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ROCKETSTAFF INC.

会社概要
社名：ロケットスタッフ株式会社 
本社住所：東京都渋谷区代官山町７-７-７ 
設立：2010年11月 
代表者名：高 榮郁 
事業内容：・「マンガKING」を含む合計11本のマンガアプリの企画・運営 
　　　　　・当社グループの経営戦略の立案・実行の支援 
従業員数：１３名（契約社員込み） 
グループ会社：・ブロックファンズ株式会社（ブロックチェーンゲーム向けコミュニティサービス開発中　日本） 
                    ・JungleSky Inc（アプリケーション開発　韓国） 
                    ・ACA Network Inc（スマートコントラクト及びブロックチェーン開発　エストニア）　
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マンガKING概要



2016年7月のiPhoneアプリリリース以来、日本国内で多くのユーザーに支持され続けています。

対応ストア   App Store URL : j.mp/mgk1ng   Google Play URL : j.mp/andk1ng

1日のDL数   5,000から7,000 / 日DL

MAU（2019年5月現在）  400,000名

担当   ロケットスタッフ株式会社  漫画事業部 :  hello@rocketstaff.com

 

マンガKING 概要

1.マンガKING 概要ご説明
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マンガKING概要

リリース以降、継続的にランキング上位を維持しており、 
App Storeの無料アプリ総合ランキングでもランキングが上昇してきております。 

2.マンガKING ストアランキング推移

© 2019 Rocketstaff inc.

（累計ダウンロード数(iOS・Android込み)

300万
ダウンロード突破 

3年連続で15位を維持
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(※2019年4月時点）
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月間訪問者数 

200,000人突破！

月間訪問者数 

400,000人突破！

リリース後、約1年でダウンロード数は140万を突破！ 広告表示回数は5000万回 / 月、訪問者数は400,000/ 月超

3.マンガKING ダウンロード数  / 広告表示回数 / 訪問者数 

© 2019 Rocketstaff inc.
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(※2019年5月時点）



弊社では現在、マンガKINGを含む7つのマンガアプリを配信しています。 
女性向けのマンガアプリや育成機能を搭載した新感覚マンガアプリまで幅広い展開を行っております。 

マンガSTARS マンガKISS

マンガMELT マンガMINT 育成機能搭載マンガアプリ ひまこみ

マンガKING 

4.マンガアプリ一覧

© 2019 Rocketstaff inc.
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4-2.マンガアプリ一覧

男性向け電子書籍アプリ「マンガKING漢」を2019年2月18日よりApp StoreやGoogle Playにてサービス提供開始！ 

NEW! 掲載作品を男性向け作品のみに絞ったマンガアプリです。

iOS ：https://itunes.apple.com/jp/app/id1452784671
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuga.mk.regeneration.android

ストアURL

© 2019 Rocketstaff inc.
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5.ランキング状況

マンガランキング50位中で

6本がランクイン

© 2019 Rocketstaff inc.
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(※2019年6月時点）



6.アプリ平均滞在時間

(１日総訪問時間/人)

 26分  16分  10分

 13.2分

マンガKINGの滞在時間は、スマホユーザーの利用率が高い人気のSNSと比較しても引けを取りません。

マンガKINGがユーザーの生活の中に 非常に良く溶け込んでいることが分かります

© 2019 Rocketstaff inc. 18
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6-2.アプリ平均滞在時間

A 社

B 社

C 社

13.2分

8.4分

9.4分

5.5分
(１日総訪問時間/人)

他社の無料マンガアプリと比較しても

ダントツの滞在時間
• • • •

を誇ります！

© 2019 Rocketstaff inc.
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(※2019年4月時点）



ユーザー属性について



7.アプリユーザー特性〈弊社アプリ全体〉

男女比率 年齢

76％ 24％
2%
3%
7%

17%

44%

27%

10代
20代
30代
40代
50代
60代

10～20代の若年層が7割を超えています！

アプリ全体から見ると、男性ユーザーが8割近くを占めています。ほとんどは若年層のユーザーとなりますが、他社マンガアプリに比べ 
30代以上のユーザーも多く存在しており、幅広い世代の方に利用されているのが弊社の特徴です。

