




Lulucos by.Sとは、誰でも “自分に合う” が見つかるコスメのクチコミサイトです。

最新の情報はもちろん、Lulucosオフィシャルメンバーによるクオリティの高いレビューの中から、

自分に合ったベストなコスメを探してみてください。
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Lulucos by.Sとは

あなたにぴったり、ベストコスメが見つかる

年齢×肌色×肌質で
さがせるレビュワー

コスメと出会うわくわくを
あなたの手のひらに

定番から新作まで
豊富なコスメ情報

見ているだけで楽しい！
毎日ふれたいコスメライフ

オシャレで見やすい
クチコミ写真

※開発中画面イメージ
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参画ブランド（一部抜粋）

2018年4月現在、約150ブランドが登録されており、現在も続々と追加されています。

あなたにぴったりの、お気に入りブランドを見つけてみてください。

※アルファベット順





Brand Channel

ブランドTOPページと、カテゴリTOPまたはコスメラベルTOPに動画を掲載できるプラン。

Lulucosユーザーの目に一番触れやすい場所であり、ブランドの世界観をユーザーに訴求できます。

ブランドチャンネル
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Display Advertising

※上記の他に、Lulucos 記事面、Facebook（by.Sアカウント使用）にて掲載いたします。

※カテゴリトップ、コスメラベルトップは動画埋め込みとなります。

参画ブランド限定



Original Movie 

ブランドの世界観をそのままに、Lulucos編集部にて以下の動画を制作し、Lulucos内に掲載いたします。

オリジナルムービー
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美容家やモデル、製品開発担当者等、
テーマに合ったゲストをキャスティング。

製品やブランドの魅力をストレートに伝えます。

第一線で活躍する著名なヘアメイクアップ
アーティストや美容家等、by.Sエキスパート

たちが製品の使い方をご紹介します。

Lulucos認定のオフィシャルレビュアーが、
製品を使ってセルフメイク。

視聴者に近い目線で製品の魅力・
使い方を説明します。

※ブランドTOP、カテゴリTOPまたはコスメラベルTOP、
Lulucos 記事面、Facebook（by.Sアカウント使用）にて掲載いたします。

参画ブランド限定



Price List 動画メニュー 価格表
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Display Advertising

プラン名 価格 想定再生回数
(掲載面の合計数）

掲載箇所 期間 入稿物 レポート項目 スケジュール その他

ブランド
チャンネル

掲載費
150万円

合計
80,000回
再生開始

下記のいずれかを選択

①
・ブランドTOP
・カテゴリTOP ※1
・Lulucos 記事面
・Facebook ※2

(by.Sアカウント）

②
・ブランドTOP
・コスメラベルTOP ※3
・Lulucos 記事面
・Facebook ※2

(by.Sアカウント）

4週間

貴社保有の
PR動画※4

遷移先URL

バナー素材

合計再生開始数
掲載開始

5営業日前まで
に必要素材入稿

－

オリジナル
ムービー

インタビュー

制作費
100万円

掲載費
100万円

合計
80,000回
再生開始

4週間

オリエンシート

ブランドロゴ
データ（ai,psd)

合計再生開始数

掲載開始まで
約40~50営業日

※都度ご相談ください

2次利用可

（事前確認必須。
別途費用かかる場合あり）

オリジナル
ムービー

専門家
How to 動画

制作費
200万円

掲載費
100万円

合計
80,000回
再生開始

4週間

オリエンシート

ブランドロゴ
データ（ai,psd)

合計再生開始数

掲載開始まで
約40~50営業日

※都度ご相談ください

2次利用可

（事前確認必須。
別途費用かかる場合あり）

オリジナル
ムービー

オフィシャル
レビュアー

セルフメイク

制作費
100万円

掲載費
100万円

合計
80,000回
再生開始

4週間

オリエンシート

ブランドロゴ
データ（ai,psd)

合計再生開始数

掲載開始まで
約40~50営業日

※都度ご相談ください

2次利用可

（事前確認必須。
別途費用かかる場合あり）

※1 Lulucos内の製品カテゴリから最適なカテゴリをご提案させていただきます。

※4 お申込み前に実施可否を確認させていただきます。

※ 競合排他はいたしかねます。

※ その他詳細は「制作スケジュール」「入稿規定」「ご留意事項」をご確認ください。

※2 Facebookのテキストクリエイティブは媒体にて制作いたします。

※ カテゴリ、コスメラベルともに1社独占掲載ではございません。予めご了承ください。

※3 コスメラベルはご希望一つをお伺いします。 ※ 掲載費は掲載終了月に計上、制作費は掲載月に計上となります。





Brand Tie-Up

ブランドの顔となるブランドトップページにタイアップを掲載できるプラン。

お気に入りブランドの商品を探しているユーザー、商品の情報を知りたいユーザー、

ブランドの最新情報を求めているユーザーなど、ブランドのファンへのアプローチが期待できます。

ブランドタイアップ
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Tie-up Advertising

