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Lulucos とは

※Lulucosオフィシャルメンバーについては次のページをご覧下さい。

年齢×肌色×肌質で

クチコミを探せる！

LuLucosのクチコミなら

100％写真付き

知りたいことが必ず分かる、

カテゴリ別評価項目

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

Lulucos 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。

質の高いクチコミの中から、自分に合ったベストなコスメを探せます。

Lulucos 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。

質の高いクチコミの中から、自分に合ったベストなコスメを探せます。



オフィシャルメンバー とは
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5,000～10,000円 10,000～30,000円

コスメの1ヶ月あたりの購入金額は？

Lulucos では、コスメ専用アカウントを所持し、自発的に クオリティの高いレビューを投稿していた方にお声がけ。

“オフィシャルメンバー”として500名超の方を認定し、活動いただいております。

美容感度の高さ

化粧品投資金額

月額24,996円

投稿の質

※ Lulucosオフィシャルメンバーアンケート結果 2018年5月実施 n=259名

豊富な美容知識＆発信経験豊富だからこその

レビュークオリティ

Tea*さん

元BA。化粧品検定
１級所持！

lisaさん

コスメ収集が
趣味の会社員。

asako♥さん

プチプラ・海外
コスメ好き。

1Happy22さん

美白・エイジグケア
好き。

天然色素なので
色素沈着も心配

なし

エタノール感も
少なく低刺激で
ゆらぎ肌も安心

元々あった
クレヨンリップが
今年流行のマット
質感で登場♥

パープルや
コーラルと
混ぜて使うと

雰囲気が代わる！

同カテゴリの化粧品を

3個以上所有68％

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分



オフィシャルメンバーとして

人気インフルエンサー続々起用決定！

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分 5

2018年11月より、人気インフルエンサー13名がオフィシャルメンバーとして活動開始。

豊富な美容知識・美しい世界観によるレベルの高いクチコミで、一般ユーザーを牽引します。

※記載のフォロワー数はinstagram/twitter上のフォロワー数で、
2018年11月時点の数値です。

※広告への起用も可能です。費用等は担当営業にお問合せ下さい※

あや猫さん

84,010フォロワー※

美容ブロガー・Youtuberの一面も。
2018年12月発の美容本も出版。

黒田真友香さん

79,011フォロワー※

美容・ファッション・旅行と、
オールマイティに得意。

ふねさん

23,394フォロワー※

美容部員・化粧品企画を経て、
現在は編プロ勤務の編集ライター。

https://www.instagram.com/ayanekotan/ https://www.instagram.com/kurodamayukaxx/ https://mobile.twitter.com/yukifunese

https://lulucos.jp/user/jNMDpEMlXXsvbYXk/detail https://lulucos.jp/user/zRP2a6PAYYSnpPMY/detail https://lulucos.jp/user/LLw9jow2xxSP3EAj/detail

…and more



適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分 6

オフィシャルメンバーの強み

フォロワー数が
多い

美容特化生活全般

メガ
インフルエンサー

マクロ
インフルエンサー

マイクロ
インフルエンサー

Lulucosオフィシャルメンバー

フォロワーとの
距離感が近い

by.S エキスパート

Lulucos オフィシャルメンバーの強みは、美容特化性×フォロワーとの距離の近さ であり、
インフルエンサー市場においても囲い切れていない未開拓層と言えます。

コスメ好き同士での情報交換を目的とし、

コスメ特化アカウントで

自発的にレビュー活動をしている

芸能人
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参画ブランド（一部抜粋）

※アルファベット順

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

2018年12月現在、約160ブランドが登録されております。

現在は、出稿いただけたブランド様について優先的に登録作業を進めております。





9適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

動画広告メニュー

Brand Channel

入稿いただいた動画素材を

掲載いたします

美容感度の高いLulucosユーザーに

動画を配信！

価格 掲載費：150万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

80,000回

誘導期間 ４週間

製品開発者/by.S編集長等への

製品に関するインタビュー動画を

制作・掲載いたします

製品やブランドの魅力を

ストレートに伝えます！

Original Movie
― インタビュープラン ―

※ 貴社担当者や弊社編集部以外の方をアサインする場合、

別途アサイン費がかかります。

Lulucosオフィシャルメンバーが

製品を使ってセルフメイクする動画を

制作・掲載いたします

視聴者に近い目線で

製品の魅力・使い方を訴求！

Original Movie
― オフィシャルメンバーセルフメイク ―

価格
200万円
└制作費：100万円
└掲載費：100万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

80,000回

誘導期間 ４週間

価格
200万円
└制作費：100万円
└掲載費：100万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

