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『ラーチーゴー！日本』メーカー様プラン／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

記事ページの下に、
そのまま購入・決済まで
可能な仕組みを導入

＜記事ページ＞

＜越境ECカート設置＞

商品の販売〜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、実販売につなげます。

物流（発送・保管）代行やカスタマーサービスについても
オプションで実施可。ワンストップで越境EC開始を支援します。

＜台北一等地のアンテナショップ＞

需要を観察・分析しながら
商品カートを設置

↓

効率的な消費促進を可能に

魅力
発掘

情報
発信

需要
把握

販売
促進

商品のサンプル展示・試食試飲・
アンケート・リアル店舗での
プロモーションをオプションで実施可。
QRコードを用いて、
リアル店舗から越境ECぺージへ
誘導することも可能です。

商品
販売
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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
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■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。



『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』について／分析

レポート例

・PV数
・UU数
・クーポン閲覧数
（日本店舗へ

誘導の場合）
・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？

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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取材撮影・年間掲載料金

料金プラン（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2回
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 FB投稿1回
梅 取材なし。要点のみの掲載。越境ECカートが台湾･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 サンプル商品展示 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

＠MiCHi cafe 表示 トップバナー

メーカー松 150万円 1年間 2000字迄 20枚迄 １回 最優先 ○ ○ 12か月 新規掲載時 １か月

メーカー竹 100万円 1年間 1500字迄 15枚迄 １回 優先 ○ なし なし 新規掲載時 なし

メーカー梅 50万円 1年間 800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 1回あたり

http://tokyo.letsgojp.com/search?c=fun&o=1
https://www.facebook.com/letsgojp/
https://www.facebook.com/letsgojp/
http://tokyo.letsgojp.com/
http://hokkaido.letsgojp.com/
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カート利用・ロジスティック・CS料金
以下の項目についてはクライアント様の仕様をヒアリングしてから項目内容を調整します。適宜カスタマイズが可能です。

料金 注記

越境EC販売手数料

カート設置 記事下カート設置料 無料（掲載費込） カート設置は、1記事1商品となっております。

販売手数料
顧客購入代金よりクレジットカード手数料を指しい引いた金額を

6か月ごとに清算・振込 無料（掲載費込）
テストマーケティングのため、基本的には月々での振込は

対応しておりません。海外送金は別途費用です。

購入履歴レポー
ト

購入都度、売上・顧客情報レポートをお送りします 無料（掲載費込） 注文情報をメールにて転送いたします。

クレジットカー
ド手数料

VISA/MASTER:3.7%, JCB/AMEX/DINERS:4.0％ 3.7％〜4.0％
販売額からクレジットカード手数料を差し引いた金額が

貴社に振り込まれます。

ロジスティック
（株式会社BENLYさまを
ご紹介する形となります）

管理

倉庫管理
常時販売の商品において、倉庫保管が必要な際の管理費およびラッ

クの坪単価
6,900円/坪

今回は価格を抑えるため、システム管理費とラック貸出
における金額、保管料を一緒に合算いたしました。

入庫処理
仕入荷物を倉庫に搬入する時にかかる荷受料

20~50円/個 商品サイズによって変動します。

ピッキング
注文が入った荷物のピッキングおよび梱包作業費

30~100円/個 ピッキング方法や商品サイズによって変動します。

商品の検品 20~50円/個 商品サイズによって変動します。

配送

国内荷物受け取り
転送において国内配送荷物の受け取り及び簡易検品

150円/個 到着時の検品および国内返品が発生した際の対応含む。

海外配送
EMSでの配送対応（インボイス作成含む）

EMS実費 -

海外配送・おまとめ配送 550円/個 -

返品対応
海外からの返品対応

500円/個
海外の購入者とのやり取りおよび日本郵政への各種ドキ

ュメント提出作業を含む。

カスタマーサービス
（株式会社BENLYさまを
ご紹介する形となります）

商品に関する
問い合わせ

ユーザーからの商品QA対応を代行する
（マーチャントへのレポート共有込）

200円/応対

左記価格は参考値となります。詳細な内容を確認した上
で再度お見積もりとなります。

配送に関する
問い合わせ

ユーザーからの配送QA対応を代行する 200円/応対

海外ユーザーからの返品応対フローを新規作成し越境ECサイトに掲
載、実際の作業を代行する

40万円〜

トラブル対応
越境ECサイトのトラブル応対マニュアルを新規作成し越境ECサイト

に掲載、実際の作業を代行する
60万円〜



日本の優れた商品を紹介するアンテナショップ in 台北

【アンテナショップ MiCHi cafe概要】

台北の一等地に構える日本のアンテナショップ

①商品物販 ②観光情報ガイド ③カフェスペース ④イベントやセミナー

・住所：台北市大安區敦化南路一段161巷46-1
・面積：1F 20坪、B1F 20坪 合計40坪

台
北
駅

忠
孝
敦
化
駅

台北駅から地下鉄15分、
忠孝敦化駅から徒歩３分

地下鉄板南線直通

・営業時間：平日13:00〜21:00 / 金土13:00〜22:00
・平均来店者数：平日150〜200人 /土日400〜500人
・平均売上： 平日20,000元 /   週末50,000元
・来店客層
女性 65％ 男性 35％
18歳以下 15％
18～25歳 40％
25～35歳 35％
35歳以上 10％

