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Windows アプリや Windows Phone アプリのプロモーションと販売の 

ヒント、テクニック、およびツール 

※本書は米国内のみで提供されている “App Promotion 101” の参考訳となります。 

 

アプリのプロモーション  
～初めてガイド～ 
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Windows アプリのエコシステムが急成長を続けるにつれ、アプリ市場の競争がますます激

化しています。今後 1 年間で何百万人ものユーザーが Windows アプリをダウンロードす

ることになるでしょう。マイクロソフトでは、Windows ストアでの最大 80% の収益配分

など、アプリの開発者がこのビジネス チャンスを的確に捉えられるようお手伝いします。 

本書では、Windows アプリと Windows Phone アプリのプロモーションや販売の効率を高

める方法、アプリのダウンロードや評価を促す方法、アプリから収益をあげる方法に関する

ヒント、テクニック、リソースを紹介します。アプリを簡単に見つけてもらえるよう公開前

に決めておくこと、ダウンロード数を増やすためにアプリ公開時に行うプロモーション、ユ

ーザーの関心を公開後も持続させるヒントなど、アプリのプロモーションを成功につなげる

ために必要なことをすべて取り上げます。 
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アプリを見つけやすくする 
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アプリに注意を引き付けます。アプリの公開やプロモーションを行う前に、ま

ずアプリを見つけやすくする方法を考えます。ここでは Windows ストアやア

プリ紹介サイトなどでみなさんのアプリケーションをより注目させるための方

法を紹介します。Windows ストアや Windows Phone ストアでアプリができ

るだけ多くの人の目に留まるように、アプリ ストアを最適化するヒントやテク

ニックを駆使してください。 

アプリを見つけやすくする //  
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名前が重要 

アプリを見つけてダウンロードしてもらう大きな要素の 1 つが、ユーザーの目に留まる名前です。たとえば、

名前に関連キーワードを含めてみます。この方法は実際には役に立たなかったり、不自然に見えることもあ

るので、注意が必要です。アプリに適切な名前を付けることは極めて重要です。 

名前はアプリの個性を表すため、正しく選べば注目を集めやすくなります。 

最適なアプリ名を選択するヒントをいくつか紹介します。 

• 短くする。アプリ名の表示スペースは限られていることが多いため、できるだけ短い名前にします。最大 

265 文字のアプリ名を付けることができますが、あまりに長すぎると最後まで表示されないことがありま

す。 

• 名前の末尾に識別情報を付加しない。複数のアプリを区別する情報を名前の末尾に付けても、見落とされ

る可能性があります (特に名前が長い場合)。つまり、アプリのバージョンが違っても同じものだと考えら

れる可能性があります。やむを得ず識別情報を付加する場合は、ロゴやアプリの画像を変え、バリエーシ

ョンやバージョンを簡単に区別できるようにします。 

• 独創的な名前にする。決めた名前が既に他人に使用されていてもすぐに対応できるよう、異なる名前やバ

リエーションをいくつか考えておきます。既存のアプリと混同しないように、他とは一線を画すアプリ名

にします。 

• 他人が商標登録した名前は使用しない。設定する名前の使用権を確認します。同じ名前が既に商標登録さ

れていて、登録者が商標権侵害を訴えるとその名前は使用できなくなります。アプリ公開後にこの状況が

発覚するとストアから削除されます。再認定を受ける場合、アプリの申請前に、アプリの名前と、アプリ

のコンテンツ全体に出てくるすべての名前を変更しなければなりません。 

 

• 競合アプリと混同される名前は避ける。誤ってユーザーを競合相手に取られては意味がありません。 

アプリを見つけやすくする //  

 
 

名前が重要 // 
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キーワードが鍵 

アプリを提出するときは、常に、アプリに添えるキーワードの効果を考えます。アプリが検索結果に表

示されるかどうかはキーワードによって決まるため、最も効果の高い単語を事前に調べておきます。ま

ず、他社が使っているキーワードを調べます。タイトルに含まれる単語は使用しません。フレーズや複

合語も使用しません。Sensor Tower には、アプリのキーワードについてのヒントが掲載されています。

この Web サイトにはキーワードの順位が表示され、人気のあるアプリにどのようなキーワードが使われ

ているかがわかります。 

アイコンを作る 

きらめく釣りのルアーのように、アプリのアイコンが魅力的であれば、クリック数が増えます。そのた

め、人目を引くアイコンを用意します。アイコンが検索順位に直接影響することはありませんが、アプ

リのタイトル同様、ユーザーが最初に目を留める要素です。アイコンはシンプルにして、アプリ デザ

インとの一貫性を保ちます。文字 (特にアプリ名) は使用しません。プロ意識を持って、人目を引く画

像の作成に力を注げば、大きな成果 (ダウンロード数) につながります。 

Windows ストアでユーザーを引き付けるには、最新の UI スタイルでデザインしたアイコンが最も効果

的です。クリップアート スタイルのアイコンはお勧めしません。簡単で低コストのデザインを採用する

には、Elance や 99 Designs などが役に立ちます。これらのサイトでは、才能のあるフリーランスのネ

ットワークを利用できます。グラフィックスに関するヒントについては、「アプリ画像の選択」を確認し

てください。 

正しく分類する 

アプリを適切なカテゴリとサブカテゴリに含めると、ユーザーはアプリを探したり理解するのが容易になり

ます。このためアプリを最も適切に表すカテゴリを選びます。そのカテゴリにさらに当てはまるサブカテゴ

リがあれば、それを選びます。アプリは、1 つのカテゴリ (サブカテゴリ) にしか掲載されません。詳しくは、

「カテゴリとサブカテゴリの選択」を確認してください。 

キーワードが鍵 // 

アイコンを作る // 

正しく分類する // 

アプリを見つけやすくする//  

https://sensortower.com/
http://www.elance.com/
http://99designs.com/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh846296.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694073.aspx
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説明と 

スクリーンショット // 

説明とスクリーンショット 

 

 

 

  

 l  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

アプリを見つけやすくする//  

   

 

アプリのプロファイルを紹介するページがアプリの成功を左右することがあります。ユーザーは、通常、このページ

にはあまり時間をかけないので、説明を簡潔にまとめ、最適なスクリーンショットを用意することで、ユーザーの注

目を集めダウンロード数を増やすことができます。説明冒頭の数行で好奇心をかきたて、興味を引くことができれ

ば、続きを読んでもらえるでしょう。 

 

スクリーンショットのヒント:アプリのスクリーンショットを何も考えず無作為にアップロードするのはやめましょ

う。アプリの動きを的確に示すスクリーンショットを選び、アプリの価値やメリットがユーザーに伝わるようにしま

す。 

 アプリを最も的確に表したスクリーンショットを複数アップロードします。最初のスクリーンショットにはア

プリを最も的確に表すと考えられる画像を選びます。このスクリーンショットは、Windows ストアでアプリを

紹介する際に使用される可能性があります。アプリの内容がひと目でわかり、品質やブランドが伝わるよう細

心の注意を払います。 

 他のスクリーンショットもすべてアプリから直接取り出し、手を加えたり、編集するのは避けます。ユーザー

が普通の使い方をしている状況で、アプリの動作がわかるものにします。アプリの UI の流れや、ユーザーが

目にする主な画面や要素が伝わるようにします。 

 Microsoft Visual Studio には、アプリのスクリーンショットをキャプチャするのに役立つツールが用意されて

います。 

推奨: 推奨: 非推奨: 

https://build.windowsstore.com/apppromotion/createapitch
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市場を選ぶ 

