
日本の美しいライフスタイルを中国へ



SmarTipsとは

中国人目線のアイディ

ア

プロの撮影

日本商品の「特長」

日本商品の使い方

日本商品テスト結果

日本商品を使った生活の裏技

コンセプト

ちょっとだけのチャレンジで、生活がもっと楽しくなる。

優れた日本の商品の特長、

使い方を、中国のユーザー

に楽しく魅力的にアピール。

生活の質を向上させたい中

国ユーザーに、日本商品を

紹介する動画アプリ。



SmarTipsの考え方

動画

厳選コレクション

発見

サンプリング

• 日本の商品やライフスタイ
ルを紹介する

• 日本の美容アイテムを実際に
テストして、テーマ別、ラン
キング形式で掲載。ユーザー
はレビューを投稿できる

• ユーザー体験を重視しなら、
内容をプッシュする

• 気になった日本の商品のサン
プルが請求できる

Find
Japan Smartips



SmarTipsの強み

ユーザー体験

ユーザーの行動パターンを分析し、
興味がありそうなコンテンツを優
先表示。

アクション増加の仕掛け

アクションに応じたポイント制度、
VIP制度を設定。ユーザーのアクシ
ョンを増加させる仕掛け。

プッシュ通知

ユーザーが興味のあるジャンルの動
画の更新や、新規サンプリングキャ
ンペーンをプッシュ通知。

「FindJapan」式のおすすめ

FindJapan編集部のおすすめ、ユーザ

ー自ら興味がありそうな日本の「良い」

商品を楽しく魅力的に見せる。

コーナー連動

動画、厳選コレクション、サンプリング
サービスの連動が可能。ユーザーの行動
パターンを考慮。

露出＆拡散

いいね、コメント、人気SNS（Weibo、
Wechat）へのシェア可能。
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ユーザー行動パタン

興味がある商品のサンプルを使ってみたい

商品の使い方をもっと知りたい

購入したい 購入したい

動画

厳選コレクション

サンプリング

共通

＋ポイント（いいね、コメント、シェア）

ーポイント（VIPキャンペーン）



動画



【動画】

①奇思工坊 ：面白い商品や実験

テーマ：

②慧心生活 ：便利グッズ、文具等の紹介

③秘密化妆间：メイク動画など



【動画】

 コメント抜粋

• 審査が通ったコメントの

み表示

 商品紹介

• スペック

• 購入先連動可能

• サンプリング連

動可能

①最新 ：新規動画を更新順で表示

②ピックアップ ：おすすめコーナー

③特集：イベントの映像、KOLが自分で撮った動画、

「春メイク特集」のような動画特集

コーナー：

※トップ設定可能

※トップの動画だけは自動再生



厳選コレクション＆
レビュー



【厳選コレクション】

コンセプト

どんな商品が自分に合うか？

どんな商品が一番効果があるか？

日本の真の良いモノをFindJapanの「秘密化妆间」

（厳選コレクション）で見つけよう！

企画内容

スキンケア、メークアップなど、美容系のテーマ別

ランキングを毎月発表。（中国人目線の商品テスト

を実施し、A～Eの5段階で評価。）

テスト対象商品の選定基準

中国でSNS等で既に人気の商品とFind Japan編集部が

中国人消費者にオススメしたい商品を選定。

商品テスト内容

効果、使用感、成分の3軸で、 Find Japan編集部中国

人スタッフが実際に試用したうえで、美容専門家と中

国の美容専門ECショップ店長を交えて、評価します。



【厳選コレクション】

テーマの
総合

ランキング

商品ごとの
テスト結果



【レビュー】

• 写真（4枚まで）
• 商品名
• カテゴリー
• 評価：カテゴリー選択後、

評価基準を自動表示
• レビュー内容

クリックすると、
レビュー画面になる



【厳選コレクション】スケジュール

2018年下期
注目新商品

ボディー
ソープ

5月

乳液
(一般保湿 )

マスカ
ラ

クリーム美容液
(一般保湿 )

シート
マスク

リップ
グロス

ファンデー
ション

チーク洗顔料

1月 2月 3月 4月

8月 9月 10月 11月

12月

6月

日焼け止め

2018年上期
注目新商
品！

7月



サンプリング



【サンプリング】

中国のユーザーは何を考えているの？

約97％の中国人ユーザーが「無料トライアル商品のキャンペーンに参加したい」と回答。

・日本の人気商品、新発売商品、限定商品を試したい

・FindJapan編集部、人気ブロガー、メーカーおすすめのトライアル商品に興味がある

・商品の効果、価格、成分、口コミを最も知りたい

・保湿、デトックス、美白の問題に関心が高い

※FindJapanアンケート調査、回答内容

コンセプト

トライアルは、ライフスタイルを変えるチャンス。

中国消費者が日本の良いモノを試せる「FindJapan万試屋」から、新たな美と出会いを創造

します



【サンプリング】

 サンプリング一覧

 申請済みのサンプル一覧

 サンプリングレビュー

メニュー：

進行中のサンプリング

完了のサンプリング



【サンプリング】配信例

 サンプリングキャンペーン詳細情報

• キャンペーンタイトル

• キャンペーン時間

• 商品バナー

• 商品数

• 現在参加人数

• 参加ボタン

 キャンペーン参加条件

• 第三者のアカウントにフォロー指定可能

• 消化ポイント －5～20点

 試用報告

• 記事の形

• アンケート（5問まで）埋め込み可能

• 動画埋め込み可能

• 写真最大10枚まで

 コメント抜粋

• 審査が通ったコメントをこ

こで表示できる



発見



【発見】

• 初めて「発見」ページを開く時

に興味選択画面を表示する

• ユーザーに興味ある内容

（タグ）を選んでもらう

• 関連動画を再生

回数順に表示



広告メニュー



【料金表】

①動画 ②動画（TOP枠） ③サンプリング ④厳選コレクション

配信対象

メディア・チャンネ

ル

「SmarTips」動画アプリ、

FindJapan微博

「SmarTips」動画アプリの

「TOP設定枠」、起動画

面、FindJapan微博

「SmarTips」アプリの

サンプリングコーナー

「SmarTips」アプリの

厳選コレクションコー

ナー、FindJapan微博

配信内容 動画制作＋編集＋1回配信

動画制作＋編集＋1回配信＋

トップ設定（1週間）+起動

バナー（1枚）

記事テキスト（800字以

内）＋画像内容（10枚ま

で）

「新品発売」特集の1

枠、内容制作

KPI 再生回数5万 再生回数10万 参加人数1000名以上 IMP：30万

配信期間 投稿日 投稿日～1週間 投稿日～3週間 投稿日

申込期限 15営業日前18:00 15営業日前18:00 10営業日前18:00 10営業日前18:00

料金(税抜） 500,000円 800,000円 800,000円 300,000円


