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当社Facebookページ 

映像 

当社自社メディア 
ラーチーゴー！日本 

月間PV 4,200,000 

ファン数480,000人 
(Taiwan 80% Hong Kong 10% Other: 10% ) 

パンフレッ
ト 

←　若い女性層に 
圧倒的人気　→ 

Online Offline 

日本観光情報メディア（ラーチーゴー！日本）と台北アンテナショップ（MiCHi café）にて立体的なプロモーションが可能です。 

アンケート 

各種イベン
ト 

サンプリング 



  


Online 
台湾人香港人向けNo.1メディ
ア「ラーチーゴー!日本」 
プラン紹介 



n

A:ライト
ページ 

B: 記者 
取材 

＜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）には、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。 

E: FB 
投稿 

D: ページ 
更新 

C: TOP 
バナー 

F: Yahoo!
台湾/
Google 
 

300字 
× 

梅プラン 
× × × × 

竹プラン 1回 
× 

1500字 
× ◯ × 

松プラン 1回 1ヶ月 3回 2000字 1回 ◯ 

Online 



A: ライトページ作成：店舗情報をシンプルに紹介します。 

シートと画像をご提供いただきま
す。 

当社指定の 
アピールシー
ト 

画像10
枚 

日→中へ翻訳 

コーディング 

１年間掲載いたします。 

＜アピールシート内容＞ 
住所電話番号等の基本情報・300字程度の店舗紹介・クーポンチケット・店舗
URL 

当社にて入力作業を行います。 

ライターの取材&記事作成をせず、画像とテキストで、要点を簡潔にまとめたページを１枚つくります。 

ご提
出 



■前頁で作成したページが、取材&記事作成によりリッチ
化します。 

B: 記者取材：台湾人ライターが台湾人目線で記事を執筆、店舗情報を充実化します。 

PC版 

スマホ版 

台湾・香港では観光情報ブログがメディアとして普及してい
るので、 
現地目線に馴染む、見やすいブログ形式での記事作成を行い
ます。 
 
当社ジーリーメディアグループでは、台湾や香港で記者、雑誌編集、有名出版社での勤務
経験のある経験豊富なライター陣が記事を執筆を担当。よりユーザーへの説得力を高める
記事が仕上がります。 



・トップの大型バナー 
　（常時４枚・最大８枚） 
・常時表示 
・スマホ版でも掲出 
・バナーは当社にてデザイン・制作 

C: TOPページ　アイキャッチバナー 

※アイキャッチバナーの位置は、変更になる場合があります。 
 



D: ページ更新 

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。（現地取材は別途費用を申し
受けます。） 

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。 



E: Facebook投稿：ソーシャル上で台湾・香港に向けて情報発信します。 

記者が取材した店舗情報ページ 

全人口のFacebook利用率65%(世界最高)のFB大国・台湾（日本は15%程度） 
ラーチーゴー！日本のFacebookファンページは台湾で48万人以上のファンを有して
います。 

ラーチーゴー！日本　facebookファン
ページ 

誘導

ソーシャル上のバズが誘発されれば、１００万人以上のユーザに情報がリーチし
ます。 
※表示回数がFacebook社のアルゴリズムに依存するため、リーチ数の保証はありません。 



F: Yahoo! 台湾　Stream Ads 

Yahoo!台湾にネイティブアド（純粋な記事見出しの中に、自然な形で挿入される広告）を掲載
いたします。 
台湾ではネット人口の96％がYahoo!を利用しています。 

掲載イメージ（⾚赤枠
内）

mobile 

PC 

ターゲッティングにより、精緻で効率の良い訴求が可能です。 

Yahoo!台湾のトップページに掲
載 

年齢 × × × 性別 趣味嗜好 居住地 

記者が取材した店舗情報ページ 

誘導
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記事の確認・修正について 

喔，又是廣告耶….. 
(あ、また広告か….) 