Windows ストアは、全世界の 200 を超える国と地域で利用されています。アプリを販売する市場を目的

に応じて選択することができます。ただし、市場によってアプリに関する規則や規制が異なることがあるた

め、適切な選択を行うよう注意します。 

うわさを広める 

アプリが検索されるようになるには、口コミやユーザー レビューが欠かせません。本質的なものでなくて

も肯定的であれば、ダウンロードされる可能性が高くなります。レビューを受け入れやすく、ユーザーから

も簡単にレビューを送れるようにアプリを設計し、ユーザーからのレビューをうまく利用すれば、ダウンロ

ード数が増える確率が上がります。うわさが広がり、アプリの評価が上がれば、検索結果を評価順に並べ替

えても上位に表示されるようになります。 

評価を得る 

ユーザーの間にうわさが広まることは、最も有効で身近な手段です。これを促す方法として、ユーザーのレ

ビューを依頼することができます。アプリを利用しているユーザーとそのユーザーの利用頻度を追跡できる

ので、よく使っていて好意的な意見をくれそうなユーザーを見つけることができます。たとえば、アプリを 

5 回起動したユーザーに簡単なレビューを依頼するようにします。これには、Windows 8 アプリ用と 

Windows Phone 用の既成のコードを利用できます。 

 

レビューを依頼する場合のヒント 

• ユーザーが作業を中断する時間を短くする 

• アプリの使用を感謝する 

• 評価方法を簡単にする 

• レビューが終わるまで繰り返し依頼する 

• 完了したらお礼を伝え、ソーシャルネットワークでの 

       宣伝をお願いする 

アプリ プロモーションキットにはアプリ評価用バナーテンプ

レートを含めています。 

 

市場を選ぶ // 

うわさを広める // 

評価を得る // 

アプリを見つけやすくする // 

     

     

http://blogs.msdn.com/b/belux/archive/2013/08/30/getting-more-downloads-for-your-windows-store-app.aspx
http://www.hoekstraonline.net/2013/01/12/how-to-increase-your-ratings-with-windows-phone/
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特典を 

用意する // 

称賛と批判 // 

建設的な 

批判 // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリを見つけやすくする //  

特典を用意する 

評価やレビューを受け取る簡単な方法はインセンティブを用意することです。つまり、アプリを評価したユーザーに特

典を提供します。アプリを評価したユーザーだけが「特別に」手に入るポイント、通貨、レベルアップ、新たなコンテ

ンツなどを用意することを検討します。 

称賛は公に、批判は個人的に 

不満を持つユーザーのニーズに対応して、Windows ストアで批判的な意見が公開されないようにします。「フィードバ

ックを送信する」オプションと「いいね! を送る」オプションをアプリに用意することを考えます。「フィードバックを

送信する」オプションでは見た目をレビューのようにして、電子メールが直接開発者に送信されるようにします。「い

いね! を送る」オプションでは、アプリ ストアにユーザーを誘導し、好意的なレビューが公開されるようにします。 

建設的批判を受け入れる 

批判的な意見を無視したり、拒絶しないようにします。ユーザーからの意見を真剣に受け止め、定期更新で意見

を取り入れ、Windows ストアで高い評価を維持するように努めます。 
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アプリ公開後のプロモーション 
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アプリ公開後のプロモーション //  

アプリを見つけやすくし、Windows ストアに公開したら、次はアプリがダウン

ロードされるようにします。アプリ開発者やアプリ ビジネスの多くが陥りやすい

落とし穴は、ターゲット層を設定しないままアプリを公開することです。アプリ

のプロモーション チャネルはたくさんありますが、一般に、ペイド(Paid)メディ

ア、オウンド(Owned)メディア、アーンド(Earned)メディアの 3 つに分類され

ます。ここからは、目標実現に向けてアプリのプロモーション キャンペーンを独

自に構築できる各種メディアについて取り上げます。 
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ペイド 

メディア 
 

 

アプリ公開後のプロモーション //  

ペイドメディアには、テレビ コマーシャル、ラジオ、印刷広告以外に、Web サイ

ト、アプリ、ポスター、電子メールに添えられる表示メディアなどがあります。 
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デジタル メディア 

デジタル メディアで最もよく使われるのは、有料の表示広告や検索広告です。表示広告とは、バナー、テキ

スト (コピー)、ロゴ、写真、画像などの広告を、公開される Web サイトの記事の中や隣に表示するもので

す。検索エンジン マーケティング (SEM) とは、Bing、Yahoo、Google といった検索エンジンの結果ペー

ジへの Web サイトの表示率を上げてプロモーションを行うことです。 

予算があれば、デジタル メディアは、アプリの認知度を上げ、ダウンロード数を増やす効果的なマーケティ

ング手法です。有料デジタル メディアの課金方法には、一般的に、表示回数連動型 (ペイパービュー/ディス

プレイ/CPM) とクリック数連動型 (ペイパーパフォーマンス/CPC) があります。どちらを選ぶかはコンテン

ツの注目度によります。広告やプロモーション チャネルのクリックスルー率が高ければ、CPC の方が効果が

上がりますが、それほど高くなければ料金を正確に把握できる CPM の方が安全です。時間とリソースに余裕

があれば、試してみるのが一番です。 

はじめに 

数多くのアプリ広告サービスやモバイル広告サービスがありますが、これまでの経験から信頼性が最も高

く、リソース効率が高いのは、Facebook (下記詳細)、Tapjoy、および Google AdMob です。いずれも

アプリのインストールに応じた課金方法をとっているため、一定数ダウンロードされたときの予算を簡単

に予測、計画できます。マイクロソフトは Ads in Apps を提供しています。広告主は、広告がより多くの

ユーザーの目に留まるように、このアプリ内広告を利用できます。 

マイクロソフトは、バナー広告のテンプレートを複数用意しています。アプリのスクリーンショットやコピ

ーをテンプレートにドロップするだけで準備完了です。バナー広告テンプレートについてはこちらをご覧く

ださい。 

アプリ公開後のプロモーション //  

ペイドメディア // 

デジタル メディア 

はじめに 

https://www.facebook.com/advertising/
http://advertisers.tapjoy.com/
http://www.google.com/ads/admob/
http://adsinapps.microsoft.com/ja-jp
https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/banner_set1.zip
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大手サイトを利用する 

