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　＜広告ブロックアプリ＞

■動作環境※

 Android™8.0以上
 iOS®13.0以上

　

※OSのバージョンアップやアプリのバー
ジョンアップにより、仕様が変更となる場
合がございます。
最新の動作環境は、製品ページよりご確
認ください。

iOSアプリver
1.4.3(138)

Androidアプリver
1.3.1(37)

2022.08.10更新版



電源ON/OFFボタン

アプリやブラウザでブロックす

るwebページ・広告の設定が

できます。webページ・広告を

表示させたい場合はホワイトリ

スト登録を行うことで、広告ブ

ロック作動中でも指定のweb

ページや広告を表示させるこ

とができます。※

※iOSはアプリ非対応

画面中央のボタンでON-OFFを切り替えられ、ONにすることで広告をブロックできます。

上部のイラストはボタンのみのシンプルモードに設定から変更も可能です。※iOSのみ端末設定が一部必要です。

通知設定やVPNの自動ON-

OFF設定などが行えます。通知

設定ではONにすることで、アプ

リを開かなくても通知バーから

広告ブロックのON-OFFが行え

るようになります。※

※Androidのみ。iOSはタップする

とアプリが開きます。

「 使 い や す く 」 「 分 か り や す い 」 機 能

よくあるお問い合わせと想定さ

れるお問い合わせを製品ページ

にて掲載しています。

ユーザーから頂いたお問い合わ

せを順次更新して掲載していま

すので、問い合わせの事例を紹

介しています。

広告をブロックした履歴を確

認できます。

ブロック件数、ブロックにより

節約できた時間と通信量をグ

ラフで表示し、集計期間も前

日や7日間、30日間など設定

が行えます。



◆iOS端末では、同設定で「ｱﾌﾟﾘ」と「Safari」のﾌﾞﾛｯｸに加え、
「Safariのみで広告ﾌﾞﾛｯｸ」（Webｻｲﾄのみ広告ﾌﾞﾛｯｸ）の設定が可能です。 

