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⽉間ユーザ数：111万⼈

FBファン数：62万⼈
※2018年1⽉現在

台湾・⾹港で
ユーザ数NO.1の
訪⽇メディア

ツアー&
アクティビティ
予約

⾶⾏機・ホテル
予約⽐較

ネイティブによる
編集&
タイアップ記事

各種クーポン

ラーチーゴー！日本	



ユーザー数(UU)＝月間111万人以上 	 	Facebookファン数＝62万人	
＊訪日台湾・香港人（約50万人/月）の2倍近くが閲覧中	

「樂 吃 購」とは、繁体字中国語圏（台湾・香港）で最大の日本情報サイト。 
台湾人観光客を誘致したい地方自治体や百貨店、ドラッグストア、ホテル・飲食店などからの出稿が絶えず、数多くの反響と実績を出しています。　 
ネーミングの意味は樂 ( ラー = 遊ぶ ) 吃 ( チー = 食べる ) 購 ( ゴー = 買う）。 

http://www.letsgojp.com/ 

台湾と香港で圧倒的な認知度と影響力を誇る情報サイト	
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■ユーザー属性 

16-24    25-34    35-44    45-54    55-64

60%

45%

39%

15%

0% 

■他媒体比較 	 	 	 	　　　　　　＊訪日ラボより引用	

「⽇本のトレンド」と「旅⾏者のニーズ」の両⽅を
熟知したネイティブライター陣が取材・執筆する
ことで、多くのユーザーから共感を得続けています。
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ホテル価格⽐較航空券価格⽐較

アクティビティ・ツアー予約 路線検索

個⼈旅⾏(FIT)ニーズをワンストップで網羅する各種機能



『ラーチーゴー！⽇本』特徴：現地のユーザと⽇本のクライアント、両⽅のニーズに応える。
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①訪⽇の情報源No.1はWeb

台湾・⾹港で圧倒的⽀持を集める４つの理由

②東京と台北に編集部

③超⼈気！「クーポン」満載

④総合情報サイト

①作ったら、⾒られる。

②何が刺さる？編集部が魅⼒掘り起こし

③分析ツールを⽤いた効果検証と最適化

④リアル店舗との融合

⽇本の企業・⾃治体に広く活⽤される４つの理由
「旅マエ」「旅ナカ」を網羅。 効率が良く、検証ができるマーケティング。

「掲載して終わり」にするのではなく、Googleアナリティ
クスなどを使い、検証して改善を重ねます。四半期ごとに効
果検証レポートを提出し、効果の最適化を図ります。

ラーチーゴー！は、単なるウェブメディアの枠を越え、台北
にアンテナショップを構えています。オンラインとオフライ
ンを掛け合わせたプロモーションが得意です。

編集部は全員、⽇本語堪能な台湾⼈＆⾹港⼈。⽇本⼈の⽬線を
排除したコンテンツ制作で、商品や施設を魅⼒化します。⼀⽅
で⽇本⼈スタッフが、クライアントニーズを丁寧にケアします。

ホームページを多⾔語化しても、なかなか閲覧してもら
えません。毎⽉約100万⼈にみられているラーチー
ゴー！なら、訪⽇前・訪⽇中のユーザに数多くみてもら
えます。

多⾔語パンフレットを作っても、⾯⽩くなければゴミ箱に捨
てられるだけ。台湾・⾹港のスマホ利⽤率は⽇本の約2倍で
あり、紙よりウェブが圧倒的主流です。

⽇本と台湾の両拠点で、総勢約20名の編集部が連動してコンテ
ンツを制作しているので、どこよりも速く読者ニーズを捉え、
どこよりも速く⽇本のホットな情報を提供できます。

台湾・⾹港の訪⽇客はクーポンが⼤好き！ユーザ⼈気の⾼いレ
ストランやお買い物クーポンを⼤量掲載しています。クーポン
利⽤率は⾮常に⾼く(実績紹介参照)、⽇本企業にも⼈気です。

ブログやFacebookなどのSNSの情報は、古くなればどんどん
流れて⾏って⼆度と上にはあがってきません。ラーチーゴー！
は情報がスッキリと整理されたストック型の総合情報サイトで
す。
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『ラーチーゴー！⽇本』／編集タイアップ 実施イメージ