予算があれば、Facebook でスポンサーを募ってアプリのプロモーションを行うことを考えます。ターゲッ

ト層を具体的に絞ることも、幅広いユーザーの目に留まる広告をニュース フィードに組み込むこともできま

す。アプリ利用者の友達の目に留まれば、アプリをダウンロードするきっかけになります。Facebook での

アプリのプロモーションは高額なモバイル広告サービスですが、アプリを実際に操作する可能性の高い良質

なユーザーにアクセスできます。 

古き良き媒体 

古くからある広告媒体も利用できます。広告看板、ポスター、(アプリにリンクする QR コードなどを印刷し

た) ステッカー、ラジオ コマーシャル、新聞広告などは、その有効性から今でも利用されています。予算に

余裕があれば、テレビ コマーシャルも有効です。 

本書では、独自のアプリのプロモーションに必要なあらゆるツールを紹介していますが、アプリのマーケテ

ィング専門の代理店に依頼することも可能です。近くの広告代理店は、インターネットで手軽に検索できま

す。たとえば、「世界のアプリ マーケティング代理店のトップ 10」なども便利です。 

アプリ公開後のプロモーション //  

ペイドメディア// 

大手サイトを利用する 

古き良き媒体 

https://www.facebook.com/advertising/
http://mobile-app-marketing-company.bwdaratings.com/best-mobile-app-marketing-companies
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アプリ公開後のプロモーション //  

オウンド 

メディア 
 

 

オウンドメディアとは、自社または自社ブランドで所有、管理している Web サイト、

アプリ、モバイル サイト、Facebook ページ、Twitter アカウント、ブログなどを指し

ます。 
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ソーシャル メディア 
毎日何万人ものユーザーが、Facebook の投稿、Twitter のツイート、Google+ の共有、Pinterest のピンなどから新し

いアプリを見つけて、利用しています。そのため、ユーザーベースを拡大するマーケティング手法として、ソーシャル 

メディアに注目することが非常に重要です。 

行動は慎重に 

ソーシャル メディアをプロモーションに利用する前に、Windows ストアや Windows Phone アプリのレビュー以外に、

技術ブログ、アプリのレビュー サイト、Twitter、Facebook などでのユーザーの声に耳を傾けるようにします。

HootSuite や TweetDeck のようなツールを使うと、ソーシャル メディアへのメッセージ自動書き込みや、ストアの更

新情報の監視が可能です。Facebook のスレッドにコメントを書き込んで、これらのツールを試してみてください。ソー

シャル サイトでの話題や、だれがだれに影響を与えているかなどを事前に確認します。 

うわさを広める 

Facebook ページや Twitter を使って、アプリの更新情報、内部情報、特典をユーザーに知らせます。アプリの最も魅力

的なメリットを特集し、関連性が高く、フォロワーがシェアしたくなるおもしろい情報や写真を投稿します。ユーザーか

らアプリの改善に関する質問を受け、ユーザーとかかわりを持ち、ユーザーの意見を尊重していることを示します。

Windows Phone アプリには #WP8 を、Windows アプリには #Windows8 をハッシュ タグとして使用します。 

#app を使用すると、おもしろく、新しいアプリを探しているユーザーを広い範囲から見つけることができます。 

タイムリーかつ正直に 

ソーシャル メディアで重要な点は対話を適切に続けることです。頻繁に投稿し、人々の興味を絶やさないようにして、

タイムリーで、信頼性の高い会話を心掛けます。ブログ、Twitter、Facebook のタイムラインは、最新の投稿がおも

しろいかどうかで決まります。人間味のある書き込みが重要です。更新のお知らせやフィードバックのお願いでかかわ

りを保ちます。ユーザーからの問い合わせには必ず返信します。さらに、返信には署名します。投稿で毎回行動を促す

ような呼びかけを行うことは避けます。アプリに魅力的な価値提案があれば、呼びかけなくてもユーザーとのかかわり

を維持できます。ユーザーに問い掛けるときは簡潔な対話から始めるように心掛けます。うまく問い掛ければ、ユーザ

ーのニーズやアプリの最適な改善方法が明らかになることもあります。 

  

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア// 

ソーシャル メディア 

行動は慎重に 

うわさを広める 

タイムリーかつ正直に 

https://hootsuite.com/
http://tweetdeck.com/
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インディーズ バンドのように 

長年のロック愛好家兼 Wordament 開発者の John Thornton は、「うわさを広めるには、インディーズ

バンドのように自身で行動を起こさなければならない。何もしなければアプリが利用されることはない」

と話しています。友達、家族、同僚を募り、アプリのダウンロードや評価を依頼し、Facebook、

Twitter、さらにはアナログの世界でもうわさを広めてもらいます。追跡可能な bit.ly や QR コードを使

ってソーシャル メディアでのマーケティング活動に結び付け、アプリのファンとのつながりを保ちます。 

• アプリのポスターやステッカーを作成し、壁、ノート パソコン、バーなど、ターゲット層の目に留まる場

所に貼り付けます。 

• 枚数限定の T シャツを企画して一番のファンに贈ります。そうすれば、そのユーザーが歩く広告塔になり

ます。 

• 影響力の大きいアプリ ブロガーに売り込み、ブログを執筆するに値する理由を示します。 

グループに協力を求める 

何百万人ものユーザー確保に時間や資金をすべてつぎ込んでもかまいませんが、影響力があり、積極的にう

わさを広めてくれる少人数のグループに協力を要請することを考えます。アプリを気に入り、積極的に話題

にする核となるチームを結成できれば、アプリのアンバサダー グループが順調に作り上げられていきます。

また、アプリのうわさを広めるモチベーションを用意できれば、最小限の投資でも、アプリ アンバサダーの

売り込みが長期間続きます。 

• アプリ アンバサダーの最新のリストを作成し、時間の経過とともに増やしていきます。 

• コンテストを企画してモチベーションを上げます (「10 人の友達とアプリを共有すると、ポイントを無料

でプレゼント」など)。 

• 影響力のあるユーザーには、内部情報やソーシャル メディアにおける栄誉を贈ります (ピザの無料進呈で

もかまいません)。 

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア// 

インディーズ バンドのように 

グループに協力を求める 

https://bitly.com/
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話題を呼ぶ 

人々は、絶え間なく続く広告、ツイート、ステータス更新に参っています。この状況から見えてくるのは、

このような騒音をかいくぐってユーザーの注目を集める方法を見つけ出す必要があるということです。その

ためには、ただ叫ぶのではなく、なんらかの形でユーザーの目を引く行動を起こします。ユーザーがアプリ

の存在に気付き始めたら、驚くような小道具やたくさんの商品 (ステッカー、T シャツ、ポスターなど、頭

に浮かぶものなら何でも) を用意して、大きな旋風を巻き起こします。 

• 数量限定でアプリを無料進呈し、ダウンロード数やレビュー数を大きく増やします。 

• ファンが競争する様子やユニークな方法でアプリを使用する様子を映した動画を募る YouTube コンテス

トを開催します。 

• アプリを主役に開発者と直接面談するイベントや大会に熱心なファンを招待します。 

推薦、広報、共有、オーガニック検索のトラフィック、ニュース記事を通じて話題が広がることが最も強

力なメディアです。これは、料金を支払って手に入れたという理由ではなく、製品が優れている、その製

品を探している人物がいるといった理由で広がるプロモーション活動です。マーケティングの理想形は口

コミです。アプリの優れた点が口伝てに広がることで、信頼性が高まります。これは無料メディアと呼ば

れる魅力的なメディアで、費用をかけずにダウンロード数を増やす優れた手段です。 

世論に耳を傾ける 

機運が高まっているときは、アプリに関する評判に絶えず耳を傾けることが重要です。批判を受け入

れ、アプリの強化に生かします。攻撃に対する寛大な態度は、悪態をついて失う数よりも多くのフォ

ロワーを得ます。否定的なレビューを立て続けに受け取ったら、熱心なファンに Windows ストアで

のアプリの評価をお願いし、バランスをとります。 

• Facebook ページに関する情報を追跡するには、Facebook インサイトを使用します。 

• ソーシャル メディアで話題になった回数を追跡し、影響力を持つユーザーとのかかわりを持つには、

HootSuite を使用します。 

• アプリに関するニュース、会話、トレンドの上位を占めるには、Social Mention を使用します。 

• アプリのパフォーマンスを分析するには、MarkedUp を使用します。 

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア// 

話題を呼ぶ 

世論に耳を傾ける 

https://www.facebook.com/insights/
https://hootsuite.com/
http://www.socialmention.com/
https://markedup.com/
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推奨事項: 

