったAコインの利益で、新たなBコインに再投資を行うという循環が起こっています。儲けた価値

をフィアット通貨（国が発行している円やドル）に交換せずに コインからコインへを繰り返すことで価値を複利化

し、その間に仮想通貨の基軸通貨と言われる ビットコインなどのコイン単体の価値も上昇する 。という全面高状

態が起こり、フィアット通貨ベースでの資産がどんどん膨らんでいるため、 ICO市場は過熱をしているのです。

Aコイン Bコイン上場投資 上場 再投資を継続投資

コインからコインへ投資を繰り返し複利化 再投資をして価値が暴騰！

コイン購入で広く使われる基軸仮想通貨（ビットコイン）の価値も同時に上昇

結果、フィアット通貨（円、ドルなど）で計算すると、倍々ゲームのように価値が暴騰に継ぐ暴騰！



さらには、ICOの過熱だけではなくビットコインを中心に実際に買い物ができたり ATMでおろせたりすることで、

仮想通貨経済圏が広がっています 。実際日本でも、全国展開をしている家電量販店ビックカメラやメガネやコン

タクトレンズを販売しているメガネスーパーなど、ビットコイン決済を可能にしている店舗が続々と増えておりま

す。

Crypto Click Limitedでは、将来有望な ICO案件などと契約をして、 ICOを中心とした仮想通貨関連事業のアフィ

リエイトASPをオープンすることになりました。仮想通貨（暗号通貨）をクリプトカレンシーを呼ぶことから名前を

「クリプトクリックアフィリエイト」と名付けました。

アフィリエイターにとって大変有利な仕組みを導入しています。

詳細は次ページからご説明させて頂きます。

Crypto Click AffiliateがICOアフィリエイトを可能にしました



優位性その１。報酬は永久的

Crypto Click Affiliate（以下、CCAとする）の報酬は、通常のアフィリエイト報酬体系とは異なります。

永久的に報酬を獲得することができるライフタイムコミッション です。

通常、アフィリエイターが成約した１ユーザーがサプリなどの継続商品を購入しても、最初の報酬しか支払われ

ないのが一般的です。CCAはユーザー毎にアフィリエイト成果が紐づくため、獲得したユーザーが ICOプレセー

ル１期募集で１００コイン購入、２期募集で５００コイン購入、さらにプレセール終了前に駆け込みで追加で４００

コイン購入となった場合、合計１，０００コイン購入分がアフィリエイト報酬となります。

取り扱いICO案件の認知をあげ初回登録者を獲得して頂ければ、 ICO側での継続的なプロモーション（ SNSで
の拡散、段階な事業プランの発表、時限的ボーナス設定など）によりユーザーの理解が深まる度に追加購入な