© 2019 Rocketstaff inc.
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7-2.アプリユーザー特性〈弊社アプリ全体〉

(49%)

アプリの利用頻度は？

毎日
ほとんどのユーザーは毎日アプリを利用しており、 
次いで2、3日に1回程度(24％)、1週間に1回程度(18%)、 
月に1回程度(9%) という結果が出ました。

どんな時にアプリを利用する？

解答内容の多くは「通勤・通学中」「会社や学校の昼休み」 
「入浴中」「就寝前」「家事の合間」「土日などの休日」 
などのスキマ時間や息抜きの時間での利用でした。

　マンガアプリはユーザーの利用頻度が高い

© 2019 Rocketstaff inc.
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(2019年6月マンガKING アプリ内アンケートより)



7-3.アプリユーザー特性〈弊社アプリ全体〉 (2019年6月マンガKING アプリ内アンケートより)

© 2019 Rocketstaff inc.
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マンガアプリ以外で普段良く使うアプリは？

11%

12%

33%

44%

ゲーム
動画
音楽
ニュース系メディア

マンガアプリ以外で普段良く使うアプリは？

7%

12%

22%

23%

36%

パズル
RPG
アクション
その他
スポーツ

アプリで課金を経験したことはありますか？

26%

74%

はい いいえ

4%

19%

15%

22%

40%

家でのんびりする
家族や友人と過ごす
ショッピング
趣味に没頭する
その他

休日の過ごし方は？

ゲームアプリの利用者が
ダントツ！

パズルゲームの人気が 
非常に高いようです

課金経験のある人が 
7割を超える結果に！

休日は家でゆっくり
自分の時間を過ごす方が

多いようです！



7-4.アプリユーザー特性〈男性ユーザー〉

2%
3%
9%

17%

44%

25%

10代
20代
30代
40代
50代
60代

2%
3%
8%

15%

38%

34%

学生
会社員
自営業・自由業
フリーター
専業主婦(主夫)
その他

年齢 属性

男性ユーザー全体から見ても20代以下が7割近くを占めており、その内8割が学生・会社員です。(2019年6月時点）

© 2019 Rocketstaff inc.
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7-5.アプリユーザー特性〈女性ユーザー〉

2%
6%

22%

41%

29%

10代
20代
30代
40代
50代
60代

2%
11%

9%

4%

40%

34%

学生
会社員
自営業・自由業
フリーター
専業主婦(主夫)
その他

年齢 属性

20代以下が7割となります。うち8割近くが学生・会社員ですが、主婦層のユーザーも増加しています。

© 2019 Rocketstaff inc. 16
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マンガによるプロモーションとは？



8.マンガによる効果について  

情報量が多い

記憶に残りやすい

興味・関心

疑似体験

あるアンケート調査によると、15歳～40代前半の男女で「マンガが好きではない」 
と回答したユーザーはわずか6.4％というデータがあります。

あなたはマンガが好きですか

0 25 50 75 100

とても好きだ 好きな方である どちらでもない 好きではない

32.7％ 41.7％ 19.1％ 6.4％

(NTTコムリサーチ)

広告であっても、「マンガであれば読んでみよう」という心理が働き、 
高い広告効果が得られるといったケースが多く存在します。

また、マンガは絵＋セリフで構成されているため同じ内容を文章で読むより 
1コマの情報量が多いです。そのため、難しい内容のサービスであっても 
簡潔に訴求することが出来るのが特徴です。

�20



9.マンガの活用方法  

社内での活用

・社内報での利用

・採用に向けたコンテンツへの利用

・会社紹介での利用

・商談などでの利用
etc…

プロモーションでの活用

・SNSへの掲載

・広告のクリエイティブとして

・自社のHPやLPへの掲載

・説明会や展示会などでの利用
etc…
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10.マンガ活用事例①