80,000回

誘導期間 ４週間

著名なヘアメイクや美容家等が

製品の使い方を紹介する動画を

制作・掲載いたします

プロ発信の情報として

商材の信頼感・憧れの醸成を実現！

※ 専門家がhow toを実践するモデルに関しては、編集部任意

で素人モデルを選出いたします。

Original Movie
― 専門家How to プラン ―

価格
300万円
└制作費：200万円
└掲載費：100万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

80,000回

誘導期間 ４週間

※ 必要素材については、P22をご参照下さい。

入稿素材

⇒150,000回

※1-3月限定

お試しスペック
※1-3月限定

お試しスペック
※1-3月限定

お試しスペック
※1-3月限定

お試しスペック

⇒150,000回 ⇒150,000回 ⇒150,000回



Brand Channel ブランドチャンネルプラン
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※ 上記の他に、by.S 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

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

貴社入稿

価格
150万円
└掲載費

想定再生回数
（掲載面合計数）

誘導期間 ４週間

掲載箇所
①ブランドトップ
②カテゴリトップ or コスメラベルトップ※1

③facebook（by.Sアカウント）※2

入稿物
・貴社保有のPR動画・バナー素材（P22参照）

・遷移先URL

レポート項目 合計再生開始数 ※3

スケジュール 掲載開始５営業日前までに必要素材入稿

入稿いただいた動画素材を、ブランドTOPページと、カテゴリTOPまたはコスメラベルTOPに掲載するプランです。

美容感度の高いLulucosユーザーに、ブランドの世界観を訴求できます。

※1
└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他はいたしかねます。

※2
└facebookのテキストクリエイティブは媒体任意で制作いたします。

※3.
└レポートは全メディアの合計数となり、個別での数値保証・レポーティングは致しかねます。

入稿素材

通常8万回のところ…

15万回
※1-3月限定

お試しスペック



Interview Plan

11適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

Original Movie①

インタビュープラン

※ 上記の他に、by.S 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。

製品開発者やby.S編集長等をテーマに合ったゲストを起用し、製品に関するインタビュー動画を制作・掲載。

製品やブランドの魅力をストレートに伝えます。

価格
200万円※1

└制作費：100万円
└掲載費：100万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

誘導期間 ４週間

掲載箇所
①ブランドトップ
②カテゴリトップ or コスメラベルトップ ※2

③facebook（by.Sアカウント）※3

入稿物
・オリエンシート
・ブランドロゴデータ（ai,psd）

レポート項目 合計再生開始数 ※4

スケジュール 掲載開始まで40～50営業日

※1
└貴社担当者や弊社編集部以外の方をアサインする場合、別途アサイン費がかかります。
└制作費は掲載開始日、掲載費は掲載終了日に納品・計上となります。

※2
└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他は致しかねます。

※3
└facebookのテキストクリエイティブは媒体任意で制作いたします。

※4
└レポートは全メディアの合計数となり、個別での数値保証・レポーティングは致しかねます。

通常8万回のところ…

15万回
※1-3月限定

お試しスペック



Official member Plan
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Original Movie②

オフィシャルレビュアーセルフメイクプラン

価格
200万円 ※1

└制作費：100万円
└掲載費：100万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

誘導期間 ４週間

掲載箇所
①ブランドトップ
②カテゴリ or コスメラベルトップ ※2

③facebook（by.Sアカウント）※3

入稿物
・オリエンシート
・ブランドロゴデータ（ai,psd）

レポート項目 合計再生開始数 ※4

スケジュール 掲載開始まで40～50営業日

Lulucos認定のオフィシャルメンバーが、製品を使ってセルフメイクする動画を制作・掲載。

視聴者に近い目線で製品の魅力・使い方を説明いたします。

※ 上記の他に、by.S 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。

※1
└制作費は掲載開始日、掲載費は掲載終了日に納品・計上となります。

※2
└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他は致しかねます。

※3
└facebookのテキストクリエイティブは媒体任意で制作いたします。

※4
└レポートは全メディアの合計数となり、個別での数値保証・レポーティングは致しかねます。

通常8万回のところ…

15万回
※1-3月限定

お試しスペック



Expert How to Plan
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Original Movie③

専門家How to プラン

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が、製品の使い方を紹介する動画を制作・掲載。

プロ発信の情報として商材の信頼感・憧れの醸成を実現いたします。

※ 上記の他に、by.S 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。

※1
└専門家がhow toを実践するモデルに関しては、編集部任意で素人モデルを選出いたします。

指定いただく場合、別途費用がかかります。
└2次利用においては、起用タレントの可否および別途費用がかかります。
└制作費は掲載開始日、掲載費は掲載終了日に納品・計上となります。

