
ラーチーゴー！日本 
2017年 メディアプラン 

2017年4月掲載より適用 
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台湾に根ざした複数のメディアをつなぎ合わせ、	  
台湾に愛されるメディアプランを。	  

APP	  
日本観光・	  

日本語学習アプリ	  

1. Web & SNS 

3. ガイドブック出版 4. その他 

2. アンテナショップ 
・1 Day利用 
・1 Week利用 
・1 Table単月利用 
・パンフレット 
・アンケート 
・委託販売 

・取材執筆・撮影 
・年間掲載 
・トップバナー/サイドバナー 
・Facebookでの拡散 

・台湾TV番組の企画制作 
・日本TV番組の台湾放映 
・ツアー造成 
・パワーブロガー招聘 

・取材執筆 
・撮影 
・ガイドブック出版 
・有名書店への流通 

現地メディアや航空会社、	  
大手旅行代理店各社とのネットワーク	  

Webと連動させた台北アンテナショップ 日本の「伝えたい」を台湾の「知りたい」へ 
台湾香港向け訪日No.1メディア 

台湾人の「知りたい」を書籍でも。 
編集から流通までをサポート 
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松竹プラン:台湾香港人目線の取材撮影＆記事作成 ＆年間掲載 
中国語ホームページはもう要りません。当社ライターが取材・インタビューを行い、 
魅力を存分に引き出して、台湾香港へ”刺さる”コンテンツを制作します。 
日本語を中国語に翻訳したコンテンツとはひと味違う、「ネイティブ目線」記事がユーザを魅了します。 
	  

※※記事の確認・修正についてのお願い※※	
当社のコンテンツは台湾人ライターが台湾人の目線で制作しております。	
ネイティブの視点を活かすため、原稿の改稿は極力お控えください。	
　※弊社の台湾人編集長（Ning)が記事のクオリティを保つため初稿前にチェック
しております。	
　※初稿からの修正は、事実と異なる部分のみに限定をさせていただきます。初
稿の修正は必ず1回まで、2回目以降は有料となります。	
公開後の修正料金は、P5参照ください。記事広告のため広告色が過度に強い表
現も致しかねます。	
　※指定画像・指定動画、利用可（事前審査あり）	
	

Web & SNS 
コンテンツ制作 
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梅プラン:    基本情報作成 & 年間掲載 

TOP	  
第２階層：大カテゴリー	  
（エンタメ・グルメ・ショッピング・ホテル・
ビューティー・交通・行程のうち１つ）	  

第３階層：貴社ページ	  

【掲載いただける内容】	  
︎住所・電話番号・営業時間	  
画像　最大10枚　	  
クーポン・ご優待情報	  
300字程度のアピールコメント（当社にて翻訳）	  

シンプルに、要点だけ。クーポンが台湾香港からの訪日客を惹きつけます。	  

Web & SNS プラン Web & SNS 
コンテンツ制作 



有料オプション:	  	  	  記事内容修正	  
Web & SNS プラン Web & SNS 

コンテンツ制作 

ライター指名 
　　弊社が保有するライターリストを事前に確認し、　　　　　　 
　　希望のライターをアサインさせることができます。 
　　　　※梅プランの場合適用外となります。 

Net 100,000円（税別） 

記事修正 
　　 
 
 
 
 
 

店舗基本情報についての修正　　　　　　　　無償 

500文字・画像5枚までの修正　　　　　Net70,000円（税別） 

※梅プランの場合適用外となります。 
※記事内容を更新してもTOPページ新着順に掲載されるわけではございません。 
 

800文字・画像8枚までの修正　　　　　Net100,000円（税別） 

クーポン情報/HP　URL　追加修正　　　 Net30,000円（税別）　　　　　　　　 
※店舗名・電話番号・住所・営業時間のみが対象となります。 

Net 
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第２階層:カテゴリーごと	TOP	   第３階層:貴社ページ	