WEBサイトでの活用事例

自社ホームページでの漫画掲載 
（制作した製品についての説明マンガを自社ホームに掲載している事例です。）

直帰率の改善に繋がる 他社との差別化が図れる
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10-2.マンガ活用事例②

instagramを活用した事例

公式アカウントでの漫画掲載 
（商品のPRとしてSNS漫画を制作し投稿をしています。 
共感の得られる内容ということもあり、SNSで多く拡散がされていました。）

ストーリーズ機能を利用した漫画での商品PR 
（公式アカウントからストーリーズに漫画を数ページ投稿し立ち読みさせています。 
「もっと見る」をスワイプすると製品のLPページに移動します。）

�23



facebookを活用した事例

公式アカウントでの漫画掲載 
（続きが気になるようなマンガの1コマを抜粋し投稿しています。記事内のURLを 
クリックすると公式HPからストーリーの続きを読むことが可能です。）

Twitterを活用した事例

公式アカウントでの漫画掲載 
（マンガの記事を4枚投稿し、Twitter上で立ち読みをさせています。記事内URLを 
クリックするとキャンペーンサイトのLPに移動し、続きを読むことが可能です。）

10-3.マンガ活用事例③ �24



11.SNSでのマンガ活用メリット  

② 広告感を抑えられる

① 一回の投稿での情報量が多い

③ 拡散されやすい

・Twitterでは最大4枚、instagramでは10枚の画像を一度に投稿できます。マンガは活字のみの文章より情報量が多いため、 

手軽さが重視されているSNSとの相性が非常に良いです。

・文章や画像に比べて、SNS上で拡散されやすいというメリットがあります。 

またマンガは、その内容に興味関心が集まりやすいので、正しい訴求の効果があります。

・マンガにすることによって親しみやすい印象を与えることが出来るので、通常の広告に対して抱くような嫌悪感が薄まります。 

また、ストーリー性がある共感が得られやすくなるため、広告感を抑えることができます。

�25



PRマンガのご案内



12.PRマンガについて  

サービスや商品に関するマンガコンテンツを作成し、弊社アプリ内でユーザーに閲覧させてからサイトへ遷移させます。 
遷移する前に商品への理解や興味を深めることが出来るため、圧倒的なCV率の達成が可能です。 

約 5分
商品やサービスを

ユーザーの目に留める事が出来ます！

予約開始24時間で3位達成！

トークンエコノミービジネスの教科書
トークンエコノミーを知らずに、これからのビジネスは語れない
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13.PRマンガの全体イメージ

マンガKINGを起動

40万人の月間ユーザーを保有しています。

端末画面（マンガKING選択）

マンガKINGを起動したユーザーに対して、PRマンガへ誘導します。ユーザーは閲覧画面や漫画終わりページから御社の購入ページ（LPページ）へ移動します。

TOPページなどからPR漫画を選択します。 PRマンガを閲覧します。

想定閲覧数/2週間:60,000から100,000名が閲覧

PRマンガへ誘導 購入ページへ誘導

漫画詳細ページ
PR漫画の説明などが掲載されてます。

漫画閲覧ページ
実際に漫画を閲覧できるページです。

タップしてダウンロード開始

漫画ダウンロードページ
ダウンロード中に購入ページのバナーが表示されます。

ダウンロード中に御社バナーが表示されます。

閲覧中に御社バナーが表示されます。

ローテーションバナー：10,000閲覧
想定閲覧数/2週間

スタッフ一押し：30,000閲覧
想定閲覧数/2週間

TOPページ

おすすめ：10,000閲覧
想定閲覧数/2週間

おすすめページ

ランキング：10,000閲覧
想定閲覧数/2週間

ランキングページ

御社の購入ページなど移動します。

漫画終わりページ

購入ページの案内ボタン

御社の購入ページ

クリプトアイドル

�28

予約開始24時間で3位達成！

トークンエコノミービジネスの教科書
トークンエコノミーを知らずに、これからのビジネスは語れない



14.PRマンガ広告実績

1．掲載期間：2週間 
2．広告成果： 
　　・詳細ページアクセス数：170,000PV 
　　・マンガ閲覧数：58,000件（閲覧数） 
　　・クリック数（CVC）：22,000件（クリック数） 
　　・事前予約数：4,300件（WEB登録数）

スマートフォン向けWEBゲーム

© 2019 Rocketstaff inc.

