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今期の流行のあの
アイテム、着こな
しテクは？

How? ふぉーちゅんとは？

は、ちょっぴり背伸びしたい10代の女の子から、もっと綺麗に可愛くなりたい
20代～30代の女性まで、幅広いユーザーの「知りたい！可愛くなりたい！」を叶えるサイトです。

メイクもネイルもファッションも、グルメやエンタメ、恋愛まで。
女の子が気になるカワイイを365日リアルタイム配信中！

新作コスメの
情報が知りたい！

おすすめのダイ
エット方法って？
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History サイトアクセス推移

2015年6月からスタートした は、約１年で５０倍のアクセス増！勢いのあるトレンド情報メディアです！
月間
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●取材・営業部署設置
20記事/38200PV/day

●公式モデル起用
13記事/20100PV/day

●サイトリニューアル
6記事/6700PV/day

ふぉーちゅん開設
1記事/100PV/day

50記事/153800PV/day
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User ユーザー層
１０代～４０代まで、幅広い年代の女性に閲覧されている”ふぉーちゅん”

■年齢 ■性別

25~34歳
41%

18~24歳
34%

35~44歳
18%

45~54歳
6%

55歳以上
1%

女性
93%

男性
7%

■使用デバイス

ios
66.3%

Android
22.5%

Windows
9.5%

Macintosh
1.6%

その他
0.1%

（2017年2月データより）

主なユーザー層は、２０代から３０代前半（F1層）のトレンドに敏感でおしゃれに貪欲な女性♡
そんなユーザーのニーズに応える最新トレンド情報サイト、それが なのです。

ふぉーちゅんを見ている約90%がスマートフォンユーザーです。
アプリ版ふぉーちゅんも４月にリリース！ECサイトも展開予定。

関西エリアの1000箇所以上で配られている『cloVer(クローバー)』３月号に

掲載実績！cloVerは大阪府教育委員会公認の学生向けフリーペーパーマガジンです。
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Access time アクセス時間
■平日
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平日、休日ともに21時～22時がピーク
タイム！最新情報は編集部が深夜にも
いち早く更新しています！

PV数

PV数
■休日

ランチ後のスキマ時間に。おとな女子の
「気になる」「知りたい」「時間を有効に
使いたい」そんな気持ちに応えています！

出勤、通学の
電車の中でも。
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Category カテゴリー

弊社では編集部にてコピー＆ペーストのチェックを実施しております。

女の子の気になるカテゴリを豊富に用意。それぞれのジャンルに特化したライターが
見て楽しい、読んで楽しい記事を毎日更新しています。
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芸能人や著名人などの画像に関しては、契約しているストックフォトサービスを利用、写真提供を受けた写真のみを利用しており、
権利関係は法律に則った運営を行っております。

ファッション

ビューティー ライフ
スタイル

メイク
＆

コスメ

プチプラ〜デパコスまで、新作・限定コスメ情報などをどこよりも早く
ご紹介！トレンドメイクや、話題のコスメなど最新情報を幅広くお届け。

トレンドアイテムのコーディネート術から、⼈気ブランドの新作情報、
季節に合ったマストハブアイテムを発信します。

最新ヘアスタイルやアレンジ、ネイルカタログや簡単セルフネイル、
気になるダイエット情報や美容法・美容グッズまで、美容情報が満載！

最新スイーツや⼈気のお店、コンビニの新製品まで幅広いグルメ情報、話題
のデートスポット、エンタメニュースなど毎⽇を楽しく過ごすための情報。



Special Contents 特別カテゴリー

アパレル店舗やイベント会場、美容サロンや話題のお店など
様々な店舗様に実際にふぉーちゅん編集部が取材に行き、記

事にしています！掲載店募集中。 です☆

おしゃれに敏感なふぉーちゅん読者に
お店をPR！！

リアルなユーザー層による
自己発信カテゴリ

取材記事 モデルブログ

ふぉーちゅん読者代表として、SNSを中心に活躍中のおしゃ
れGIRLやおしゃれBOYが、ブログを発信。
高校生ながらフォロワー4,800人以上の人気を誇るモデルも在
籍。

掲載店と提携したコーディ
ネートスナップ企画なども。
撮影の様子をブログに投稿
してくれました。

プロのカメラマンによる本格的な撮影も！
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Models ふぉーちゅん公式モデル