参画ブランド限定

プラン名
ブランドタイアップ
製品紹介プラン

ブランドタイアップ
サンプリングプラン

ブランドタイアップ
How to プラン

価格
100万円
└掲載費 10万円
└制作費 90万円

250万円
└掲載費 10万円
└制作費 240万円

300万円
└掲載費 10万円
└制作費 290万円

想定
PV数

18,000PV 20,000PV 20,000PV

掲載
期間

4週間

掲載面

①ブランドTOPページ
②Lulucos記事面
③Facebook（by.Sアカウント使用）
④カテゴリTOP or コスメラベルTOP ※期間限定オプション／選択制

レポート
項目

①期間総PV数 ②合計送客数

制作期間
（目安）

20~30営業日 25～35営業日 30～45営業日

備考
2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

※ 掲載例

※タイアップページ イメージ

※ 掲載費は掲載終了月に計上、制作費は掲載月に計上となります。



Category Tie-up

カテゴリトップページにタイアップを掲載できるプラン。

そのカテゴリのコスメを探していて、比較検討しているユーザーへのアプローチが期待できます。

カテゴリタイアップ
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Tie-up Advertising

プラン名
カテゴリタイアップ
製品紹介プラン

カテゴリタイアップ
サンプリングプラン

カテゴリタイアップ
How to プラン

価格
100万円
└掲載費 10万円
└制作費 90万円

250万円
└掲載費 10万円
└制作費 240万円

300万円
└掲載費 10万円
└制作費 290万円

想定
PV数

18,000PV 20,000PV 20,000PV

掲載
期間

4週間

掲載面

①カテゴリTOPページ（選択制）
②Lulucos記事面
③Facebook（by.Sアカウント使用）
④ブランドTOP ※期間限定オプション（参画ブランドのみ）

レポート
項目

①期間総PV数 ②合計送客数

制作期間
（目安）

20～30営業日 25～35営業日 30～45営業日

備考
2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

※ 掲載例

※ 掲載費は掲載終了月に計上、制作費は掲載月に計上となります。



Cosme Label Tie-up

コスメラベルのトップページにタイアップを掲載できるプラン。

特定の願望の実現方法、悩みの解消方法、またそのためのコスメを探している、

比較検討しているユーザーへのアプローチが期待できます

コスメラベルタイアップ
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Tie-up Advertising

クマ シミ 乾燥肌

毛穴 テカり デカ目

美白
エイジング
ケア

カバー力

保湿 オーガニック にきび

etc…

コスメラベル例 プラン名
コスメラベルタイアップ

製品紹介プラン
コスメラベルタイアップ
サンプリングプラン

コスメラベルタイアップ
How to プラン

価格
100万円
└掲載費 10万円
└制作費 90万円

250万円
└掲載費 10万円
└制作費 240万円

300万円
└掲載費 10万円
└制作費 290万円

想定
PV数

18,000PV 20,000PV 20,000PV

掲載
期間

4週間

掲載面

①コスメラベルTOPページ（選択制）
②Lulucos記事面
③Facebook（by.Sアカウント使用）
④ブランドTOP ※期間限定オプション（参画ブランドのみ）

レポート
項目

①期間総PV数 ②合計送客数

制作期間
（目安）

20～30営業日 25～35営業日 30～45営業日

備考
2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

2次利用可
（事前確認必須。

別途費用かかる場合あり）

※ 掲載例

※ 掲載費は掲載終了月に計上、制作費は掲載月に計上となります。



Product Information

貴社からご提供いただいた商品情報をもとに、Lulucos編集にてタイアップページを作成。

Lulucosユーザーにいち早くブランド公式の情報を届けます。

製品紹介プラン

2018年4月2日～2018年6月29日掲載分まで有効 13

Tie-up Advertising

カバー画像
タイトル

メイン
ビジュアル

概要・
コンセプト

製品情報①
付帯情報

製品情報②
CPなどの情報

製品情報③
ラインナップ等



Touch and Try

貴社からご提供いただいた商品情報をもとに、Lulucos編集にてタイアップページを作成。さらに、

Lulucosオフィシャルレビュアーに対してサンプリングを行い、実際の使用感のレビューを掲載いたします。

サンプリングプラン
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Tie-up Advertising