登録者数 2.3倍
通常の流入時に比べて

PRマンガ導入後
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14-2.PRマンガ広告実績②

マッチングアプリ
1．掲載期間：2週間 
2．広告成果： 
　　・詳細ページアクセス数：80,000PV 
　　・マンガ閲覧数：12,000件（閲覧数） 
　　・クリック数（CVC）：4,000件（クリック数） 
　　・事前予約数：800件（ダウンロード＆会員登録）

© 2019 Rocketstaff inc.

通常の流入時に比べて

1.8 倍
PRマンガ導入後

アプリ内
課金率
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14-3.PRマンガ広告実績③

1．掲載期間：2週間 
2．広告成果： 
　　・詳細ページアクセス数：100,000PV 
　　・マンガ閲覧数：48,000件（閲覧数） 
　　・クリック数（CVC）：17,000件（クリック数） 
　　

ビジネス関連書籍

© 2019 Rocketstaff inc.

購買率 1.5 倍
通常の流入時に比べて

PRマンガ導入後
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15.漫画制作パートナー

株式会社フーモア
https://whomor.com/

株式会社融合ディメンションズ 
https://yougo-dms.com/

© 2019 Rocketstaff inc.
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株式会社ナンバーナイン
https://no9.co.jp

https://yougo-dms.com/


16.制作実績例

© 2019 Rocketstaff inc.

●アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社様・・・「Amazon Web Service」AWS開発日記 
https://aws.amazon.com/jp/campaigns/manga/series/

●LINE株式会社様・・・「マンガでわかる緊急時のLINE活用法」 
https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000178

●イルミナ株式会社様・・「ゲノム解析ってなんだ？」解説漫画 
https://jp.illumina.com/destination/comic/love-genome/1.html.html


●株式会社セブン銀行様・・・デビッドカードのキャンペーン 
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_161.html


●「トークンエコノミービジネスの教科書」×「マンガKING」とコラボ作品「クリプトアイドル」 

https://news.nicovideo.jp/watch/nw5324606

●エキサイト株式会社様・・・エキサイトお悩み相談室 
https://counselor.excite.co.jp/lp/01/
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既にマンガコンテンツをお持ちの場合はマンガコンテンツ・マンガタイトル・あらすじテキスト・入稿URLの 
4点を入稿して下さい。

入稿素材 マンガコンテンツ マンガタイトル あらすじテキスト URL

規定

・表紙を除き、15ページ以上必須 
・横：1996 px ✕ 縦：2835 px 
・容量：500KB以内 
・形式：tiff/png/jpg/epub

1文字以上10文字以内
（全角・半角問わず）

25文字以上100文字以内 
（全角・半角問わず）

遷移先のURLを入稿して
下さい

注意事項

・アダルトイメージを含むコンテンツは弊社で
一部修正致します 
・表紙はカラー画像必須です 

・11文字以上でも掲載
可能ですが、11文字以
降の文字が表示しきれ
ず、文末が「…」表示に
なります

・アダルト表現や暴力的な表現を
含む場合はNGとなります 
・4インチ以下の画面サイズの場合
は、78文字以降の文字が表示し
きれず、文末が「…」表示になるこ
とがあります

・アフィリエイトリンクは
NGとなります 
・入稿いただいたURLを
もとに、クリック計測URL
を生成して掲載します

マンガコンテンツ
表紙

マンガタイトル

あらすじテキスト

17.PRマンガ入稿規定

© 2019 Rocketstaff inc.
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PR漫画タイアップ 4コマ漫画タイアップ