• 人間らしく、魅力的で、正直に、信頼性のある、友好的なトーンで書き込みます。 

• 自己宣伝のようなツイートや Facebook のアップデートは控えます。80/20 ルールに則り、80% はかわ

いい猫や業界のうわさについて話し、すばらしいアプリの話は 20% に抑えます。 

• 人はニュースを最初にシェアすることを好みます。アプリのベータ版や初公開についての情報を友達に送

ると、その友達は自分が大切にされていると感じ、このアプリについて喜んで世の中に広めてくれるでし

ょう。 

• アプリを簡単にシェアできるようにします。ワンクリックで自動的にリツイートや Facebook アップデー

トがシェアされるようにします。 

• アプリの製造過程の画像や動画をシェアし、開発プロジェクトにずっと携わってきたような感覚をユーザ

ーに与えます。 

• アプリについての意見を集めるときは、自分で見つけたコメントだけでなく、ソーシャル メディアで明ら

かに自分に向けられているコメントや質問 (例: メンションやダイレクト メッセージ) にも積極的に対応し

ます。 

• シェアや会話が広がり、魅力的で話題性のある質問を投げかけます。 

注意事項: 

• 味気なく、セールスを匂わせるような、退屈なことばは使わないようにします。 

• 専門用語や小難しい技術用語は使わないようにします。読み手を意識します。アプリの利用者も読者の一

部と考え、だれもが理解できることばで話しかけます。 

 

 

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア // 

ソーシャル メディアの 

ベスト プラクティス 



 

 アプリのプロモーション  21 

Twitter 限定 

推奨事項: 

• ツイートは 140 文字を超えないようにします。 

• 必要に応じてハッシュ タグを使用します (たとえば、トレンディング関連のハッシュ タグは、ツイートの

リーチ範囲を現状のフォロワーを超えて拡張するのに有効な方法です)。 

• 画像や動画を添付します。 

• 常にリンクを含めます。 

• アプリのうわさを広めてくれたフォロワーへのお礼、あいさつを返します (たとえば、「素敵なフォロワー

の皆様、今週はどうもありがとうございました。@twitteruser99 #FF」と金曜日にフォローします)。 

注意事項: 

• 140 文字すべてを使ったツイートは避けます。他のユーザーがリツイートして、新たなコメントを追加で

きるだけの文字数を残しておきます (目安としては少なくとも 15 ～ 20 文字残しておきます)。 

• 特定のことばを強調するのにすべて大文字にするのは避けます。スパムのように見えがちです。 

 

 

アプリ公開後のプロモーション //  
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Facebook 限定 

推奨事項: 

• 近況のアップデートは見出しがすべてです。人々は本文ではなく見出しを読みます。人々を引き付ける見

出しを使います。 

• 画像や動画を使います (Facebook のニュース フィードのアルゴリズムは近況のアップデートよりも画像

や動画を優先します。人々は近況のアップデートに並ぶテキストよりも画像や動画に魅力を感じます)。 

• 自身の Facebook ページの近況のアップデートにターゲティング フィルターを設定します (Facebook で

は、ページ管理者が具体的なターゲット層に対象を絞り込む条件を設定できます)。 

• Facebook の投票機能を使用してクエスチョンを投げかけ、ファン数を増やします。 

注意事項: 

• 投稿が多すぎて、ファンを困らせないようにします (80/20 ルールに従います)。1 時間ごとでも、1 日ご

とでも、アップデートが多すぎて不快に感じ始めたら、ファンをやめる人が増え始めます。Facebook ペ

ージを Twitter アカウントのように使わないようにします。 

• Facebook の近況アップデートに多くの情報を詰め込まないようにします。ティザーやエンゲージメント

のクエスチョンを投げかける場合でも、短く、簡潔で、目に留まるよう心がけます。 

アプリ公開後のプロモーション //  
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告知する 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   

    

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア // 

告知する 

 

ロゴを使用する 

新しいアプリは、自社の Web サイト、ブログ、Facebook 

ページで大きく人目を引きつける告知が必要です。そのた

め、マイクロソフトでは、アプリの告知に使用する電子メー

ル告知テンプレートをいくつか用意しています。このテンプ

レートに美しいスクリーンショットと説得力のある告知文を

添えて、友達、家族や熱心なファンに送ります。こちらの電

子メール テンプレートを参照してください。 

リンクを用意する 

新しいアプリをユーザーが簡単に見つけられるように、アプリを一覧する Windows ストアや Web 上のペ

ージにアプリへのリンクを用意します。用意したリンクは、電子メールの署名に添えたり、ツイートした

り、リンクを QR コードにしたりして広めます。また、Facebook ページの作成も考えます。リンクの効果

について、しっかりと理解してください。リンクを作成するときは、Windows ストアや Windows Phone 

ストアで認可を受けたことを示すバッジを使用するようにします。 

ロゴを使用する 

アプリのプロモーションを行い、アプリの信頼性を示すために、マイクロソフトが用意したロゴを使用し

ます。アプリ プロモーション キットのマイクロソフトが用意したロゴにアクセスして、ダウンロードして

ください。※日本語版はこちらからダウンロードできます。 

リンクを用意する 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/email_templates.zip
https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/email_templates.zip
https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/windows_badges.zip
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/jj670536.aspx
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名刺を作る 

名刺はビジネス (アプリ) のプロモーションに利用できる確かな手段の 1 つです。マイクロソフトでは、名刺を作成する

アプリ開発者のために名刺テンプレートを用意しています。このテンプレートに開発者の名前とアプリの情報を加えて、

近くの印刷会社に持ち込むか、Vista Print や MOO Cards で印刷し、機会を捉えて配ります。 

 

