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アドピック紹介
アドピックはバイラルを通じた NON INCENTIVE CPA 商品です。

1.アドピックの紹介



1. アドピック広告はシンプルです

パートナー加入
広報するApp選択、 

固有リンクくを 発給
自由にApp紹介

友たち、知り合いのApp 

 ダウンロード

収益支給

1.アドピックの紹介



2. アドピックの広告は、広く、様々な方法で伝播されます。

22万人のパートナーズが自由にアプリを紹介します。

10代後半~ 20代の若いパートナーズが活躍中です。

1.アドピックの紹介



<アドピックパートナー年齢分布図>

多様な感覚のアドピックパートナー
様々なオンライン、モバイルチャンネルで２０代以下の若い感覚と  

３０代以上のおしゃれな感覚で活発な広報活動が行われます。

<アドピックパートナー性別分布図＞

1.アドピックの紹介



広報コンテンツは自発的に生産され、 

多様なチャンネルを通じて自然にアプリを紹介する広報活動をします！

SNS

ブログ

カフェ

NAVER知識in

コミュニティ

パートナー自身が運営する 

ブログに掲載

Naver,Daum等ポータルサイトの 

アプリ関係のカフェで紹介

（Yahoo!の知識ぶくろのような 
国内サービス） 

モバイルゲームやゲームの推薦 
の様な質問にアプリを紹介

アプリ、ゲーム、ユーモア 

コミュニティでアプリを紹介

KAKAOストーリ、FB共有と 

KAKAOTALK、メッセンジャー等で 

広報

FACEBOOKページ
フォローが多い 

有名なページにアプリを紹介

1.アドピックの紹介



3. アドピックの広告は合理的です。
クリックされて確実に実行された件に限って請求する非保障 CPAです。

1.アドピックの紹介



どうして非保障ですか 
アドピックのパートナー達はアプリに興味を持ちそうな人達に自然に紹介して、  

パートナー達の広報活動は運営チームによってリアルタイムでモニターされます。  

持続的なパートナーの教育及び優秀レビュー補償制度でコンテンツのクォリティーを管理します。. 

1. Webで広報した紹介及びレビューの100%モニター 

2.コンバージョンパターンの分析システムて悪用の強力制裁 

3. 会員の間で自発的申告及びモニター

1.アドピックの紹介



広告費用も合理的です。

広告費用は1,500ウォン- 3,000ウォン以上で基本的に金額順で広告リストが並べます。

広告出稿単価の40-70%をパートナー達にレベルによって差等支給します。

1.アドピックの紹介



4. すべてのアドピック広告は24時間モニターされます。
アドピックは徹底したモニターリングで広告の効率を極大化するために努力しています。

1.アドピックの紹介



アドピックには徹底した悪用管理システムがあります。

パートナーに正しい活動教育と人的モニター管理及び 

コンバージョンパターン分析を通じた技術的モニターリングが 24時間実施されます。

事前教育で広報ガイドを共有 

アプリの紹介方法及び活動の際禁止事項の案内 

広報規則に対する同意及び案内のポップアップ/お知らせ

パ〡トナ〡のコンテンツ制作以前 コンテンツ制作後広報する時

　悪用遮断 / 転換パターン分析システム運営 

異常コンバージョン率 及び重複コンバージョン遮断 

違法広報の防止ゲートウェーページの露出

1.アドピックの紹介

24 
HOURS



5. アドピックの広告は正確です。
簡単なSDKの設置、正確なレポートですでに広告の効率性が検証されました。

1.アドピックの紹介



SDK

強力で正確なレポートシステムがあります。
多角的レポートを通じてもっとも正確な広告効率分析を行います。

正確な請求のために簡単なSDKを搭載します。 

国内外の主要トラッキングSDKとも完璧に連動されHas offers, PartyTrack, AD-BRIX 等が  

すでに設置されていたらすぐ進行できます。 

デ〡リ〡デ〡タ〡 Conversion Referer

 デ〡リ〡クリック数 
コンバ〡ジョン数 
コンバ〡ジョン率

ダウンロ〡ドIP 
Transection ID
ディバイス情報 

ディバイスバ〡ジョン

コンテンツの作成日 
コンテンツ掲載媒体 
掲載文の確認URL

1.アドピックの紹介



デ〡リ〡デ〡タ〡

  デ〡リ〡クリック数
コンバ〡ジョン数
コンバ〡ジョン率

キャンペ〡ン例 : アドピックアンドロイド

1.アドピックの紹介



Conversion

ダウンロ〡ドIP 
Transection ID
ディバイス情報

ディバイスバ〡ジョン

キャンペ〡ン例 :　アドピックアンドロイド

1.アドピックの紹介



Referer

コンテンツの作成日
コンテンツ掲載媒体
掲載文の確認URL

キャンペ〡ン例 :　アドピックアンドロイド

1.アドピックの紹介



アドピック広告の強みはこれです。

非補償CPAで効率的執行が可能
多様な方式のバイラルレビューコンテンツ伝播で 

忠誠度の高い真性ユーザーの輸入が可能

それで、
1.アドピックの紹介



2. アドピック事例

アドピック事例
アドピックで広報されたゲームアプリと一般アプリ、そして消化可能物量について。



コンバージョン数 

22,000+
コンテンツ⽣生成 

2,900+
クラッシュオブクラン
世界 No.1 ディペンスゲーム Supercellクラッシュオブクラン

進行期間 : 2014. 2. 19 ~ 2014. 4. 25 
出稿単価 : 2,600ウォン 
予算総額 : 約 6千万ウォン 
ディバイス : iOS, アンドロイド