誘導枠 

TOPページ TOPページ

スタッフ一押し スタッフ一押し

おすすめページ

ランキングページ

プレスリリース（PRタイムズ、ドリームニュース）

制作物 
２０から３０ページのPR漫画 4コマ+記事ライティング 

広告枠バナー

誘導枠の掲載期間 ２週間（１週間（平日掲載開始）正午（午前12:00)〜掲載終了日翌日（午前11:59） 

配信デバイス （iOS / Android） ※OS別配信不可 

配信アプリ マンガKING，マンガKISS，マンガMELT、マンガMINT、マンガKING漢 マンガKING,マンガKING漢

申し込み目安  配信開始日の2ヶ月前 配信開始日の１ヶ月前 
レポーティング  配信終了後レポート (マンガPV数 /クリック数 /CVC)  

想定配信量 80,000 から120,000閲覧 50,000 から100,000閲覧

継続配信 あり

価格（グロス） G2,800,000から G2,200,000から

18.PRマンガ広告詳細

© 2019 Rocketstaff inc.
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19.PRマンガ配信までの流れ

© 2019 Rocketstaff inc.

※約2カ月

お申し込み頂いてから約2ヵ
月でコンテンツの作成を行
います。（※既にコンテン
ツをお持ちの場合は配信開
始の5営業日前までに入稿を
お願いしております。）

配信終了後、3営業日後に掲載期間中の
日別のマンガPV数やCVCのレポートを
お送りします。

3 営業日

レポート配信終了配信開始マンガ制作申し込み
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Native Adsのご案内



20.リッチ動画広告

リッチ動画広告
誘導枠 全作品 / マンガ1話目DL時

誘導枠の掲載期間 1週間~

誘導枠の配信時間 正午（午前12:00)〜掲載終了日翌日（午前11:59） 

配信デバイス （iOS / Android） ※OS別配信不可 

配信アプリ マンガKING，マンガKISS，マンガMELT、マンガMINT、マンガKING漢

動画 
動画尺 30 秒以内（30秒以上の動画については営業担当までお問い合わせください）

容量/形式 768×432 / 1024×576 / 1280×720 2MB 以内/mp4 

動画完了後画像(エンド
カード） 

サイズ ： 動画サイズと同じもの  形式 ： JPG/GIF（アニメーション不可） リンク先 ： 1ヶ所 

申し込み目安  配信開始日の5営業日前 

レポーティング  配信終了後レポート (再生回数/完全視聴回数/クリック数)  

掲載タイプ 再生回数保証（100,000回~）

価格（グロス） 再生回数@5円/500,000円~

Movie AD
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×

※イメージです

（2019年9月リリース予定）



21.リッチ動画広告遷移イメージ

Movie AD 遷移先LP

①TOPページなどから漫画を選択 ②1話目をタップしダウンロード開始 ②ダウンロード中に動画広告を表示 ②広告主様サイトに遷移

＊動画視聴後にタップをすると、LPへの遷移が可能です
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PR

×

画面表示：PRマーク・音声OFFマーク 
広告残り時間・スキップボタン 



23.フルスクリーンAds

AD
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フルスクリーンAds
誘導枠 全作品 / マンガ1話目DL時

誘導枠の掲載期間 1週間~

誘導枠の配信時間 正午（午前12:00)〜掲載終了日翌日（午前11:59） 

配信デバイス （iOS / Android） ※OS別配信不可 

配信アプリ マンガKING，マンガKISS，マンガMELT、マンガMINT、マンガKING漢

動画 

動画尺 30 秒以内（30秒以上の動画については営業担当までお問い合わせください）

容量/形式 768×432 / 1024×576 / 1280×720

申し込み目安  配信開始日の5営業日前 

レポーティング  配信終了後レポート (再生回数/完全視聴回数/クリック数)  