モバイル/レスポンシブ Web サイト 

モバイル Web サイトをまだ用意していなければ、アプリのプロモーション効果を上げるためにも作成する必要があ

ります。モバイル Web サイトは 3 つの主要フォーム ファクターとして、携帯電話/スマートフォン、画面サイズが 

7 ～10 インチのタブレット、12 インチ以上の PC に対応するのが理想的です。すべてのアプリにはモバイル Web 

サイトが必要です。また、すべての Web サイトはモバイル対応にする必要があります。既にモバイル Web サイト

があれば、そこでアプリのプロモーションを行います。成功しているモバイル アプリ Web サイトの大半は、そこで

特集しているコンテンツを Facebook、Twitter、Windows ストアのページにリンクしています。コンテンツをリン

クしておくと、利用者どうしのシェア、ツイート、いいね! によってコンテンツの話題が盛り上がります。 

ティザーで利用者を募る 

アプリの Web サイトにティザーを作成し、アプリ公開時まで最新情報の受け取りを希望する利用者の電子メール アド

レス登録を募ります。アプリに関心がある人々のデータベースを作成するのは優れた方法です。このデータベースを利用

して、アプリの公開情報や今後作成予定のアプリについての情報を絶えず提供するようにします。 

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア // 

名刺を作る 

モバイル/レスポンシブ Web サイト 

ティザーで利用者を募る  

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/%20businesscards.pptx
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検索エンジン最適化(SEO) 

検索エンジン最適化 (SEO) とは、サイトへのトラフィックやストアのアプリへの直接のトラフィックを

増やすように最も効果的なキーワードの組み合わせを使用することです。ストアの検索エンジンが見つけ

やすいアプリ名、タイトル、キーワードを選ぶことが重要です。ストア向けにアプリのキーワードを最適

化する考え方については、appstorerankings.net を参照してください。ここでは、キーワードの評価、

各キーワードによるアプリ検索の難しさなどが示されています。また、Bing には Web サイトの最適化を

支援するツールが 2 つあります。SEO Reports により、ページ レベルで最も一般的な SEO 推奨事項へ

の対応を開始できます。SEO Analyzer は、運用中に 1 つのページをスキャンし、数秒以内に SEO レポ

ートを準備するオンデマンド ツールです。このツールはすぐに使用でき、サイトのすべてのページに好み

の頻度で使用できます。 

サード パーティ サイトに登録する 

サード パーティ サイトにアプリを投稿すると、製品を紹介できるだけでなく、検索エンジンで見つかり

やすくなる効果もあります。以下のようなサード パーティ サイトへの投稿を検討します。 

CNET.com 

Softpedia.com 

AppSmarts.com 

Downloadplex.com 

Greatwindowsapps.com 

Win8review.com 

Appslooker.com 

PreApps.com 

reddit コミュニティに登録し、subreddit (Windows Phone、WPDev、Windows 8.1 

Apps など) にアプリを投稿します。 

 

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア // 

検索エンジン最適化(SEO)  

サード パーティに登録する 

http://appstorerankings.net/
http://www.bing.com/webmaster/help/using-seo-reports-ab700d09
http://www.bing.com/webmaster/help/using-seo-reports-ab700d09
http://www.bing.com/webmaster/help/seo-analyzer-97615e21
http://www.cnet.com/
http://softpedia.com/
http://appsmarts.com/
http://downloadplex.com/
http://greatwindowsapps.com/
http://win8review.com/
http://appslooker.com/
http://preapps.com/
http://www.reddit.com/r/windowsphone/
http://www.reddit.com/r/WPDev/
http://www.reddit.com/r/windowsapps/
http://www.reddit.com/r/windowsapps/
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魅了する 

アプリのチャーム機能や、ソーシャル ネットワークでユーザーがアプリを簡単にシェアできるリンクは、常

に有効にします。シェアするテキストにはアプリ名と説明を示すようにします。  

アプリ公開後のプロモーション //  

オウンドメディア // 

魅了する 
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アーンドメディア 
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マスコミの力 

自身で行う PR は、実際にはそれほど難しくありません。告知するときは、利用者の立場になって考え、

どのような機能があり、どのようなメリットがあるかに重点をおきます。作成した告知文は、(最低でも 

5,000 人以上の読者がいる) さまざまな報道機関、ブロガー、ライター、レビュー サイトに送ります 。 

• Mashable、Techcrunch、Business Insider、Entrepreneur など、テクノロジを扱う多くのニュース 

サイトには、アプリの告知を送付できる連絡先があります。気に入って貰えれば、アプリについての記

事が無料で掲載されます。  

• また、PRWeb や Marketwired のようなオンライン サービスも使用してみます。 

アプリ を Preapps.com、appadvice.com、appstorm.net、148apps.com などのレビュー専門セクシ

ョンを持つ Web サイトに投稿します。これらの Web サイトにはたくさんの投稿が寄せられるので採用

は若干難しいかもしれませんが、採用されれば高い露出効果が得られます。  

アプリ公開後のプロモーション //  

アーンドメディア // 

マスコミの力 

http://www.prweb.com/
http://www.marketwired.com/
http://preapps.com/
http://appadvice.com/
http://appstorm.net/
http://148apps.com/
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グローバル市場向け設計 
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グローバル市場向け設計// 

 

 

 

Windows は、全世界の幅広い市場で、文化、地域、言語の異なる消費者が使用して

います。アプリ設計時はガイドラインに従って、世界中のできる限り多くのユーザー

にアプリを手に取ってもらえるようにします。 
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世界に打って出る  

自国の言語や文化だけにこだわらないようにします。広範なユーザーや市場向けにアプリをグローバル化し

てから、具体的対象を絞ってローカライズします。グローバル化については、マイクロソフトの「アプリを

グローバル化するためのガイドラインおよびチェックリスト」を参照してください。 

受け入れやすくする 

だれでも使用できるアプリにします。次のヒントに従い、できるだけ多くのユーザーがアプリを使用でき

るようにします。 

• 技術的な専門用語、略語、頭字語を使用しない 

• ある文化固有の文字や画像を使用しない 

• 数値、名前、住所はグローバル市場に合わせて適切に表示する 

その他のヒントについては、「世界市場向けの設計」を参照してください。 

グローバル市場向け設計// 

世界に打って出る // 

受け入れやすく

する // 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh969150.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh969150.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh465405.aspx
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アプリのプロモーション  

チェックリスト 
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アプリのプロモーション チェックリスト // 

アプリを見つけやすくする 

□ アプリの名前は短く、覚えやすいものにする 

□ 目を引くアイコンを作成する 

□ 適切なキーワードを作成する 

□ SEO にキーワードを最大限に活かす 

□ アプリに説得力のある説明を付ける 

□ アプリの価値やメリットを強調する説明と、最

適なスクリーンショットを組み合わせる 

□ アプリにとって最適なカテゴリやサブカテゴリ

を選ぶ 

□ ユーザー レビューにつながる計画を立てる  

□ ユーザー レビューの気運を高める 

□ 否定的意見用の「フィードバックを送信」オプ

ションや肯定的意見用の「いいね! を送る」オ

プションを用意する 

□ ユーザーからのフィードバックを真剣に受け止

め、アプリの評価が上がるよう努める 

 

 

 

 

 