台湾No.1の日本観光メディア「ラーチーゴー！日本」（月間UU111万人/月間PV600万・2015年日経新聞最優秀賞）との連動が可能

63万人以上のファン数を誇るFacebookページ（日本人台湾最多）と連動し加速度的なバズを創出

日本自治体や日本メーカーの物産品のPR・委託販売・アンケート実績が豊富

POINT 1

POINT 2

POINT 3



試飲型アンケート
北海道テレビ様

ゆるキャラ撮影会・販売会

日本一感謝福袋販売
北海道ファイタース様

一週間貸切イベント
熊本県庁様

大規模試食会 おたべ様

アンテナショップ実績紹介



【店舗図面】1F

入
口

地下入口
展示スペース

B1F
1エリアあたり
棚：奥行25cm×幅90cm
（3段分使えます。）

カウンター：奥行60cm×幅90cm
=合計使用可能面積12150㎠

【店舗図面】B1F

1エリア 1エリア 1エリア

1F
1エリアあたり
奥行60cm×幅100cm
=合計使用可能面積6000㎠程度

※1Fの棚の大きさは色々な規格がございますが
合計7200㎠程度を確保できるよう調整致します。
棚のご指定は必ずしも承れないケースがございま
す。

断面図



最大のインバウンドマーケットである繁体字中国語圏にターゲットをフォーカス
＊台湾・香港の訪日客の傾向詳細データはお問合せください。

編集部が日本を熟知したネイティブ台湾人だけで構成され、高い共感値を維持

「地域別」「目的別」で情報を探せる総合サイトとして優れたユーザビリティ

クーポン機能を搭載しユーザー満足度獲得と同時に効果測定が可能

63万人以上のファン数を誇るFacebookページと連動し加速度的なバズを創出

台北のアンテナショップ「MiCHi cafe」でリアル体験を通した多角的な接触と訴求を実現

掲載期間（１年間）に検証・データ解析を繰り返し、試行錯誤の上目的を達成できる

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

POINT 5

POINT 6

POINT 7

台湾で圧倒的な認知度と影響力を誇る「ラーチーゴー！日本」

ユーザー数＝月間PV600万・UU110万
＊平均訪日台湾人（約31万人/月）

「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。

日本全国の最新トレンドや日本の店舗で使えるクーポン、日本企業の商品紹介や観光 PR など様々な情報が掲載されています。台湾ではフェイスブックの利用率が日本の約5倍にのぼり、
WEB や SNS を使った情報発信が最も効果的かつ効率的であると言われています。また、台湾人が実際に海外旅行に行く際の情報源はWEB が圧倒的な割合を占めており、台湾向けの
インバウンド事業にWEB・SNS の施策は欠かせません。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）。

アンテナショップin台北

ファン数：52万人

■TOPページ

■face bookページ

■記事ページ（1年間掲載）
■MiCHi cafe

■解析

BUZZ・拡散

流入

試行錯誤

拡散
接触
体験

ご要望に応じて
商品カート発行

[客層]        女性：65％ 男性：35％

18歳以下 18-25歳 26-35歳 36歳以上
15%           40%           35%           10%



代表取締役 吉田皓一

奈良県出身。防衛大学校を経て慶應義塾大学経済学部卒業後、朝日放送入社。
テレビ営業部で3年にわたり広告マーケティングに従事したのち退職し、2012年に（株）ジー
リーメディアグループ創業。中国語に堪能なことから、台湾にてテレビ番組やCM出演、雑誌
コラム䛾執筆なども行う。日本にてテレビ番組出演、台湾インバウンドセミナーに多数登壇。

ミッション 「メディア事業を通じ、日本と台湾の発展に貢献する」

株式会社ジーリーメディアグループ
コーポレートサイトURL：www.geelee.co.jp

日本人社員6名、台湾人社員7名
日本スタッフ4名、台湾人スタッフ14名、
香港人スタッフ1名

資本金：10,000,000円
創業：2012年10月
会社設立：2013年10月30日
本社所在地： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-11
第一シルバービル5F 
電話：03-5925-8611(代表)
法人番号 8021001052062

＜台湾現地法人＞
吉日媒體行銷有限公司
資本金：NTD1,500,000
住所：台北市中山區松江路328號4樓402室
統一編號：54670266

http://www.geelee.co.jp/