※2
└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他は致しかねます。

※3
└facebookのテキストクリエイティブは媒体任意で制作いたします。

※4
└レポートは全メディアの合計数となり、個別での数値保証・レポーティングは致しかねます。

価格
300万円 ※1

└制作費：200万円
└掲載費：100万円

想定再生回数
（掲載面合計数）

誘導期間 ４週間

掲載箇所
①ブランドトップ
②カテゴリ or コスメラベルトップ ※2

③facebook（by.Sアカウント）※3

入稿物
・オリエンシート
・ブランドロゴデータ（ai,psd）

レポート項目 合計再生開始数 ※3

スケジュール 掲載開始まで40～50営業日

通常8万回のところ…

15万回
※1-3月限定

お試しスペック



動画広告事例

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分 14

ブランドチャンネル プラン

資生堂AQUA LABEL（オールインワンジェル）

ブランドTOP面 コスメラベルTOP面 by.S面





16適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

タイアップ広告一覧

著名なヘアメイクや美容家をアサインし

タイアップページを制作

プロ発信の情報として

商材の信頼感・憧れ醸成を実現！

Expert Tie-up
― エキスパートタイアップ―

価格
300万円
└制作費：290万円
└掲載費：10万円

想定PV数 20,000回

誘導期間 ４週間

制作期間 30～45営業日

オフィシャルメンバー５名によるレビューを盛り込み

タイアップページを制作

閲覧ユーザーに近しい存在の起用で

ジブンゴト化を促進！

Official member Tie-up
― オフィシャルメンバータイアップ ―

価格
250万円
└制作費：240万円
└掲載費：10万円

想定PV数 20,000回

誘導期間 ４週間

制作期間 25～35営業日

Lulucos編集部が製品を魅力的に紹介する

タイアップページを制作

編集部による第三者視点から

商品の魅力を訴求！

Product Information
― 製品紹介タイアップ ―

価格
200万円
└制作費：190万円
└掲載費：10万円

想定PV数 20,000PV

誘導期間 ４週間

制作期間 20～30営業日

タ
イ
ア
ッ
プ
内
容

掲
載
箇
所

Brand Panel
― ブランドパネル ―

Category Panel
― カテゴリパネル ―

Cosme Label Panel
― コスメラベルパネル ―

✔ そのブランドの最新情報を探して

いるユーザー

✔ そのブランドファン

“カテゴリトップ”に掲載 “コスメラベルトップ”に掲載“ブランドトップ”に掲載

想定閲覧ユーザー

✔ そのカテゴリのコスメを探して

いるユーザー

✔ 比較検討しているユーザー

想定閲覧ユーザー

✔ 特定の悩み・願望の実現方法を

探しているユーザー

✔ 比較検討しているユーザー

想定閲覧ユーザー掲載イメージ 掲載イメージ 掲載イメージ



Product Information 製品紹介タイアップ
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Lulucos Tie-up ①

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

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

プラン名 Lulucos 製品紹介タイアップ

価格
200万円 ※1

└制作費 190万円
└掲載費 10万円

想定PV数 20,000PV

掲載期間 4週間

レポート項目 ①期間総PV数 ②合計送客数 ※2

制作期間
（目安）

20～30営業日

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。

Brand Panel
ーブランドパネルー

Category Panel
―カテゴリパネル―

Cosme Panel
―コスメラベルパネル―

①ブランドトップ
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③カテゴリorコスメラベルトップ

※4

①カテゴリトップ ※3
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③ブランドトップ

①コスメラベルトップ ※3
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③ブランドトップ

記事構成イメージ

※1 .制作費は掲載開始月、掲載費は掲載終了月に納品・計上となります。
※2 .レポートは全メディアの合計数となり、個別・日別での数値保証・レポーティングは致しかねます。
※3 

└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他は致しかねます。

※4 .誘導クリエイティブは媒体任意での制作となり、事前確認・修正は致しかねます。



Official member Tie-up オフィシャルメンバータイアップ

18適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

※ レビューは、発信者の自由な意思を尊重し文脈の変わる修正は致しかねます。

※ 本施策において作成したレビューは、タイアップページ内に掲載されるものでLulucosのレビュー一覧には

掲載されません。

※ サンプリング商品は貴社提供前提となり、上限5名までとなります。

記事構成イメージ プラン名 Lulucos オフィシャルメンバー タイアップ

価格
250万円 ※1

└制作費 240万円
└掲載費 10万円

想定PV数 20,000PV

掲載期間 4週間

レポート項目 ①期間総PV数 ②合計送客数 ※2

制作期間
（目安）

25～35営業日

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。

Brand Panel
ーブランドパネルー

Category Panel
―カテゴリパネル―

Cosme Panel
―コスメラベルパネル―

①ブランドトップ
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③カテゴリorコスメラベルトップ

※4

①カテゴリトップ ※3
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③ブランドトップ

①コスメラベルトップ ※3
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③ブランドトップ

※1 . 制作費は掲載開始月、掲載費は掲載終了月に納品・計上となります。
※2 . レポートは全メディアの合計数となり、個別・日別での数値保証・レポーティングは致しかねます。
※3 