アプリ公開後のプロモーション 

□ Windows ストア、Windows Phone ストア、アプ

リ プロモーション キットで認定されるロゴを使う。 

□ アプリのプロモーションに無料ツールやサードパー

ティ サイトを活用する 

□ 既成のバナー広告テンプレートを使用して、アプリ

のバナー広告を作成する 

□ 戦略上ターゲットになるサイトに広告を出す 

□ Web サイト、Facebook ページ、Twitter アカウン

ト、ブログを使用してアプリ独自の情報発信源を作

成する  

□ 更新情報を送るユーザーのデータベースを作成する 

□ ユーザーにアプリを評価やシェアを促すプロモーシ

ョンを行う  

□ Facebook でスポンサーを募ってアプリのプロモー

ションを行うことを考える  

□ Facebook、Google+、Pinterest、Twitter、および

関連ツール (HootSuite や TweetDeck など) を監視、

投稿、使用してソーシャル メディアを活用する 

□ 知り合いにアプリのダウンロードとレビューを依頼

し、うわさを広める 

□ うわさ広めるアンバサダー チームを結成する。 

□ 潜在ユーザーとかかわりを持つ方法は既成概念

にとらわれない 

□ アプリの一覧ページにリンクする QR コードを

記載した名刺を配る 

□ アプリ用のレスポンシブ Web サイトを作成し

てモバイル対応にする 

□ ティザーを作成し、情報を最初に入手できるこ

とを約束して、電子メール アドレスを集める 

□ チャーム機能を使ってシェアできるようにする 

□ プレス リリースを書いて配信する 

□ レビュー Web サイトに無料レビューを求める 

グローバル市場向け設計 

□ アプリをグローバル化するガイドラインやチェ

ックリストを調べる 

□ 広範な利用者を獲得するためにアプリをグロー

バル化する計画を立てる  

□ アプリを公開する市場を決定する  

□ 決定した市場を対象にアプリをローカライズす

る方法を決める 

□ グローバル市場では意味の通じない文字や記号

を使用しないで、アプリを受け入れやすくする 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/banner_set1.zip
https://hootsuite.com/
http://tweetdeck.com/
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テンプレートとリソース 
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バナー広告 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

これから紹介するバナー広告テンプレートは、新しい

アプリの魅力を引き出し、これを目にしたユーザー

が Windows ストアや Windows Phone ストアのア

プリ ページにアクセスして、アプリをダウンロード

したくなるように設計しました。テンプレートの標

準サイズは、300 x 250、728 x 90、160 x 600、

300 x 600 (Windows ストア)、および 320 x 50 

(Windows Phone ストア) です。したがって、ほと

んどのページに対応するバナー広告を簡単に作成で

きます。 

すべてのバナー広告テンプレートは、App 

Marketing Kit フォルダーに収容されています。 

バナーを編集するには、Adobe Photoshop が

必要です。 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html?kw=semgeneric&sdid=JTGIR&skwcid=AL!3085!3!29870504778!b!!g!!adobe%20photoshop&ef_id=UnFVEAAAAB-hPexT:20131031180003:s
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バナー広告 // テンプレート Set_1 

Windows ストア テンプレート:  

Set_1 

このテンプレートはアプリ独自のユニークな点に注

目を集めることを目的として、ゲームのグラフィッ

クスや細かいエクスペリエンスを強調し、目立たせ

ます。 

このテンプレートをダウンロードする 

スクリーンショット 

緑色のスクリーンショット領域には、アプリ実行中のスク

リーンショットを表示します。アプリを理解しやすく、利

用者にとっての価値やメリットが伝わるスクリーンショッ

トを使用します。 

アプリ アイコン 

ピンクのアプリ アイコン領域には、アプリのアイコンを

表示します。 

728 x 90 

300 x 250 

160 x 600 300 x 600 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/banner_set1.zip
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バナー広告 // テンプレート Set_1 

Windows ストア テンプレート:  

Set_1 例 

 

 

  

728 x 90

  300 x 600 

300 x 250 

160 x 600 300 x 600 
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バナー広告 // テンプレート Set_2 

Windows ストア テンプレート: 

Set_2 

このテンプレートは、アプリのスクリーンショット

表示領域の隣にアプリ アイコンを目立つように配置

します。このテンプレートには、ユーザーがアプリ

のエクスペリエンスとアイコンを関連付けやすくな

るメリットがあります。 

このテンプレートをダウンロードする 

スクリーンショット 

緑色のスクリーンショット領域には、アプリ実行中のスク

リーンショットを表示します。アプリを理解しやすく、利

用者にとっての価値やメリットが伝わるスクリーンショッ

トを使用します。 

アプリ アイコン 

ピンクのアプリ アイコン領域には、アプリのアイコンを

表示します。 

160 x 600 300 x 600 

728 x 90 

300 x 250 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/banner_set2.zip
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バナー広告 // テンプレート Set_2 

Windows ストア テンプレート:  

Set_2 例 

 

 

  

728 x 90 

300 x 250 

160 x 600 300 x 600 
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バナー広告 // テンプレート Set_3 

Windows ストア テンプレート: 

Set_3 

このテンプレートは、アプリをシンプルに表します。

ユーザーがアプリのユーザー インターフェイスを明

確に把握できるように、アプリのデザインとレイア

ウトの相対的な視点に重点をおきます。 

このテンプレートをダウンロードする 

スクリーンショット 

緑色のスクリーンショット領域には、アプリ実行中のスク

リーンショットを表示します。アプリを理解しやすく、利

用者にとっての価値やメリットが伝わるスクリーンショッ

トを使用します。 

728 x 90 

300 x 250 

160 x 600 300 x 600 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/banner_set3.zip
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バナー広告 // テンプレート Set_3 

Windows ストア テンプレート:  

Set_3 例 

 

 

728 x 90 

300 x 250 

160 x 600 300 x 600 
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バナー広告 // Phone 

Windows Phone ストア  

テンプレート: 

 Set_1   

320 x 50 例 

 Set_2   

320 x 50 例 

 Set_3   

320 x 50 例 

 

スクリーンショット 

緑色のスクリーンショット領域には、アプリ実行中のスク

リーンショットを表示します。アプリを理解しやすく、利

用者にとっての価値やメリットが伝わるスクリーンショッ

トを使用します。 

アプリ アイコン 

ピンクのアプリ アイコン領域には、アプリのアイコンを表

示します。 



 

 アプリのプロモーション  43 

バナー広告 // 配置 

320 x 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320 x 50 のバナー広告のアプリ表示例 
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電子メール 
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電子メール // テンプレート 

アプリ告知  

電子メール テンプレート 

アプリ公開の告知には、こちらの電子メール テンプレ

ートを使用します。アプリ市場で影響力のあるユーザー 

(ブロガー、ジャーナリストなど) の電子メール アドレ

スが手元にあれば理想的ですが、そうでなくてもまだ遅

くはありません。影響力のあるブロガーのフォローを始

め、コメントを投稿し、業界で認知されるよう自身の名

前を広めてください。その後、連絡先を入手したすべて

の人に新しいアプリを告知する説得力のある電子メール

を送ります。 

電子メールのテンプレートをダウンロードする 

 

 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/email_templates.zip
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社内開発したアプリは、ここに会社のロゴを表示します。 