製品紹介
タイアップ

※レビューはタイアップページ内のみで使用いたします。
※サンプリング人数は5名となります。
※レビュアーの選定は媒体にて行います。

オフィシャルレビュアーによる
レビュー掲載

製品紹介
タイアップ



How to Plan

貴社からご提供いただいた商品情報をもとに、Lulucos編集にてタイアップページを作成。さらに、

美容専門家などの美容エキスパートの方をキャスティング、その商材のHow to コンテンツも作成いたします。

製品紹介＆How toプラン
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Tie-up Advertising

イラストを活用

写真に専門家による解説を追記

エキスパート例

※スケジュール等の理由により、ご希望のエキスパートをキャスティングできない可能性がございます。詳細はお問い合わせください。

製品紹介
タイアップ

製品紹介
タイアップ

※一例となります。

※詳細の構成は案件ごとに異なります。
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制作フロー

※詳細の制作スケジュールは都度ご提出いたします。

ブランドチャンネル

お申込み

素材一式入稿

配信設定

掲載開始

レポートご提出

ご提案の前に必ず掲載可否のご確認をお願いいたします。

編集部にて配信設定を行います。

レポートをご提出いたします。
レポート項目は再生開始数となります。

広告を掲載いたします。

必要素材をすべて入稿していただきます。
必要素材は「入稿規定」をご確認ください。
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制作フロー

お申込み

オリエンテーション

編集

動画ご提出⇒ご確認、修正

掲載開始

レポートご提出

完成動画ご提出⇒ご確認

ご提案の前に必ず掲載可否のご確認をお願いいたします。
お申込み受領後、全体スケジュールをご提出いたします。

撮影した動画の編集

動画掲載開始

レポートをご提出いたします。
レポート項目は再生開始数となります。

編集した仮動画のご提出
内容をご確認いただき、微修正が必要な箇所があるかをご確認いただきます。

※詳細の制作スケジュールは都度ご提出いたします。

制作キックオフ・オリエンテーション
【オリエンテーション時必要資料】
①掲載商品のリリース文章、使用可能な商品写真、商品現品、遷移先URL、その他提供可能素材一式
②動画制作におけるご希望事項・NG事項
※動画制作を行ううえで、追加で素材のご手配をお願いすることがございます。

オリジナルムービー インタビュー
オリジナルムービー 専門家How to 動画
オリジナルムービー オフィシャルレビュアーセルフメイク

構成案ご提出⇒ご確認、修正

撮影

構成案ご提出
オリエンテーションの内容をもとに、構成案を制作いたします。
そちらの内容をご確認いただき動画の構成を確定いたします。
※構成確定後の変更はいたしかねます。

編集部による動画撮影
構成案の内容をもとに動画の撮影を行います。

※撮影立会いをお願いしております。

完成動画のご提出
完成した動画の最終確認をお願いいたします。
ご要望によっては、スケジュールが後ろ倒しになる可能性がございますので予めご了承ください。
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制作フロー

お申込み

制作オリエン

ページ構成 初稿制作

文字原稿ご確認

ページ掲載開始

レポートご提出

ページ最終稿ご確認

ご提案の前に必ず掲載可否のご確認をお願いいたします。
お申込み受領後、全体スケジュールをご提出いたします。

ページ構成案ご提出（ワイヤーフレーム）
オリエンテーションで確認した必要な情報がタイアップページ内に盛り込まれているか
ご確認いただきます。
この段階で確定した構成をもとに、ページの制作を進めていくため、
これ以降で構成を変更することはいたしかねます。

文字原稿をご提出いたします。
商品情報等の表記に誤りはないか、オリエンテーションの内容と

企画内容にズレがないか等をご確認ください。

これ以降で、文字原稿の修正はいたしかねます。

ページ掲載開始
Lulucos内にて、タイアップページの掲載を行います。

タイアップ実施レポートをご提出いたします。
レポート項目は総PV数、送客数となります。

ページ最終稿（デザイン込み）をご提出いたします。
最終的なページデザインのご確認をお願いいたします。
確定後の修正はいたしかねます。
遷移先URLもあわせてご確認ください。

※詳細の制作スケジュールは都度ご提出いたします。

制作キックオフ・オリエンテーション
【オリエンテーション時必要資料】
①掲載商品のリリース文章、使用可能な商品写真、商品現品、遷移先URL、その他提供可能素材一式
②ページ制作におけるご希望事項、NG事項
※ページ制作を行ううえで、追加で素材のご手配をお願いすることがございます。

製品紹介プラン
How to プラン

専門家
アサイン
＆

撮影など
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制作フロー

お申込み

オリエンテーション

ページ構成 初稿制作

文字原稿ご確認

ページ掲載開始

レポートご提出

ページ最終稿ご確認

ご提案の前に必ず掲載可否のご確認をお願いいたします。
お申込み受領後、全体スケジュールをご提出いたします。

ページ構成案ご提出（ワイヤーフレーム）
オリエンテーションで確認した必要な情報がタイアップページ内に盛り込まれているか
ご確認いただきます。
この段階で確定した構成をもとに、ページの制作を進めていくため、
これ以降で構成を変更することはいたしかねます。