Web & SNS 

流入① 
大カテゴ
リー 

流入② 
アイキャッ
チバナー 

流入③ 
サイドバナー 

流入① 
大カテゴリー 

流入④ 
 

初回もしくは更新に
よる新着表示 

流入⑥ 
日本関連No1Facebookページ 
「日本人の日本旅游指南」 

流入⑤ 
 

台湾最⼤大ポータルサイト 台湾最⼤大ブログサービス 台湾最⼤大級ニュースサイト

台湾で旅⾏行行情報シェアサイト台湾で⼈人気の旅⾏行行情報サイト台湾最⼤大掲⽰示板サービス 台湾最⼤大級の掲⽰示板

訪⽇日する可能性の⾼高いユーザーに広告配信旅前広告

流入経路　一覧 



・大カテゴリー　　　　　　　　・小カテゴリー例 
樂（エンターテイメント）　　　　　懐石料理 
吃（グルメ）　　　　　　　　　　　お好み焼き 
購（ショッピング）　　　　　　　　焼肉 
住（ホテル） 
交通（交通関連）　　　　　　　・エリア例 
行程（旅行程）　　　　　　　　　　恵比寿・中目黒 

【注意事項】 
・大カテゴリーが事実と異なる場合、カテゴリー選択はお受けできません。 
・事実と異ならずとも、読者にとって認識とずれる場合、ご希望の大カテゴ
リー指定をお受けできない可能性がございます。 
・大カテゴリー2つを超える継続掲出のご契約はいかなる理由であって 
　も、全てお断りさせていただきます。 
・カテゴリー内「おすすめ順」の表示順序は、松：上位、竹：中位、梅：下
位、となっており、表示順位の変更はできません。 
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カテゴリー別、エリア別に、読者がオーガニックに検索をします。 
日本に滞在を計画している読者が旅マエ検索をしたり、日本に滞在中の訪日客が旅ナカ検索
をし、実際に店に足を運びやすくなります。（ブロガーサイトと異なり情報のストックが可
能） 

Web & SNS 
流入経路①　大カテゴリー＞小カテゴリー、　エリア別、　のオーガニック検索 

大カテゴリー追加：1年間	

100,000円（税別）	

有料オプション	



・TOPページの大型アイキャッチ　4～8枠 
・サイズ512 x 215ピクセル 
・常時切り替え表示 
・スマホ版でも掲出 
・枠指定不可 
・バナーは当社にてデザイン・制作 

300,000	1か月	

3か月	 770,000	

(税別・制作費込)	
【注意事項】 
・リンク先は弊社記事のURLとなります。 
・アイキャッチ枠は、3か月を超える継続掲出のご契約はいかなる理由であって 
　も、全てお断りさせていただきます。 
・TOPページデザイン変更の可能性がございます。 
・ラーチーゴー内に記事をご出稿いただいている客様限定となります。 
・梅プランの場合は、アイキャッチバナーオプションを承れません。 
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トップページの最も目立つ位置に掲示します。 

Web & SNS 
流入経路②　アイキャッチバナー 



・サイト右側・サイズ225 x 97ピクセル	
・常時表示	
・スマホ版でも掲出	
・枠指定不可	
・バナーは当社にてデザイン・制作	

1ヶ月　　150,000円	

3ヶ月　　380,000円	

(税別・制作費込)	
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流入経路③　サイドバナー 

【注意事項】 
・リンク先は弊社記事のURLとなります。 
・サイドバナー枠は、6か月を超える継続掲出のご契約はいかなる理由であって 
　も、全てお断りさせていただきます。 
・TOPページデザイン変更の可能性がございます。 
・ラーチーゴー内に記事をご出稿いただいている客様限定となります。 
・梅プランの場合は、アイキャッチバナーオプションを承れません。 
 

6ヶ月　　580,000円	

Web & SNS 



季節ごとのイベントやサービスにあわせ、内容を改稿し
ます。 
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Web & SNS 
流入経路④　初回もしくは更新による新着表示　 

800文字・画像8枚までの修正及び更新     Net200,000円（税別） 

 　 　誘導

春の催し物 夏のセール 秋のグルメ特集 冬のセール 

その時期ごとの旬な情報は、ガイドブックには載っていな
いのでユーザの需要も高く、人気です。 
ぜひウェブメディアの「即時性」をご活用ください。 

初回時・もしくは更新された記事は、新設ページと同様にTOP
ページに再掲されます。TOPページに表示されることで、読者
の目に止まりやすくなります。 
※松プランにおいては、3回までの更新作業が無償でつきます。
1回の更新分量は、全体の1/3程度で年間計3回まで。 
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Web & SNS 
流入経路⑤　ビッグデータを活用した訪日旅前広告　 
訪⽇日⾒見見込みユーザーを特定するため、独⾃自の様々なデータを活⽤用し、
訪⽇日する可能性の⾼高いユーザーにラーチーゴーの記事広告配信を⾏行行います。