アプリ アイコン 

ここにアプリ アイコンを配置します。リード スクリーン

ショットにそぐわないものや、溶け込んでしまうものは避

けます。 

見出し 

この目立つスペースにアプリの名前を表示します。「お知

らせ」を頭に付け、アプリ名を続けます。名前だけでわか

るようなら、「お知らせ」はなくてもかまいません。 

説明 

少し時間をかけて、短く (3 行以下)、それでいて印象的か

つ刺激的な説明文を考えます。アプリのメリットをまとめ

た、目に留まる見出しを冒頭に置きます。最初の文章で

人々を魅了し、続けてアプリのメリットを実証して、アプ

リをダウンロードしたいと思えるような表現を考えてくだ

さい。 

アプリの告知をユーザーがソーシャル ネット

ワークでシェアできるよう、ソーシャル アイ

コンを用意します。 

このスペースに、最も鮮やかなアプリのベス

ト スクリーンショットを配置します。目を引

くだけでなく、アプリの価値やメリットが伝

わるスクリーンショットが理想です。 

App Marketing Kit で提供され、Windows 

ストアで認可を受けたアプリであることを示

すボタンの 1 つを配置して、Windows スト

アのアプリ ページに誘導します。 

社内開発したアプリの場合、告知電子メール

の「社内専用」版を作成し、このスペースで

アプリをダウンロード、シェア、評価するよ

う社員に直接支援を求めます。 

アプリのスクリーンショットを無作為に選

び、掲載することはしないでください。アプ

リのメリットが伝わる理想的かつ説得力のあ

る美しいスクリーンショットを時間をかけて

選びます。 

法的表明 

作成物を保護します。 

電子メール //社内向けテンプレート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社のロゴ 
ソーシャルのシェア ボタン 

リード スクリーンショット 

Windows ストア ボタン 

社内向けメッセージ 

サポート スクリーンショット 
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社内開発したアプリは、ここに会社のロゴを表示します。 

アプリ アイコン 

ここにアプリ アイコンを配置します。リード スクリーン

ショットにそぐわないものや、溶け込んでしまうものは避

けます。 

見出し 

この目立つスペースにアプリの名前を表示します。「お知

らせ」を頭に付け、アプリ名を続けます。名前だけでわか

るようなら、「お知らせ」はなくてもかまいません。 

説明 

少し時間をかけて、短く (3 行以下)、それでいて印象的か

つ刺激的な説明文を考えます。アプリのメリットをまとめ

た、目に留まる見出しを冒頭に置きます。最初の文章で

人々を魅了し、続けてアプリのメリットを実証して、アプ

リをダウンロードしたいと思えるような表現を考えてくだ

さい。 

アプリの告知をユーザーがソーシャル ネット

ワークでシェアできるよう、ソーシャル アイ

コンを用意します。 

このスペースに、最も鮮やかなアプリのベス

ト スクリーンショットを配置します。目を引

くだけでなく、アプリの価値やメリットが伝

わるスクリーンショットが理想です。 

App Marketing Kit で提供され、Windows 

ストアで認可を受けたアプリであることを示

すボタンの 1 つを配置して、Windows スト

アのアプリ ページに誘導します。 

アプリのスクリーンショットを無作為に選

び、掲載することはしないでください。アプ

リのメリットが伝わる理想的かつ説得力のあ

る美しいスクリーンショットを時間をかけて

選びます。 

法的表明 

作成物を保護します。 

電子メール // 消費者向けテンプレート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

会社のロゴ 

ソーシャルのシェア ボタン 

リード スクリーンショット 

Windows ストア ボタン 

サポート スクリーンショット 
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Appicon.jpg 

 
 
 

 
 
 

Screenshot1.jpg 

Screenshot2.jpg 

Screenshot3.jpg 

Screenshot4.jpg 

Windows Phone 向けにデザインしたア

プリの場合は、以下の Windows Phone 

ストアのバッジに差し替えます。 

Windows Phone 向けにデザインしたア

プリの場合は、以下の Windows Phone 

のフレームに差し替えます。 

Email // HTML 

HTML 形式のアプリ告知電子

メールのカスタマイズ: 

1. .html ファイル内のコピー、背景色、フォント色

を編集します。 

2. アイコンや各スクリーンショットを次のサイズで

作成し、images フォルダーに収めます。 

- Appicon.jpg (86px X 86px)  

- Screenshot1.jpg (640px X 232px)  

- Screenshot2.jpg (173px X 98px)  

- Screenshot3.jpg (173px X 98px)  

- Screenshot4.jpg (173px X 98px)  

3.  電子メールを送ります。 
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Windows Phone 向けにデザインしたア

プリの場合は、以下の Windows Phone 

ストアのバッジに差し替えます。 

Windows Phone 向けにデザインしたア

プリの場合は、以下の Windows Phone 

のフレームに差し替えます。 

電子メール // Outlook ファイル テンプレート 

Outlook ファイル テンプレート (OFT) 

形式の告知電子メールのカスタマイズ: 

1. HTML ファイル内のコピー、背景色、フォント色を変更

します。 

2. アイコンや各スクリーンショットを次のサイズで作成し、

images フォルダーに収めます。 

-Appicon.jpg (86px X 86px) 

-Screenshot1.jpg (640px X 232px) 

-Screenshot2.jpg (173px X 98px) 

-Screenshot3.jpg (173px X 98px) 

-Screenshot4.jpg (173px X 98px) 

3. .html ファイルをブラウザーで表示します。[すべて選択]、

[コピー] の順にクリックします。 

4. Outlook メッセージを新規作成し、貼り付けます。 

5. 電子メール メッセージを開いて、[転送] をクリックしま

す。[宛先] ボックスは空のままにして、転送メッセージ

に自動付加されるデータをすべて消します。 

6. Outlook テンプレートとして名前を付けて保存します。 

  

 

.  

Appicon.jpg 

Screenshot1.jpg 

Screenshot2.jpg 

Screenshot3.jpg 

Screenshot4.jpg 
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リソース 



リソース //マーク 
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Windows ストア バッジ 
ダウンロードには、小、中、大の緑と黒のバッジとアイコンが、画面

上で使用する .png ファイル形式と、表示広告や印刷広告に使用する高

解像度の .pdf ファイル形式で含まれています。 

「Windows Store」または「Windows ストア」はという語句は、

Windows ストア アイコンの中ではなく、アイコンの隣に配置する

必要があります。  

バッジは 13 言語 (英語、アラビア語、ブラジル ポルトガル語、簡

体字中国語、繁体字中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語) で利用できま

す。Windows ストアのアイコンや「Windows ストア」という語句

も使用できます。  

最新版のガイドラインと仕様については以下を参照してください。  

http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/windows/apps/hh694084.aspxapps/hh694084.aspx 

バッジとアイコンの使用規定 

バッジとアイコンには推奨サ

イズがあります。サイズ変更

の最小限度は高さ 40 ピクセ

ル (0.56 インチ、14.11 mm) 

までです。 

オンライン アプリでバッジを使用する場合は、バッジを Windows ストア

のアプリ一覧にリンクしなければなりません。詳しくは、以下を参照して

ください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh974767.aspx  

緑のバッジとアイコンの使用をお勧めしますが、黒のほうが見やすけれ

ばそちらを使用してもかまいません。 

文字列を Windows ストアのバッジに添える場合は、Windows ストア 

メッセージに関するガイドラインを参照してください。必ず、以下の

「アプリ開発者契約」のセクション 3i「Microsoft マークのライセンス

付与」に従ってください。  

http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/windows/apps/hh694058.aspx#license_to_mark  