└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他は致しかねます。

※4 . 誘導クリエイティブは媒体任意での制作となり、事前確認・修正は致しかねます。

製品
紹介

オフィシャルレビュアーによる
レビュー掲載

製品
紹介

Lulucos Tie-up ②



Expert Tie-up エキスパートタイアップ
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写真に専門家による解説を
追記

製品紹介 製品紹介

※ 詳細の構成は案件ごとに異なります。

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

エキスパート例

記事構成イメージ

※一例になります。

プラン名 Lulucos エキスパートタイアップ

価格
300万円
└制作費 290万円
└掲載費 10万円

想定PV数 20,000PV

掲載期間 4週間

レポート項目 ①期間総PV数 ②合計送客数

制作期間
（目安）

30～40営業日

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。

Brand Panel
ーブランドパネルー

Category Panel
―カテゴリパネル―

Cosme Panel
―コスメラベルパネル―

①ブランドトップ
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③カテゴリorコスメラベルトップ

※4

①カテゴリトップ ※3
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③ブランドトップ

①コスメラベルトップ ※3
②facebook（by.Sアカウント使用）

※4

-------期間限定オプション-------
③ブランドトップ

※1 
└制作費は掲載開始月、掲載費は掲載終了月に納品・計上となります。
└Lulucos by.Sエキスパート以外をアサインする場合、別途費用がかかります。

※2 .レポートは全メディアの合計数となり、個別・日別での数値保証・レポーティングは致しかねます。
※3 

└カテゴリは、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。
└コスメラベルは、Lulucos内のコスメラベルからご希望を一つお伺いします。
└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。また、競合排他は致しかねます。

※4 .誘導クリエイティブは媒体任意での制作となり、事前確認・修正は致しかねます。

Lulucos Tie-up ③
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Lulucos プレミアムパネル

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分

Lulucos内で最も目立つファーストビューに設置されたスライドバナーから
貴社タイアップページへ誘導いたします。

ブラウザ面 アプリ面 プラン名 Lulucos プレミアムパネル

掲載メディア Lulucos

価格 タイアップページ費用 ＋ 120万円

想定記事PV タイアップページPV ＋ 10,000PV

プレミアムパネル
掲載期間

1週間

※ スライドバナーにおける表示順は媒体任意となり、保証致しかねます。

※ 空き枠状況により、ご実施いただけない日程がございます。担当営業にお問合せ下さい。

※ Lulucosタイアップメニューの出稿が前提となります。

※ 特別な掲載可否基準を設けております。詳しくは担当営業へご相談ください。

※ プレミアムパネルへの掲載タイミングは営業日のみで、土日祝日の掲載は致しかねます。

※ 誘導枠のクリエイティブは媒体制作となり、修正はできかねます。

※ プレミアムパネル掲載日に納品完了となります。

プレミアム誘導枠

プレミアム誘導枠

Option menu



タイアップ広告事例

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分 21

オフィシャルメンバータイアップ

GIVENCHY（ルージュ・アンデルティ）
https://lulucos.jp/tieup/givenchy/0001

製品紹介 レビュー紹介 製品紹介



適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分 22

オフィシャルメンバータイアップ

資生堂AQUA LABEL（オールインワンジェル）
https://lulucos.jp/tieup/aqualabel/0001

製品紹介 レビュー紹介 製品紹介

タイアップ広告事例
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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。

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分
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オリジナル動画制作フロー

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。

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。

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分
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タイアップページ制作フロー

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。

製品紹介タイアップ
エキスパートタイアップ

専門家
アサイン

＆
撮影など

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分



26

タイアップページ制作フロー

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。

オフィシャルメンバータイアップ

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。

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分
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留意事項

＜動画メニュー共通＞

●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。
●想定再生完了数をお出しした場合、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。

＜タイアップメニュー共通＞

●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。
●記載の誘導面以外にも、媒体任意でAmeba内誘導枠に掲載される可能性がございます。
●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5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。
●掲載箇所として記載の面は、SPブラウザのみとなり、App・PCブラウザには掲載されませんのでご了承ください。

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分
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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

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 5営業日前

適用期間：2019/1/7～2019/3/29掲載分