どが見込め、アフィリエイターが獲得できるライフタイムバリューを引き上げることができる仕組みです。

※初回登録とは初回購入ではなく ICOサイトのマイページ無料登録をさしているためハードルも低くなっていま

す。



優位性その２。爆発的なアフィリ報酬単価

ICO案件は定価がありません。ユーザーによっては５０００円相当かもしれませんし、５万円相当かもしれません

し、５０万円相当かもしれません。また、 ICOの将来性が魅力的だとユーザーが判断すれば、一気に１０００万円

以上を購入する投資家もめずらしくありません。

あらゆるアフィリエイト案件の中でも 顧客単価の高さへの期待値はナンバー１ です。

顧客は投資家という属性を持っているため、加熱している市況の中で投資額（ ICO購入額）は一人あたりの額も

右肩あがりになっています。

※上記では「円相当」と表記していますが、当初は ICOの購入はビットコインで行われる ICOがほとんどのため

報酬もビットコインで支払われます。 ICOクライアント次第で支払い暗号通貨は広がる可能性もあります。

報酬システムは最低でも７%～１０％でICO案件毎に異なります。

もちろん、成果やプロモーションの質の高さなどで 特別単価の反映も可能です。

（特別単価は ICO側へ弊社からその都度交渉いたします）



優位性その３。承認率100%！

通常のASPでは提携先の広告主様が承認作業を行いますが、 CCAではASP側が行います。

通常のASPの場合、購入の決済は広告主へされアフィリエイト成果承認後、報酬が ASPに支払われ、ASPから

アフィリエイターへ支払われます。この問題点は、広告主が承認を不正できてしまうことです。本来売れている

のに売れていないと承認操作することが可能です。広告主はこの承認操作で広告費用対効果を調整する悪し

き習慣があります。また、アフィリエイターへの報酬支払いが遅くなります。

CCAでは、この問題点を解決するために、 MyICOにて決済を受ける ICO案件のみ取り扱います。MyICOにて誰

がいくら買ったのかを把握し、 MyICOとCCAの間でアフィリエイト成果を照合します。そして CCAからアフィリエイ

ターへ支払うことで承認率不正はあり得ない構造を作りました。 承認率１００％です。また、支払いターンは最短

で即日支払いが可能になります。

※MyICOについての詳細はこちらをご確認下さい（現資料バージョンでは未公開）

仮にICOが希望調達額設定をしている案件で、調達額が足りずに不成立となりユーザーへ全額返金となって

も、アフィリエイターへの報酬は返還義務はない契約になっています。その点から見ても漏れる事なく、承認率

１００％です。



承認率100%の仕組み

従来のASP（データが把握できず広告主の判断次

第）

CCA（正確なデータが把握できるから１００％承認）

広告主

MyICO（CCA運営）
○ユーザー情報把握

○アフィリエイト紐付け把握

○入金把握

広告主（ICO）

ASP
支払いを行う

成果承認後、ASPへ
支払いを行う

アフィリエイト報酬の支
払いを行う

成果承認後、アフィリエ
イターへ支払いを行う

成果承認後、広告主へ
支払いを行う

エンドユーザー

アフィリエイターアフィリエイター

エンドユーザー

支払いを行う



優位性その４。最短１日での報酬支払い

アフィリエイト報酬は最短で即日支払いを計画しています 。

MyICOとCCAの提携により（両方とも弊社運営サービスのため連携可能） ICO購入者はMyICOの決済でのみ

購入可能となり、即時にアフィエイト権利が承認率１００％で承認されます。そして CCAからアフィリエイターへ先

に報酬を支払い、残高を ICO発行体へ送金します。通常のASPでたまに起こる広告主が倒産などによる報酬支

払いを拒否するというトラブルは１００％起こらない構造になっています。また、購入者情報、アフィリエイター情

報の照合を行えるためアフィリエイターの天敵である自己アフィリエイト購入を抑制することができます。

簡単に説明すれば、お客様の購入額は弊社決済サービスへ送られ、弊社で顧客管理代行され、弊社でアフィリ

エイト権利を承認し、報酬を先に支払い、残高を ICO側へ支払うという形式のため、弊社内で承認作業が行える

ために最短で即日報酬支払いが可能になるのです 。

計画では、スタートから１ヶ月は運用確認を徹底して行うため２週間での支払い。その後運用体制の確認ができ

たら即日支払いへと移行します。 2018年1月即日支払実装予定。



優位性その５。ティアと広告素材

CCAでは２ティアを標準機能で採用しています。

アフィリエイターがアフィリエイターを紹介することで子アフィリエイターの実績からも報酬が発生する仕組みで

す。

・広告素材の強化

各ICOの公式ページへのアフィリエイトリンクだけでなく、各 ICOの個別情報をまとめた販売ページ、取り扱い中

の全ICO案件をまとめた比較販売ページもアフィリエイト素材として用意いたします 。

ICO発行体は投資業者ではなく技術系の経営陣が多いため、対投資家を想定した情報発信のきめ細かさに欠

ける性質が ICO業界全体に見受けられます。それによる認識のずれがアフィリエイターや購入者におこる傾向

が見られるので、転用、引用可能な ICO発行体からの情報発信の記事素材も強化 します。ICOプロジェクトごと

の本質の認識が薄くなると、正しくない憶測の流布やオーバートークまたは逆にネガティブトークが生まれやす

くなると考えています。正しい情報提供を徹底することで、正しい販売活動を支援します。