ページ掲載開始
Lulucos内にて、タイアップページの掲載を行います。

タイアップ実施レポートをご提出いたします。
レポート項目は総PV数、送客数となります。

ページ最終稿（デザイン込み）をご提出いたします。
最終的なページデザインのご確認をお願いいたします。
確定後の修正はいたしかねます。
遷移先URLもあわせてご確認ください。

※詳細の制作スケジュールは都度ご提出いたします。

制作キックオフ・オリエンテーション
【オリエンテーション時必要資料】
①掲載商品のリリース文章、使用可能な商品写真、商品現品（サンプリング人数分＋編集部用1つ）、遷移先URL、その他提供可能素材一式
②ページ制作におけるご希望事項・NG事項、サンプリングにおけるご希望事項・NG事項
※ページ制作を行ううえで、追加で素材のご手配をお願いすることがございます。

サンプリングプラン

オフィシャルレビュアーへオリエン

レビュアーによるレビュー執筆

編集部からオフィシャルレビュアーへ本商品の配送とオリエン
オフィシャルレビュアーに本商品を渡し、レビュー前に商品のオリエンテーションを行います。

レビュアーによるレビュー執筆
オフィシャルレビュアーに、商品の使用感のレビューを執筆していただきます。
レビュー内容の指示や修正は一切お受けいたしかねますので予めご了承ください。

ページ最終稿（デザイン込み）をご提出いたします。
最終的なページデザインのご確認をお願いいたします。
確定後の修正はいたしかねます。
遷移先URLもあわせてご確認ください。
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留意事項

●動画に関してはかかわる全ての権利関係について広告利用の許諾を得たものを必ずご入稿ください。
●広告表記が自動的に挿入されます。
●申込時には動画についての利用許諾が必要となります。
●広告表現には企業名、ロゴ、サービスマーク等、情報提供者（広告主様）がわかる表現を明記いたします。
●レポーティング項目は掲載期間中の再生開始数となります。
●掲載面ごとのレポートは行いませんのでご了承下さい。
●掲載面の指定は不可とさせて頂きます。
●再生開始数が想定を下回った場合には、想定再生開始数に達するまで掲載期間終了後も引き続き無償で掲載させて頂きます。
●想定再生完了数は効果をお約束するものではございません。
●レポート提出は、掲載終了から5営業日前後となります。

＜動画メニュー共通＞

＜タイアップメニュー共通＞

●動画に関しては、関わる全ての権利関係について広告利用の許諾を得たものをご入稿ください。
●タイアップページは掲載期間終了後、アーカイブされます。
●制作したタイアップコンテンツには、広告である旨を明記いたします。
●レポーティング項目は総PV数、送客数となります。
●掲載面の指定は不可とさせて頂きます。
●想定PV数を下回った場合には、想定PV数に達するまで掲載期間終了後も引き続き無償で掲載させて頂きます。
●想定送客数は効果をお約束するものではございません。
●営業時間中のみの掲載開始となります。詳細の掲載スケジュールは都度お問い合わせください。
●掲載後のページの差し替え、修正は致しかねます。
●レポート提出は、掲載終了から10営業日前後となります。
●掲載期間終了後は、媒体任意のタイミングで掲載を停止することがございます。予めご了承くださいませ。

＜全メニュー共通＞

●必ず事前に掲載可否をご確認下さいませ。
●競合・同載の調整はいたしませんので予めご了承ください。
●ユーザーの環境によっては意図したレイアウトどおりに表示されない、もしくはリンク先に遷移されない場合がございますので予めご了承ください。
●ランディングページについては、スマートフォン最適化されたページを推奨致します。
●広告クリエイティブの二次利用やその内容を使用した販促物（ノベルティ等）の無断使用はお断り致します。
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入稿規定

動画

サイズ
16:9ハイビジョンサイズ動画
※動画尺は120秒以内必須

形式
MP4、MOV
※動画素材はyoutubeURLでの入稿も可

容量 2GB以内

字幕

音声デフォルトOFFのため動画内下部に字幕設置可能。
媒体指定の入稿シートに全角半角問わず15文字以内テキストと
表示秒数範囲指定（1秒刻み）を記載の上ご入稿ください。
※1動画内に設置する字幕の本数制限なし

＜Brand Channel 入稿規定＞

サムネイル画像

サイズ タテ270px ×ヨコ 480px

形式 JPG/PNG/GIF

容量 200KB以内

原稿本数 1本まで

リンク先 1個所のみ ※URLは半角255文字以内

原稿差し替え 不可

入稿期限 10営業日前