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います。 
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（Gin)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。 
　※初稿からの修正は基本的に1回とさせていただきます。 

ここはカットして、 
ここもっとふくらませて。 

この写真、これと差し替え
て！ 

この部分削除で。 これ追加して！ 

原稿完成後の 
チェックバック 



【価格表（税
別）】 

【飲食店様限定】 
   ディスカウントプラン 

ユーザからの問い合わせが非常に多い 
「グルメ情報」をより充実させるため、 
飲食店様の御出稿につきましては、 
　 
 一律20% OFF　 

 にて掲出させていただきます。　 
 

Online 

【松プラン】　　１,５０
０，０００ 
 
【竹プラン】　　　７７０，
０００ 
 
【梅プラン】　  　１５０，
０００ 



<A～F対象外>TOPページアイキャッチバナー（ラーチーゴー！内に取材記事のあるクライアント様限定） 
 

・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 

東京・大阪 
京都・北海
道 

その他エリ
ア 

300,000 1か月 

3か月 

210,000 
810,000 567,000 

(税別・制作費込) 
【注意事項】 
・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。 

※アイキャッチバナーの位置は、変更になる場合があります。 
 

Online 



<A～F対象外>TOPページバナー（ラーチーゴー！内に取材記事のあるクライアント様限定） 
 

・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 

東京・大阪 
京都・北海
道 

その他エリ
ア 

150,000 1か月 

3か月 

120,000 
405,000 324,000 

(税別・制作費込) 

Online 

【注意事項】 
・TOPページデザイン変更の可能性がございます。 



  


Offline 
アンテナショッ
ププラン紹介 



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！！ 

G: MiCHi cafe　イベント 

店舗ジャック（1週間） 

映像、パンフレット、コースター、物販、ポスター等々 
店舗ジャックイベントで御社一色に染めます！！ 

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。 

その他にも… 



万一、余剰分が発生した場合は旅行博に 
出展する当社ブース内で全て配布いたします。 

H: MiCHi cafe　パンフレット（5,000部） 

いわゆるチラシラックやビラ配りは手に
取られる可能性が低いです。 

そこで 

エリアごとにパンフレットを 
陳列させ、スタイリッシュに 
展開いたします。 

持ち帰りを促進させる展開で5,000部を配りきります。破棄は一切いたしませ
ん。 

ラーチーゴー！日本ご出稿のクライアント様は 
弊社でパンフレットデザイン、印刷も可能です。 

※デザイン・印刷には実費をご請求いたします。 



I: MiCHi cafe　映像 

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。 
音楽と連動させて映像に引き寄せる展開も可能です。 

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分以内動画）1
週間 

天井からの吊り下げで 
壁面に投影いたします。 



J: MiCHi café　サンプリング　200個 

サンプリングを店内で提供します。ターゲットを絞っての提供も
可能です。 

※サンプリング商品は店舗に直接ご郵送くださ
い。 



K:MiCHi café　アンケート　200件～ 

店内でアンケート実施できます。台湾の生の声を拾います。 

※アンケート項目をワードデータで納入くだ
さい。 
　　中国語に変換も可能です。（別途費用） 

※200件¥400,000～ 



L : 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 

1ヶ⽉月 　¥200,000−（税別）

※希望多数の場合、当社で選考させていただきます。 



【価格表】 Offline 

（税別）

Online（ラーチーゴー！日本）とOffline（アンテナショップ）を掛け合わせたプ
ランは 
お値引き価格でやらせていただきます。 

※Onlineとの掛け合わせは竹プランからとさせていただきます。 
　梅プランでは単独発注金額でのご案内ですのでご了承くださいませ。 

　 単独発注 樂吃購！日本セット
店舗ジャック（1週間） 1,500,000	 1,000,000	

店舗ジャック（1日） 500,000	 300,000	

映像 400,000	 200,000	

コースター 400,000	 200,000	

サンプリング 400,000	 200,000	

アンケート 400,000	 200,000	

机1台貸し（テスト販売） 200,000	 100,000	