公式モデルを起用したプレゼント企画や、新作コスメの
レビュー、メイクアップ・ヘアアレンジ動画の配信、

モデルのブログカテゴリーなどなど
どんどん発足予定です。Coming soon…

人気サロンのモデルや雑誌の読者モデル、有名アパレルショップの人気スタッフ、タレント、
FLASH OSAKAなどあらゆるメディアで活躍中の女の子が として

ふぉーちゅんを盛り上げてくれています！フォロワー２万人以上のモデルも多数在籍。

♥すずか（@suzu_94）
サントニブンノイチ 店員、FLASH OSAKA

ＳＮＳでふぉーちゅんの
気になる記事をシェア

♥木村美瑠（@Bar6ie_doll）
フリーモデル（「週刊プレイボーイ 」「ヤンジャ
ン」「 KERA 」「mina 」「vivi」他）

♥青山日和（@hiyo131）
タレント（「神戸コレクション」「キラリア
TV」「ar」「Zipper」「non-no」他）

♥白岩まちこ（@Machichas313）
フリーモデル（「girl‘s style」「SEDA」「mini」
「ar」他）

♥石井和香（@wac_xxxxxxx）
タレント（セプテンバーミーMV《彼女inワン
ダーランド》出演）

♥小藤萌（@aejntpago）
タレント（Music Train(テレビ岸和田)MCアシスタン
ト、サロンモデル他）

USEDアイテムのプレゼント企画には

超えの反響！
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Sns ソーシャルネットワーク連携
@girls.fortune

※2017年3月現在

Facebookのユーザーに合わせた、エンタメ・デパコス・グルメ系の
話題を中心に毎日５～６記事ピックアップして更新中♡

fortune_press

※2017年2月現在

おしゃれなカタログを見ているかのようなこだわりの写真と一緒に
主に、ファッション・コスメ系記事を１日１～２記事更新♡
「#ふぉーちゅん」 タグで関連記事も。

@fortune_press

※2017年3月現在

自動投稿機能で、ふぉーちゅんにアップされた記事を即時紹介！
リアルタイムで最新情報をお届けしています。

ふぉーちゅん公式アカウントと
連携して記事を毎日投稿！！
最新の情報をSNSでもお届けす
ることで、多くのユーザー確保、
PV数アップにつなげています。
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Popularity 人気コンテンツ

季節、イベント毎のモテコーディネート

新作コスメ、限定コフレ

旬の人気スイーツ♡

ユーザーが知りたい情報をもっと見やすくなるように、ふぉーちゅんではいろんな特集
ページを作っています。どのコンテンツも６０記事以上のボリュームで読み応えばっちり！

お悩み解決アイテム etc…

記事下に特集ページの
スライドを設置。
回遊率が約2.5倍増しました。

（2017年2月データより）

10



Popularity 人気コンテンツ

ふぉーちゅんは特に「コスメカテゴリ」に注力しています。雑誌や他のメディアよりもいち早く、新作コスメの
情報をお届けしているのが強みです。コスメ好きの女性や、情報感度の高い方々にも支持して頂いており、個人での
ＳＮＳのシェアも多く、Google検索でも上位を獲得しております。

ふぉーちゅんの記事ランキ
ングでは、コスメ記事が
上位を独占！！

人気コスメの色比較、使用感

発売前コスメの最新情報

プチプラ優秀お悩み別アイテム etc…

新作コスメ、限定コフレの紹介

（2017年2月データより）
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※提供コスメ記事例

メーカー様から提供頂いたコスメを使った
メイク動画や、実際の使用感、色比較、人気

色の紹介を動画で配信中！
コスメ好きの女性ユーザーにも、

大変分かりやすいとご好評いただいています。

コスメメーカー様から頂いた発売前のコスメのサンプルで、
レビューやメイク記事を編集部で作成して配信しています。

コスメ提供実績：資生堂、キャンメイク、ゲラン、
ザ・ボディショップなど

GUERLAIN(ゲラン)様より春新作コスメ

資⽣堂様より春の新作コスメ

キャンメイク様より
春新作リップ



Application アプリ版ふぉーちゅん
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★★★★★
星５レビュー多数！

知りたい情報をジャンルごとにチェック

お気に入りの記事はあとからゆっくり

ランキングで最新トレンドが一目でわかる

毎日約１００記事更新中！

プッシュ通知で最新情報をお知らせ

▶株式会社ロックン
▶カテゴリ：カタログ
▶互換性：iPhone, iPad及び

iPod touch、Androidに対応。