これらの素材強化により ICOに詳しくなくてもアフィリエイト活動が行えるというメリットもあります。



優位性その６。　報奨金・バウンティ制度（ハイブリッド型ASP）

CCAの特徴としてアフィリエイト報酬とは別に報奨金制度（バウンティ）を導入します。

「成果」に対して報酬がビットコインで発生する アフィリエイトとは別に、SNS、ブログ、動画での「露出」に対して

報酬がICOトークンにて発生する報奨金・バウンティが支払われる制度です。

成果報酬（アフィリエイト）＋露出報酬（バウンティ）のハイブリッド型 ASPとなります。

条件はICO案件ごと違いますがベースとして以下のイメージで導入されます。

１、SNSバウンティ

Twitter　ICO案件の公式ツイートのリツイート５回でバウンティ発生。

Facebook　ICO案件の公式ページの投稿のいいね！やシェア！５回でバウンティ発生など。

２、ブログなど記事投稿バウンティ

ICO案件のホワイトペーパーやロードマップや進捗発表などについて記事投稿でバウンティ発生。

３、動画投稿バウンティ

ICO案件を取り上げたオリジナルを動画作成し YouTubeへの投稿でバウンティ発生。



（ご協力依頼）多言語圏、グローバル展開について

CCAは、世界中で見ても ICO市場が加熱している日本市場でスタートする予定ですが、日本市場のみを対象と

したものではありません。同じく取り扱い ICO案件も当然、日本市場のみで販売するものではありません。スター

ト時の対応言語は日本語、英語です。今後、対応言語圏を広げていきます。

また、アフィリエイターや販売網も同じくグローバルに展開します。

すでに色々な国のアフィリエイター、販売者と協議を進めています 。

・日本語圏以外の販売協力者を紹介していただける方

・日本語圏以外の市場へ展開可能な方

を幅広く募集しております。本 CCA資料の英語版はこちらからダウンロードしご利用ください。

2017年末から2018年春までにフィリピン、タイ、韓国、アフリカ圏、中国、香港などにて段階的にアフィリエイ

ター募集プロモーションが決定しております。もちろん事前に日本外居住者登録、活動も可能です。

https://drive.google.com/open?id=0B69jW9sld3AfOEwyT3BIRWFjUUE


（検討中）CC自体のICOを模索しています

Crypto Click LimitedはICOによる資金調達を模索しています。 CC社の事業は、 ICO向け顧客管理システムの

MyICOと、取り扱い通貨15通貨採用したプラットホームと暗号通貨トレードを最大レバレッジ 50倍を可能にした

MT4も採用した取引所と、デビットカード発行が可能で、暗号通貨だけでなくオンラインバンクのような使い方が

可能なウォレットが合体した CCマーケット、アフィリエイト＋バウンティのハイブリッド型の CCAをメインとした ICO
販売ソリューション事業と、ブロックチェーン導入支援や提携先アルトコイン取引所への上場支援サービスなど

のICO運営支援事業の２つの柱で現在構成されております。

スタートから１年をめどに事業の進捗、成果を踏まえ CCコインを発行し ICO実施を視野にしていきたいと考えて

います。収益配当型のようなトークンか、もしくは CCコイン自体の価値の高い流動化のプランの両側面から検

討を進めていきます。現在各国の ICO実施に関する法律の動向も研究しております。それを踏まえて事前に、

CCAの登録アフィリエイターに、 CCコイン（仮称）をボーナス的に配布していく予定です。 ICOをしなければただ

の形骸的なものですが、 ICOが決定となれば、CCコインは実際のトークンになり価値が発生します。（検討中の

間にCCコインを販売するわけではないことをご留意ください。あくまでボーナス的な無料配布です）現時点では

ICOはあくまで模索段階ではありますが、 CCの事業グループ利用者の方々と共にわくわくした未来を作ってい

きたいと考えています。



取り扱い商品販売開始スケジュール

確定案件取り扱いスタート（随時増えていきます）

2017年12月7日　第二弾 ICO！！

2018年前半　暗号通貨ビギナー向け「取引所開設＋通貨分散購入代行」スタート！

2018年前半　Crypto Click Marketのアフィリエイトスタート！

2018年前半　   第三弾ICO！！（取扱決定しています）

2018年前半　   第四弾ICO！！（取扱決定しています）

随時発表いたします。



サポートチームによる音声QA補足

以下は音声ファイルのリンクです。声が出ますのでご注意ください。

・特別報酬単価について

・バウンティについて

・弊社発行のCCコインについて

・CCマーケットについて

・ICOについて

この資料の補足は以上でございますが、 ASP登録後サイト内でさらに詳しいマニュアルが用意されております

ので、ログインしてご確認下さい。

https://crypto-click.com/ja/content/news/about-an-extra-revenue.html
https://crypto-click.com/ja/content/news/about-a-bounty.html
https://crypto-click.com/ja/content/news/about-cc-coin.html
https://crypto-click.com/ja/content/news/about-cc-market.html
https://crypto-click.com/ja/content/news/about-ico-products.html