配信可能なサイト・アプリ情報を活
⽤用し、配信先アプリ、サイトを絞っ
てカテゴリ配信

閲覧アプリ・サイト訪⽇日アプリデータ 3rd  Partyデータ

注意事項
・管理理画⾯面・配信⾯面は現状公開しておりません。
・レポートにつきましては弊社フォーマットにてご提出いたします
・利利⽤用データを限定することはお受けしておりませんので、予めご了了承ください。
・商材によっては掲載をお受けできない可能性がございます。

台湾のAndroidユーザーが訪⽇日関連ア
プリをインストールしているかの有無
を確認し、インストールユーザーのみ
データベースに蓄積。訪⽇日確度度の⾼高い
ユーザーのみにデータ配信

台湾最⼤大のブログメディア。
旅⾏行行関連コンテンツ
閲覧ユーザーのデータを配信に活⽤用

台湾最⼤大の掲⽰示板アプリ。
旅⾏行行関連コンテンツ
閲覧ユーザーのデータを配信に活⽤用



記者が取材したタイアップページ 

全人口のFacebook利用率76%(世界No.1)のFB
大国・台湾（日本は19%程度）において、弊社
FBページは、 
57万人（日本関連FBの中でNo.1)の
ファンを有しています。ラーチーゴー！日本の記
事を、一気に拡散させます。ファンが積極的にコ
メントを付けたり、情報をシェアすることで、自
発的に拡散してゆきます。（想定リーチ数　 5万
～130万） 
　Facebookページ「日本人の日本旅遊指南」 

 　誘導
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Web & SNS 
流入経路⑥　Facebook 

Facebook投稿オプション　　　　1,000,000-（税別）　 
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Web & SNS 
流入経路⑦　全国版へ掲載(転載) 2017年3月より全国版スタート！！ 

クライアント記事広告掲載場所 
最新順に12個まで掲載されます。 
 
※全国版は、TOPページバナーの設置がありませんの
で、単独でのお申し込みは現時点ではできません。 
エリア版のオプションとしての申し込みください。 
全国チェーン店、メーカー様を対象としています。 

全国版掲載(転載)　有料 オプション       300,000円（税別）※松・竹プランのみ 

＜全国の選りすぐりクーポン＞ 
全国の優れたクーポンの中から編集部推薦のものだけが掲
載されます。約2ヶ月ごとに更新されます。 

＜日本のニュース＞ 
・桜の開花時期 
・コンビニ季節商品や有名メーカーの新商品など 

＜厳選コラム＞ 
楽吃購の各エリア版の中で選りすぐりのコラムを紹介 



n

情報量 記者取材執筆 

＜プラン詳細＞ 
・ラーチーゴー！日本の掲載期間は「１年間」です。 
・基本情報（営業時間・電話番号・住所の変更）は、 
   無料にて随時対応します。 
・更新作業には原則として約７営業日以上必要です。 

FB投稿 記事更新 
TOP表示 

アイキャッチ 
バナー 

Web & SNS 

コンテンツ制作 流入経路 
大カテゴリー
内表示順位 

画像 サイド 
バナー 

※1回の更新は、全体の1/3程度まで 13	  

梅プラン 

竹プラン 

松プラン 2000字迄 20枚迄    1回　        上　    ○　    1回　　 1回　　 1ヶ月　　  ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

1500字迄 15枚迄   1回  　     中　　○　     ー　　  ー　　    ー　　 　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

300字迄 10枚迄     ー          下　    ー　    ー　      ー　　 　ー          ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

旅前広告 



アンテナショップ 

日本酒試飲会セミナー 
 
徐々に人気上昇中の日本酒の楽
しみ方を紹介。流行に敏感な東
区の台湾人にピッタリ！！ 

大食い競争 
 
単純な大食い競争や料理対決
など、お客様を巻き込みなが
ら実施するイベントも店内ス
ペースでできます。 

●ショップジャック（1日）：300,000円（税別）	
 ・MiCHi café SNSでの集客込み	

  ・パンフ等の配布（制作費別途）	
　・映像放映（制作費別途） 		
　・体験促進込み	

　・アンケート込み	
　＊「ラーチーゴー」のメディア掲載企業様のみ	
　 
●ショップジャック（1週間）：1,000,000円（税別）	
　・web、SNSでの集客込み	
　・パンフ等の配布（制作費別途）	
　・映像放映（制作費別途）	
　・体験促進込み	