ネイティブ⽬線で
刺さるポイントを

紹介

スポットやメニューの詳細リンク
↓

クリック数でニーズを探る
＊分析レポートは次ページ参照

需要を観察・分析しながら
商品を造成（複数造成可）

↓
効率的な消費促進を可能に

そのまま予約・決済まで
可能な仕組みを導⼊

＜記事ページ＞

＜商品ページ＞

魅力
発掘	

情報
発信	

需要	
把握	 販売

促進	

商品
造成	

ご希望があれば、
旅⾏商品として販売〜決済機能までを
無料で導⼊することが可能です。

消費者の来訪意欲・きっかけを創出し、実集客に
つなげます。
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『ラーチーゴー！⽇本』について／分析

レポート例

・PV数
・UU数
・クーポン閲覧数
・滞在時間
・外部リンク送客数
 等

■そもそも需要はあったか？

■消費意欲向上できたか？
 （クーポン閲覧率）
■クーポンの内容はOKか？
 （クーポン着券CV率）

いつ（どの時期）に
多く⾒られるのか？

■興味喚起できたか？
■最後まで読んだか？
 （閲覧時間）

■⼈気コンテンツは何か？

ユーザーの
⾏動を参考に

(ニーズ精査・分析)

何を？
いつ？
どうやって（クーポンなど）？  

ニーズ・課題・強みが明確に

プロモーションの軌道修正 → 最適化を実現。

次の事業計画の参考情報として活⽤ → 事業の効率化。
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弊社媒体紹介■ON-LINE■
料⾦プラン

ウェブ掲載プラン（取材、制作、掲載費全て込み）
松 中⽂繁体字圏ライター取材･撮影によるネイティブ視点の記事制作 アイキャッチバナー カテゴリー内表⽰順位最優先 FB投稿
⽵ 中⽂繁体字圏ライター取材･撮影によるネイティブ視点の記事制作
梅 取材なし。要点のみの掲載。クーポンが台湾･⾹港からの訪⽇客を誘引 
プラン 料⾦ 樂吃購ウェブサイト

掲載期間 情報量 画像 記者取材 カテゴリー表⽰順位 Facebook Facebook 記事更新 新着情報 アイキャッチ
⽂字数 掲載数 執筆･撮影

※1
（お勧め順） 投稿

1回⽬
投稿
2回⽬

表⽰ トップバナー

松 150万円 1年間 2000字迄 20枚迄 １回 最優先 ○ ○ 1回（800字迄） 新規掲載時
更新時 １か⽉

⽵ 77万円 1年間 1500字迄 15枚迄 １回 優先 ○ なし なし 新規掲載時 なし

梅 15万円 1年間 300字迄 10枚迄 なし 普通 なし なし なし 新規掲載時 なし

オプションプラン 樂吃購ウェブサイト 料⾦ 注記

コンテンツ制作関連

記事内容修正

基本情報修正（名称・電話番号・所在地・営業時間） 無料

クーポン情報 HP/ URL 追加修正 30,000円

500⽂字・画像5枚までの修正 70,000円

800⽂字・画像8枚までの修正 100,000円

ライター指名 ライターリストから希望のライターを指名できます 100,000円

特急料⾦ 申込〜公開まで2ヶ⽉以内をご希望の場合 100,000円〜

表⽰

アイキャッチバナー
1か⽉ 300,000円

3か⽉ 770,000円

楽･吃･購･住･美･交通･⾏程 カテゴリー表⽰ 2カテゴリー表⽰ 12ヶ⽉間 1カテゴリー@100,000円

新着情報表⽰ 記事内容を800⽂字程度修正した場合、TOP新着に再表⽰ 100,000円

サイドバナー

1か⽉ 150,000円

3か⽉ 380,000円

６か⽉ 580,000円

Facebook 60万⼈（⽇本関連FBの中でNo.1) リーチ想定5万〜130万 1,000,000円



9	

『ラーチーゴー！⽇本』について／純広料⾦プラン

＜掲出位置＞

PC版トップ スマホ版トップ PC版記事ページ スマホ版記事ページ

������
���	�

⑤掲出開始（1ヶ月間）
④広告掲出審査の結果報告：掲出開始10日前
③入稿データ及びリンク先URLご支給：掲出開始15日前
②掲出開始日の調整
①ご発注

純粋広告メニュー	 掲載費用（税別）	 掲出期間	 露出保証	 掲出位置	 ご支給要素	 備考	

外部リンク 
バナー広告（静止画）	 ¥680,000  1ヶ月	 150万imp 

東京版、関西版、 
北海道版のみ 
 
・トップページカラム位置 
・全ての記事ページ下部	

・リンク先URL 
・バナー入稿データ 
＊実装サイズ：255×143px   
＊制作サイズ：768×432px 
 （72dpi）	

　	

インバナー広告（動画広告）	 ¥880,000  1ヶ月	 150万imp youtube該当ページURL ＊自動再生なし 
手動での再生のみ	


