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コスメ・メイク・ビューティーなど 20 代～ 30 代のオトナ女子に最新のトレンドをお届け。
レビューや新作情報をランキングからチェックできたり、プレゼントキャンペーンに参加で
きる企画など様々なコンテンツを配信しております。

コスメブランドとユーザーの対話を図れるメディアとして、コスメのレビュー記事やニュー
ス配信、プレゼント企画などユーザーの方が実際に、活用し共感できるメディアとして、メ
イク・コスメ・ビューティーなど美容特化の情報を配信してまいります。

女性を幸せに出来る、リアリティのあるメディアとしてユーザーとクライアントを繋ぐ架け橋を目指しております。

メイク＆コスメ
スキンケア ビューティー コスメニュース コスメレビュー コラム

FORTUNEとは？

メディアミッション

メディアポリシー



ユーザー属性

公式 SNS フォロワー

Facebook のユーザーに合わせた、デパコス・プチプラコスメの記事や、 インフルエンサーが作成した
メイク方法の動画などを中心に更新中。

girls.fortune　いいね ! 数 約 47,611

新作コスメや、コスメの使用感、話題になっているコスメなどを中心に 更新中 ! ストーリーでは、取材
風景の動画を配信しています。

fortune_press　フォロワー数 約 23,353
編集部がピックアップした人気記事を画像付きで tweet しています。メ イク方法や透明感を作るベース
メイクについての tweet がエンゲージ メント率が高いです

fortune_press　フォロワー数 約 9,646

アプリはこちら
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インフルエンサー

※ 在籍モデル一部抜擢

ふぉーちゅん公式モデル美容系TOPブロガー

有名美容系インフルエンサー モデルコンテンツも充実

アメブロなどで TOP ブロガーとして活
躍しているインフルエンサーを起用。
ふぉーちゅんライターとしてコス メ記
事を全般に記事を書いてくださ ってお
ります。 SUZUKA WAKO

人気サロンのモデルや読
者モデル、 有名アパレル
ショップの人気スタ ッフ
、タレントなど、あらゆ
るメ ディアで活躍中の女
の子が在籍。

美容ブロガー・インスタグラマーの「あや猫」さんや、 アメブロ芸能人メイク・コスメ部門 1位 のネイルブロガー「しずく」さんなど、 
美容業界で有名なブロガーさん、美容ライターさんなどのインフルエンサーの方も ふぉーちゅんのライターとして記事を書いてくださ
っております。 今後、さらにメンバーや記事数の増加を予定しております ! 別でふぉーちゅん公式モデルさんにも拡散などを協力して頂
いております。



SEO でも多くのキーワードで 1位を取得しております。検索クエリ

新作コスメ関連のキーワードや、2018夏コスメ関連でもGoogle検索1位を獲得！
過去「新作コスメ」関連や、「クリスマスコフレ」の記事では3～５万PVが多数ございます。

Google の検索クエリ（キーワード）ではコスメ関連のキーワードが強く、季節ごとの新作コスメのキーワードでは
毎回 1位を獲得しております。他媒体よりも、即時情報をいち早く記事化し公開する事で SEOを強化しております。
ユーザーが求めている情報をわかりやすくタイトルで表現する事で高い CTR を保っています。

コスメニュース カテゴリーの記事は、Google  
news様とも提携しております。

コスメニュース カテゴリーの記事は、プレス
リリースを元にライター部署や編集部署で作
成しております。



ビューティー、トップ、コラム
のカテゴリーに提携させて頂い
ています。

ビューティー、ネイルの
カテゴリーに提携しております。

ビューティーのカテゴリーに
提携しております。

ビューティーのカテゴリーに
提携しております。

メイク、美容のカテゴリーに
提携しております。

美容のカテゴリーに提携して
おります。

提携先一覧



ビューティーのカテゴリーに
提携しております。

ビューティー、メイクの
カテゴリーに提携しております。

ビューティーのカテゴリーに
提携しております。

提携先一覧

取材記事や人気記事を SmartNews 様、pool 様、LAURIER PRES S 様、

GENIC 様、女子 SPA! 様、LUCLA 様、おしゃれ天気様、MERY 様、G

oogle ニュース様に記事提携させて頂いております。また、コス メ

やメイクなどをテーマにしたコラムカテゴリー記事も提携しており 

ます。SmartNews 様ではビューティー、コラムカテゴリーに、poo

l 様 では「メイク」「美容」カテゴリーに記事提携しており、特に「

メイク」カ テゴリーではカテゴリーランキング上位を頂いておりま

す。

アプリ、WEBページの
チャンネルを開設しています。

コラムカテゴリーに提携して
おります。



FORTUNE では大阪と東京に拠点を設け運営を行なっております。
そのため、東西どちらのイベントでも取材が可能となっており、
独占取材や、新作発表会、新店舗オープンなど様々な記事を配信
しております。また東西どちらのメーカー様ともお取引をさせて
頂いております。