　・アンケート込み	
　＊「ラーチーゴー」のメディア掲載企業様のみ	

店舗ジャック 
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MiCHi cafe　映像投影 

1Fに2箇所、B1Fに1箇所。プロジェクターのよる投影いたします。 
音声は、有り・無しをご選択いただけます。 

1F入口付近の映像は外からでも閲覧可能です。 
B1Fでは階段から降りた正面中央に投影し、カフェを楽しむお客様に鑑賞していただきます。 

30分に1回投影（2～3分以内動画）、16回/日 

天井からの吊り下げで 
壁面に投影いたします。 

アンテナショップ 

2週間放映 　¥150,000−
（述べ放送回数672回）   　 　 　 　 　（税別）
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テスト販売/プロモーション場所貸し 

机一台分のスペースを1ヶ月間場所貸しいたします。 
台湾ではまだ知られていない選りすぐりの商品を展示・販売が可能です。 

デジタルフォトフレームにて、 
映像や画像の展開も可能です。 

商品の展開で御社の魅力を発
信いたします。 

当社スタッフが販売代行い
たします。 

当社にて通関・輸送を一括して引き受
けられます。 
　　　　※時期等要相談、別途料金 
　　　　※送料はご負担下さい。 

1ヶ⽉月 　¥200,000−（税別）

※当社での審査がございます。 

アンテナショップ 

当社スタッフが販売代行い
たします。 
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アンテナショップ 

 
　　　　　　※5問10択まで、翻訳込み 
　　　　　　※自由回答形式はお断りしております。 
　　　　　　※商品がある場合の送料はご負担ください。 
　　　　　　※アンケート結果についての簡単な集計結果はお渡しいたしますが、詳細な分析は　　 
　　　　　　　致しかねます。翻訳後の生データをお渡しいたします。 
　　　　　　 

店内でアンケートを実施し、台湾の生の声を拾います。 

アンケート調査（200人～）　　　　400,000円～ 



ゴミ箱に捨てられる無料チラシをたくさん刷るのは、もうやめましょう。	  
台湾・香港に好まれる情報を引き出し、魅力的な書籍として出版。	  
台湾・香港の大手書店&大手ネットショッピングサイトで販売されます。	  
	  

【取材】当社の台湾人・香港人ライターがスポットをくまなく取材。「台湾人・香港人が本当
に欲しい」情報だけをピックアップし、編集します。 

ガイドブック出版 
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【流通】台湾・香港の誠品書店ほか大手書店並びに博客來・金石堂など大手ECサイト 

【販促】 
MiCHi caféで常時販売 & 出版記念イベント、ラーチーゴー！日本&Facebookでの宣伝告知 

MiCHi caféで販売 MiCHi café出版記念イベント ラーチーゴー！日本での告知 

誠品書店旗艦店 金石堂 博客來 誠品online 

B5・約80頁 
3000部　編集・出版 
　流通・販促込 
10,000,000円～ 
　　　　　　　　　　　（税別） 18	  



＜既存の旅行本＞ ＜ラーチーゴー！日本プロデュース＞ 

シンプル 

デザイン 

テーマ 
 女子旅・グルメ・ショッピ
ングなど、テーマを絞る 

サイズ・頁数 B6・350頁 B5・約80頁 

ターゲット 幅広く老若男女 25～39歳の女性 

価格 490元(約1600円) 250元（約750円） 

コンテンツ 

あれもこれも全部 

　取材していない・ 
無許可撮影など散見 

　原則全ての内容を 
許可取得のうえ取材 

ごちゃ混ぜ 

ガイドブック出版 

「グルメ」「女子旅」などテーマを明確にすることで、よりエッジを立たせます。	  
旧来型の”あれもこれも”のオールターゲットなガイドブックとは一線を画します。	  
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【価格表】台湾TV番組制作関連　概算費 

【価格表】ツアー造成関連　概算費 

【価格表】キャスティング　概算費 

【価格表】ブロガー手配　概算費 

	  

	   都度お見積	

都度お見積	

都度お見積	

都度お見積	
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