 

バッジをダウンロードする 

バッジの高さは最低 40 ピクセル 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694084.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694084.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh694084.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh974767.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694058.aspx#license_to_mark
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694058.aspx#license_to_mark
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/jj670536.aspx


リソース //マーク 
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Windows Phone ストア バッジ 

Windows Phone ストアのダウンロード バッジは、

デジタル利用において Windows Phone アプリの

明確なダウンロード方法を利用者に示すのが目的

です。Windows Phone ストア バッジを使用する

場合は、バッジを Windows Phone ストアのアプ

リの一覧に直接リンクしなければなりません。リ

ンクの URL 形式は次のとおりです。 

 http://windowsphone.com/s?appId={GUID} 

この URL の {GUID} プレースホルダーをリンク

するアプリの ID に置き換えます。

WindowsPhone.com Redirection Service が上記

の URL への呼び出しを受け取り、適切な場所にリ

ダイレクトします。PC を利用している場合は 

Windows Phone ストアの Web サイトにリダイレ

クトされます。Windows Phone を利用している

場合は Windows Phone ストアのアプリの詳細に

直接リダイレクトされ、そのままアプリをダウン

ロードできます。 

Windows Phone ストア バッジには、以下の記載

に従って、マイクロソフトから提供される 

Windows Phone ストアのリンクを含める必要が

あります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967553 

(印刷やテレビなどのデジタル以外での利用は除外) 

Windows Phone ストア アプリへのリンクの詳細

については、以下を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff967553 

バッジをダウンロードする 

 

 

バッジの高さは最低 40 ピクセル 

http://windowsphone.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff967553
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff967553
https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/windows_badges.zip
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マイクロソフト マークの不適切な使い方 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

  
 

 

Download from 

Windows Store 

 
回転してはいけない Windows 8 のロゴは使用できない 色を反転してはいけない 

複数の色、グラデーション、パターン

を使用してはいけない 

緑の背景に緑のバッジは使用しない 

黒の背景に黒のバッジは使用しない 

バッジの色を変えてはいけない バッジを変形してはいけない 
影や効果を施してはいけない 

縁取りを付けてはいけない 

Windows ストア アイコンを使ってバ

ッジのようにデザインしてはいけない 

バッジ内の要素を並べ替えたり、置き

換えてはいけない 
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リソース // 用語 

用語「Windows ストア」の使い方 

Windows ストア名の使い方 

マーケティング資料、および Windows ストアの

バッジやアイコンでは、「Windows Store」また

は「Windows ストア」という用語を使用します。

正しい使い方 

Windows ストアから <アプリ名> の無料試用

版を入手する 

Windows ストアから <アプリ名> をダウンロ

ードする 

Windows ストアから <アプリ名> を入手する 

Windows ストアで提供開始 

Windows ストア アプリ 

正しくない使い方 

Windows 8 ストア 

Windows 8 アプリ ストア 

Microsoft Windows ストア 

Windows ストア認定 

 Windows 8 認定 

WinStore 

Windows 8 と互換性がある 

Windows 8 互換 

Windows 8 と連動する 
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リソース // デバイス 

デバイスのフレーム 
  Windows Phone やタブレットのような外観のフレームに

アプリのスクリーンショットを埋め込んで広告に使用する

こともできます。 

デバイスのフレームをダウンロードする 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/jj670536.aspx
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リソース // プレス リリース 

 

プレス リリース 
一般的ガイドラインとして、アプリが Windows 8 で

すばらしい威力を発揮し、優れたエクスペリエンスを

ユーザーに提供する Windows 8.1 の機能を活用して

いることを強調します。 

プレス リリースをダウンロードする  

リリース [時刻] [タイムゾーン] 

[日付] 

[会社名] Windows 8.1 向け [Windows ストア アプリ名] のリリース 

[都道府県] — [日付] — [会社名] は、本日 Windows 8.1 向けの [アプリ名] をリリースいたし

ました。 [アプリ名] の特徴は [アプリの簡単な説明と主要機能を 30～ 50 語で示す] です。 

「[会社名] は [Windows ストアまたは Windows 8] 向けに [アプリ名] をリリースいたしまし

た。斬新なデザインの美しい [アプリ名] はクラウドに対応しており、優れたハードウェアと 

Windows 8.1 を強固な基盤として、すばらしいエクスペリエンスを提供します」([氏名]、[役

職]、[会社名]) 

[アプリ名][ Windows 8.1 と連携するアプリの開発方法の説明を含め、アプリがユニークな存在

であることの理由や、ライブ タイル、スナップ、検索と共有のチャームなど、アプリで採用した 

Windows 8.1 の機能を詳しく説明します]。 

[会社のこれまでの業績を含めます] 

[会社定型文。会社のミッション、製品やサービスの詳細、対象顧客、所在地など、会社の簡単な

説明を含めます。マイクロソフトについては含めません。] 

######### 

ここに記載した製品やサービスはそれぞれの会社の登録商標です。詳しくは以下までお問い合

わせください。 

[この PR の連絡先—会社、電話番号、電子メール アドレス。マイクロソフトの連絡先は含めませ

ん。] 

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/press_release.docx
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名刺の作成 
     

 

    

名刺を編集するには Microsoft PowerPoint が必要です。 

現状手元になければ、無料の試用版をダウンロードするか、こちらか

ら購入してください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/default.aspx
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名刺の作成 // 名刺 

名刺 

名刺は、自身の名前 (新しいアプリの名前) を重要な相手に伝え

る確かな手段の 1 つです。この名刺テンプレートは両面印刷の

名刺用で、個人の連絡先情報だけでなく、アプリのイメージや短

いセールス メッセージを記載できます。 

名刺テンプレートをダウンロードする 

  

https://build.windowsstore.com/download/apppromotion/businesscards.pptx
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名刺の印刷 // 名刺テンプレート 

表 

 

 

 
 
 

裏 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  .  
    
 
 

連絡先情報 

アプリ アイコン 

アプリ アイコン 

QR コード 

スクリーンショット 

メッセージ 

名前、役職、電話番号、電子メー

ル アドレスはシンプルかつ明確に

します。個人の Web サイトやア

プリの Web サイトがあれば、そ

れも含めます。 

ここにアプリ アイコンを配置しま

す。リード スクリーンショットに

そぐわないものや、溶け込んでし

まうものは避けます。 

ここにアプリ アイコンを配置します。 

qrcode. kaywa.com で無料で 

QR コードを作成してここに挿入

し、アプリに関心のあるユーザー

が簡単にアクセスできるようにし

ます。 

緑色のスクリーンショット領域には、ア

プリ実行中のスクリーンショットを表示

します。アプリを理解しやすく、利用者

にとっての価値やメリットが伝わるスク

リーンショットを使用します。 

名刺を受け取った人にアプリの価値

やメリットが伝わる説明を 50 文字

以内で記載します。 

http://qrcode.kaywa.com/
http://qrcode.kaywa.com/