P

その他にも様々なイベントに参加しております。
随時取材記事更新中！！

東京と大阪の２拠点で取材が可能

カネボウ 秋冬新作セミナー

資生堂メイクアップレッスン

崩れない下地
「プリマヴィスタ」

「エクリアリーンアップ」
発売イベント

コードレス EMS機器の「エクリア
リーンアップ」ミューズの新井貴子
さん、畠山愛理さん独占インタビュ
ー。

2018 年秋冬に発売する新商品セミ
ナーに参加。わかりやすく写真を
撮影し、記事化しています。

プロのメイクアップアーティスト
による「初夏の崩れないメイクと
スキンケア」レッスンを取材。

クロスフィットトレーナーの AYA
さんとモデルの松元絵里花さんに
よる「最強くずさない術」を取材。



プレゼントキャンペーン
バナー

プレゼントキャンペーン
詳細ページ

バナーをクリックすると
実施中のプレゼントキャンペーン

一覧が詳しく見れます

実施中のキャンペーンを
ランダムで表示

FORTUNE 公式 Twitter の
応募 tweet にリンクします。

FORTUNE で公開している
キャンペーン記事にリンクします。

全ての記事詳細ページに表示されます。
大人気企画「コスメプレゼント」 毎回たくさんの方にご応募頂いており
ます。基本的には、SNS(Twitter メイン ) を利用し応募して頂きます。 タ
ーゲットの年齢層やプレゼントの個数、キャンペーン期間などに よって
応募方法や応募条件をご相談させて頂ければと思っております。

エテュセ
10名様

MISSHA
10 名様

デュカート
10 名様

マリブビューティー
30 名様

アクア・アクア
10 名様

ナーブルソープ
10 名様

プレゼント応募方法
・アプリ DL でポップアップを出し Twitter、Instagram、LINE@、mail など応募方法を選択

して複数から応募

募応で margatsnI+事記・ 募応で)トーイツリはくしもプリ(rettiwT+事記・

そてし置設をーナバで形ういと告広・ )トンメコに稿投 ro 稿投てしけ付グタ(

こから SNS 等で応募等

プレゼントキャンペーン



コンテンツは全て弊社のライター部署が執筆しており、
全記事を社内の編集部署が厳正に確認・編集した上で公開しております

引用に関しても、オリジナルのコンテンツを中心として記事作成し、
必ず引用元を明記、主従の関係が明確になるようにするなど、
厳格なチェック体制を敷いています。

●ふぉーちゅんで使用している画像について
弊社で契約している以下の画像素材・ストックフォトサイトや
・ピクスタ
・Adobe stock
正式にご提供いただいている
・it Snap
などの画像を使用しています。
また、PRTIMES、クリエイティブPR、image.net、
ディズニー公式ストアなど、各メーカーやショップなどから掲載依頼され、
提供していただいた画像を多数掲載しております。

他サイトの画像は本人に使用の承諾をいただき、Instagram、Twitter などの SNS に関しては API を使用
し、引用しておりますのでご安心ください。 引用に関しても、主従の関係が明確になるよう、 オリジナル
のコンテンツを中心として記事作成し、 必ず引用元を明記しております。無許可のコピー & ペーストは厳
格にチェックしております。 弊社で取材、撮影した画像も数多くございます。 公式モデルや読者モデルを
使って、商品の PR や撮影なども可能です。

運営方針

ライター部署記事

最新情報を即時で更新。SEOが

強く、新規ユーザーに多く見ら

れています。

編集部署記事

提携先のそれぞれの媒体の

ユーザー層に認知拡散できます。

ライター部署と編集部署ではそれぞれ異なったカテゴリーの記事を執筆してい
ます。
ライター部署では、Instagramや Twitter などの SNS を使用して即時性のある
記事内容がメインです。SEOからの流入が多く、新規ユーザーに見られていま
す。
編集部署では、メーカー様からの提供品や貸し出し品などの使用感、レビュー
記事を作成しております。
リピートユーザーや、SNS、提携先からの流入が多くなっています。

・メイク＆コスメ・スキンケア・ビューティー

・コスメレビュー・メイク＆コスメ・ビューティー



ご不明点などございましたら、担当者または下記の連絡先にて
      いつでもご連絡頂けますと幸いです。
    今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

株式会社ロックオン
代表     澤田智弘

TEL
06-6643-9929

オフィス
〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江 1 丁目 
2-19 アステリオ北堀江ザ・メトロタワー 701号
 
メール
info@fortune-girl.com