例)　広告を見て「ﾎﾟｲﾝﾄを貯めたり」「ﾏﾝｶﾞを読む」アプリなどに有効

②「広告ﾌﾞﾛｯｸの
詳細設定」をﾀｯﾌﾟ

「Safariのみで広告ブロック」
設定前（広告表示）

⑤Top画面に戻ると
「Safariのみで広告ﾌﾞﾛｯｸ」

の表示と共に右側に
「Safari」の表示が点灯

①Top画面から
「各種設定」をﾀｯﾌﾟ

③「Safariのみで広告ﾌﾞﾛｯｸ」を
「ON」に、

「ｱﾌﾟﾘとSafariで広告ﾌﾞﾛｯｸ」を
「OFF」にする

OFF

ON

§

VPNを使用せず
Safari上の

広告ブロックを実現

「Safariのみで広告ブロック」
設定後（広告削除）



◆iOS端末のみ、初めて「Safariのみで広告ブロック」機能を
ONにする際、下記設定が必要になります。

※最初に一度設定を行うと、以後同設定を行う必要はありません。

②下記画面が表示されるので
表示のように、iOS端末の

「設定」へ移動します

④「設定」の画面下へ動かします。
※検索ﾊﾞｰで「機能拡張」を
入力すると、⑥まで進めます

⑥「機能拡張」をﾀｯﾌﾟします
※iOS14以前は「一般」＞

「ｺﾝﾃﾝﾂﾌﾞﾛｯｶｰ」をﾀｯﾌﾟします

⑦「AD Cleaner」を
ONにします

⑤「safari」をﾀｯﾌﾟします

⑧ ①の設定画面で
「Safariのみで広告ﾌﾞﾛｯｸ」
ﾎﾞﾀﾝをONで設定完了です

①Top画面＞各種設定
＞広告ブロックの設定

＞Safariのみで広告ﾌﾞﾛｯｸ
へすすむ

③「設定」を開きます

ON

Top画面



◆本項は、Android端末をお使いのお客様が対象の操作になります。
※iPhoneをお使いの方は、アプリストアより最新版にアップデートしてください。

②バージョン確認をタップ
④「よくあるご質問」の

「Android版をダウンロード」を
タップ

⑥ダウンロードが完了したら
そのデータを開きます

⑦「インストール」を
タップし、完了後に

「開く」をタップ

⑤「最新データ」を
ダウンロードします

⑧ 改めて②のバージョン確認で
「最新版の更新」が
ご確認頂けます。

①Top画面の左上の
メニュー（３本線）から

ご利用のバージョンを確認

③ご利用のバージョンが
最新版でない場合、

アップデートメッセージが表示
＞今すぐアップデートをタップ

ON

Top画面



YouTubeｱﾌﾟﾘから
閲覧したい動画を選び、

をﾀｯﾌﾟ

一覧にあるｱﾌﾟﾘの
中から「ｱﾄﾞｸﾘｰﾅｰ」を
ﾀｯﾌﾟ

ｱﾄﾞｸﾘｰﾅｰの専用ﾌﾞﾗｳｻﾞ
が開き、広告が削除され
て動画が再生されます

【おまけメモ】
Android・iOS共に

アプリでは、閲覧したい
動画の共有ﾎﾞﾀﾝから、都度

専用ﾌﾞﾗｳｻﾞを立ち上げます。
iOSのSafari版のみ、

一度設定を行えばsafariを
ﾀｽｸから消さない限り、

広告ﾌﾞﾛｯｸ効果が継続します。

Android



iOS（アプリ版）

YouTubeｱﾌﾟﾘで
見たい動画を再生して
　　共有ボタンをタップ。

その他の中から

のﾎﾞﾀﾝをﾀｯﾌﾟ

「専用のプレイヤー」が起
動して、広告なしで

閲覧できます。

iOS（ブラウザ版）

safariﾌﾞﾗｳｻﾞで
「m.youtube.com」を入

力し、　ﾎﾞﾀﾝをﾀｯﾌﾟ

一覧の中から

のﾎﾞﾀﾝをﾀｯﾌﾟ

「1件の通知」の表示後、
広告なしで閲覧

できます



YouTube専用プレイヤー搭載で、再生速度の変更、15秒早送り・巻戻し、音声ON／OFF

などを簡単に操作できます。バックグラウンド再生や小窓再生にも対応することで、

あらゆる環境で、より快適に、動画再生をお楽しみ頂くことが可能になりました。

Android・iOS共通

① ② ⑥ ⑨ ④
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⑥ ⑨
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⑦ ⑦⑧
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◆搭載機能一覧◆

①バックグラウンド再生        ⑥リピート再生

②再生速度(0.25〜2.0倍)    ⑦15秒早送り・巻戻し

③小窓再生                        ⑧再生・一時停止

④横画面・縦画面                ⑨音声ONOFF（ミュート）

⑤再生バー                     

③小窓再生時

ｽﾘｰﾌﾟ状態でも
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで音声が

再生されます。

(iOS端末ではﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝ
ﾄﾞ再生としても有効)

ﾎｰﾑや別ｱﾌﾟﾘを開いてい
ても小窓状態で
再生されます。①ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

再生時

※バックグラウンド再生ボタンはAndroid端末のみ。
iOS端末では③の小窓再生ボタンを押すとバックグラウンド再生が有効になります。



iOS（ブラウザ版）

画面左下（iOS14以下は）「ああ」の部
分をﾀｯﾌﾟし、「ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ用ｻｲﾄを表示」
をﾀｯﾌﾟします。

閲覧したい動画を選んで再生させた
らﾎｰﾑ画面に戻り、画面最下部分からｽ
ﾜｲﾌﾟします。

YouTubeﾌﾟﾚｲﾔｰが出てくるため、
再生ﾎﾞﾀﾝを押すと再生されます。
これで広告ﾌﾞﾛｯｸ状態でﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
再生が可能、ｽﾘｰﾌﾟ中も再生されます。

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ用ｻｲﾄを表示させ、ﾌﾞﾗｳｻﾞ版
同様に　　ﾎﾞﾀﾝから　　　　　　　　　　を
ﾀｯﾌﾟして広告ﾌﾞﾛｯｸを起動させます。

。

ﾌﾞﾗｳｻﾞ版 ｱﾌﾟﾘ版



月額.com Mobile Security（Android版）、KINGSOFT Mobile Security Plus（iOS版）と

合わせてAD Cleanerを利用されるお客様においては、

広告ブロックをしながら、フィッシングサイトもブロックすることが可能です。

KINGSOFT

Mobile Security Plus　（for iOS）

月額ドットコム

Mobile Security　（for Android）

Mobile Securityについてはこちらから

左のようにAD Cleanerの広告ブロックON状態で、
フィッシングブロックも同時に機能しています。
お客様側で設定の必要は特に必要ありません。

アプリverが古いと連携しないため、
AD Cleaner、Mobile Security共にアプリverを

最新にアップデートしてご利用ください。

※対応verは「サポート」＞「FAQ」からご確認下さい。

※Mobile SecurityのVPN（フィッシングブロック）がON状態の場合でも広告ブロックが機能しています。

iOSのみ、連携verをインストール（アップデート）時に
ポップアップが表示されます。

※Androidでは必要ありません

①KINGSOFT Mobile Security Plusを
起動するポップアップがでます。

②KINGSOFT Mobile Security Plusへ
画面が数秒間だけ遷移します。

③AD Cleanerに戻り、ポップアップが出て
無事に連携完了です。



“AD Cleanerの使い方”のお問い合わせはこちら

https://www.kingsoft.jp/adcleaner/faq

adcleaner@kingsoft.jp

“お申込みサービス・契約について”のお問い合わせはこちら

電話サポート

電話サポート

03-5256-6151

send@ggd.jp

受付時間：10:00～18:00（年末年始を除く）

株式会社テレステーション　
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-7 
Daiwa八丁堀駅前ビル5F

Q.「月額ドットコムへのログインできない」「メールアドレス・または電話番号、パスワードがわからない」

Q.「決済、解約について問い合わせたい」　Q.「アプリの初回起動（認証）ができない」　・・・　など