2. アドピック事例



コンバージョン数 

41,000+
コンテンツ⽣生成 

5,400+
キャンディクラッシュサーガ for KAKAO

元祖キャンディパズルゲーム

進行期間 : 2014. 4. 3 ~ 2014. 7. 18 
出稿単価 : 3,200ウォン 
予算総額 : 約5千万ウォン 
ディバイス : only アンドロイド

2. アドピック事例



コンバージョン数 

66,000+
コンテンツ⽣生成 

14,100+
AURA Legend
打撃の新世界、強力なRPGゲーム 

進行期間 : 2014. 5. 30 ~ 現在 
出稿単価 : 2,800ウォン 
予算総額 : 約2億ウォン 
ディバイス : onlyアンドロイド

2. アドピック事例



2. ADPICK案例

コンバージョン数 

61,000+
コンテンツ⽣生成 

8,700+
Real Farm

ゲームの中で農事をして実際の農産物を受け取るゲーム

進行期間 : 2014. 6. 12 ~ 現在 
出稿単価 : 1,800ウォン 
予算総額 : 約1億1千万ウォン 
ディバイス : only アンドロイド



コンバージョン数 

13,000+
コンテンツ⽣生成 

1,200+
Sky Scanner
世界最高の航空便検索アプリ

進行期間 : 2014. 3. 11 ~ 現在 
出稿単価 : 1,800ウォン 
予算総額 : 約3千万ウォン 
ディバイス : iOS, アンドロイド

2. アドピック事例



コンバージョン数 

3,000+
コンテンツ⽣生成 

130+
ショーケース

自分に合うお買い物の情報を知らせてくれるソーシャルキュレーション

進行期間 : 2014. 3. 10 ~ 2014. 3. 15 
出稿単価 : 2,000ウォン 
予算総額 : 約650万ウォン 
ディバイス : onlyアンドロイド

2. アドピック事例



コンバージョン数 

31,000+
コンテンツ⽣生成 

8,390+
FRNZ

同じ関心事を持った世界の人々と友たちになってみてください

進行期間: 2014. 4. 22 ~ 2014. 7. 27 
出稿単価: 1,800ウォン 
予算総額: 約5,600万ウォン 
ディバイス: onlyアンドロイド

2. アドピック事例



アドピックの消化可能物量

ゲ〡ムAPP 一般APP

1日平均 

200~500件
1日平均 

300~800件
アプリの性格及び出稿単価によって異なることがあります。

2. アドピック事例



3.アドピックの進行

アドピックの進行プロセス
アドピックはどんなプラットホームよりも簡単なプロセスを持っています。

第1段階 

SDK設置の有無を確認!

第2段階 
SDKから出たトラッキングURL、 
クリックタグの伝達&テスト

第3段階 
出稿単価及び予算総額と進行期間を設定 

イメージの素材及びバイラルに使われるコンテンツの伝達

第4段階 

広告ライブ 
パ〡トナ〡のバイラル活動開始

広告進行プロセス



4. アドピックの広告主

アドピックの広告主
今までアドピックと一緒に広告を進行した Apps

その他の多数



5. アドピックを作った人たち

アドピックを作った人たち
国内最大のアプリポータルのポッドゲートから誠実なアプリ広告プラットホームのアドピックまで。  

単純な広告を超えて効率的で価値のあるアプリ情報を共有するために最善を尽くしています。



since 2011. 01

ODDM (オッドアエム) : 独創的で独特な(ODD)モバイル (Mobile)サービスで日常を変える。

口コミアプリ広告プラットホ〡ム
アドピック 

Web / Android

テ〡マ別必須アプリガイド

こんな時はこのアプリ 

iPhone / Android

国内最⼤大アプリポータルサービス
ポッドゲ〡ト 

Web / iPhone / Android

タブレット用アプリポ〡タルサ〡ビス

ポッドゲ〡トHD 

iPad

5. アドピックを作った人たち



Contact US 02 - 3487 - 8766

6. コンタクトポイント

優しくて親切な美女マーケッターの広告問い合わせ連絡先 ^^ Seoul,Seocho-gu,Seocho-dong1362-19 Seong-Hae　Bld．1階

hjlim@oddm.co.kr        ad@oddm.co.kr

mailto:hjlim@oddm.co.kr
mailto:ad@oddm.co.kr