掲載タイプ 再生回数保証（100,000回~）

価格（グロス） 再生回数@2.5円/250,000円~PR

PR

×

※イメージです

（2019年9月リリース予定）



遷移先LP

AD

①TOPページなどから漫画を選択 ②漫画をダウンロード

24.フルスクリーンAds遷移イメージ

③漫画本編を閲覧 ④話末2ページにフルスクリーン広告を表示 ③広告主様サイトに遷移

▲漫画本編最終ページ
＊広告をタップをすると、LPへの遷移が可能です 
（表示されている、2ページどちらもLPへ遷移します）
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26.リッチ動画広告/フルスクリーンAds 

© 2019 Rocketstaff inc.

配信終了後、3営業日後に掲載期間中の
日別のPV数やクリック数のレポートをお
送りします。

3 営業日
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レポート配信終了配信開始申し込み 入稿規定 配信テスト

5営業日

配信開始前の5営業日前まで
の入稿が必須となります。 
バナー画像のクリエイティブ
審査や配信テスト等を行いま
す。

配信広告枠には、在庫枠に限りがございます。事前に最新の在庫をお確かめ下さい。 
原則、配信開始の5営業日前までに入稿いただいております。



27.リッチ動画広告/フルスクリーンAds 入稿時の注意

リッチ動画広告

※イメージです

PR

×

Movie AD

PR

×

フルスクリーンAds

画面表示：PRマーク・音声OFFマーク 
広告残り時間・スキップボタン・×ボタン 

エンドカード（動画サイズと同じ物）動画再生時

画面表示：PRマーク・×ボタン 
リプレイマーク 

画面表示：PRマーク・×ボタン 

PR

×

認知が可能なサービス名 
または 
ロゴの挿入が必須となります！

フルスクリーンAds

当社の規定により、左下にPRマーク、右上に×ボタン、右下に音声OFFマーク・リプレイボタン（動画のみ）が表示されます。 
こちらをご考慮の上、素材の準備をお願い致します。

※イメージです



28.免責事項

在庫について  

配信日程により在庫状況が異なります。在庫状況につきましては、都度お問い合わせ下さい。 
掲載面について  
広告商品に関して、当社の事情により掲載面及び、掲載位置、フォーマット等が変更となる場合がございますので、予めご
了承下さい。その際は、事前に変更点や変更時期等に関する告知をさせていただきます。 
サービスの中断・中止等について 
システムメンテナンス、保守点検を行う場合や、天災、通信の不具合、第三者によるハッキングやクラッキング、 広告主お
よび広告取り扱い代理店側のサーバー障害など、当社の責めに帰さない事由により、広告掲載が適正に行われない場合は、
当社は一切責任を負わず、免責されるものとします。  

当社では、広告主様のご都合によるリンク先中断により発生するその他一切の責任は負いかねます。掲載開始時に、広告主
様のサイトに不具合(デッドリンクなど)が発生した場合は、ユーザーの利便性を考慮し、配信を中断させていただくことが
ございます。  

ユーザーの設定やユーザーのファイアウォール、セキュリティーソフトその他の設定や環境によっては、内容が正しく表示
されない、またはクリックしてもリンク先へ誘導できない可能性があることをご了承ください。 
申込後のキャンセルについて 
お申込後のキャンセルは不可となります。申込内容自体のキャンセルを行う場合、または広告掲載の途中停止を行う場合、
申し込み内容に応じた金額を請求いたします。 

© 2019 Rocketstaff inc.
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29.お問い合わせ 

ロケットスタッフ株式会社 / RocketStaff inc.

〒154-0034  東京都渋谷区代官山７ - 7 - 7F

HP：http://www.rocketstaff.com

Mail： hello@rocketstaff.com

© 2019 Rocketstaff inc.

広告出稿に関するご相談・ご不明点等がございましたら、 
お気軽に広告担当までお問い合わせください。

�45


