
2021.04-06 media guide



repiiiiについて

repiiiiユーザー特性

repiiii広告活用イメージ

● repiiiiのコンセプト
● repiiiiの特徴
● repiiiiの媒体規模

● repiiiiのユーザー特性
● repiiiiペルソナイメージ

● タイアップイメージ

目次

2



repiiiiについて

3



repiiiiのコンセプト

明日をたのしくするレシピ

『repiiii』には、”レシピ”と”introduce interesting & imaginative idea”4つの ” i ”の意味を込めています。

4
ティーンのユーザーを中心に、学校で盛り上がるような
「おもしろい」「かわいい」「かんたん」で、毎日が少し「ワクワク」するような情報を毎日発信中。



repiiiiの特徴

かんたんアレンジを中心に据えつつ、中高生の”あらゆる生活シーン”で
「共感できる」「参考にできる」「役に立つ」コンテンツを発信

「情報配信」に止まらずrepiiiiらしく、学校で盛り上がる”一工夫”の演出で高エンゲージメントを構築
ティーン世代と”相互コミュニケーション”を取れる国内最大級のメディアとして運営中

100均アイテム 話題の食べ物 おもしろアプリ 写真・プリクラ

お役立ちアレンジ 美味/映えアレンジ 学校アレンジ 盛り上がりアレンジ
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repiiii 媒体規模① リーチ力

Instagram・TikTok・YouTubeを中心に発信中。
開始約2年で、各チャネル合計、フォロワー70万以上・月間imp約1億imp。

現在のチャネルのみならず、自社メディア等チャネルを拡大しつつ、今後も急成長を想定

開始約2年で
各チャネル合計フォロワー70万以上

20.6万
フォロワー

43.9万
フォロワー

開始約2年で
各チャネル合計月間1億imp突破

1億imp
over

※2021/04/01現在のフォロワー数
※1投稿でInstagram100万再生以上・TikTokで700万再生以上なども発生
※各チャネル（Instagram+TikTok＋YouTube＋Twitter）合計でフォロワー70万以上 6

※2021/04/01段階

6.7万
チャンネル登録者
※2020年9月より本格運用開始



repiiii 媒体規模② エンゲージメント

毎回圧倒的な「保存数」を誇り、高いエンゲージメントを構築
Instagramでは人気のハッシュタグで、高頻度で「人気の投稿」に掲載

タグ付け/ユーザー投稿/コメントも盛んで、「中高生が盛り上がるコミュニティ」が形成されています

人気ハッシュタグの「人気の投稿」に掲載
7

「保存」され繰り返し視聴 盛んなユーザー参加



TikTokに最適化させたコンテンツ設計で、「人気の投稿」に取り上げられて、
多数のリーチ（再生）・コメントを獲得。c

repiiii 媒体規模③ TikTokでの人気投稿

8
140万以上の再生・TikTok公式アカウントによる拡散 370万以上の再生 700万以上の再生



2020年9月よりYouTubeの運営を本格化。1分尺のショート動画に加え、
長尺動画や他クリエイターとのコラボなどを通じ、表現力豊かな発信が可能

9

repiiii 媒体規模④ YouTubeでの人気投稿

爆発力のある1分尺のショート動画 長尺動画や他クリエイターとのコラボを通じた表現力豊かな発信



repiiiiユーザー特性
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repiiiiのユーザー特性行動

13-22歳が95%・中高生が68%と、ティーンの女子を中心に展開中

11
Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート455名（2020年6月）

repiiii Instagramインサイト

44.6%

30.8%19.8%

97%

年代区分 属性 男女比

44.2%

16.7%

24.0%

13-22歳が95%（13-18歳が75%） 中高生が68%（大学生が16.7%） 女性のユーザーが中心
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repiiiiのユーザー特性ペルソナ

SNSで見たものを実践する。見たものをみんなで楽しむ。

身近な友達との交流が前提でSNSを利用する女子中高生。

情報を共有し、良い/悪い、面白い/面白くない、などの価値観も一緒に共有していく層がフォロワー

Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート250名（2019年3月）

SNSで見た内容（ハンドメイド作品・料理
レシピ・ダイエット法など）を
実際に自分でも試したことがある

友達がSNSで紹介していた商品を買ったり、
お店に行ったことがある

SNSで話題になっていることが
友達との会話のネタになったことがある



repiiii広告活用イメージ
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repiiiiタイアップの特徴

魅力的なコンテンツ
（商品・サービス）

魅力的なストーリー
（文脈・物語）

日常接点
（接触チャネル）

魅力的な商品やサービスに、魅力的なストーリーを乗せて、日常接点でユーザーに
届けることで、ブランドロイヤルティを大きく促進いたします。

タイアップ企業様の魅力的な
商品・サービス（ブランド）を

ユーザーが最も興味関心を持つ
「企画」に乗せて

Instagram（投稿/ストーリーズ）や
TikTok等各チャネルに最適化させて配信

× ×

ティーンの日常生活の文脈に合った「共感を得やすい商品/サービス訴求」を
企画・制作・配信までワンストップで実現します



蓄積データ ×ティーンとの直接コミュニケーションによるインサイトの把握

約2年のティーン向けに配信したデータによるトレンド把握を前提にしつつ、公式サポーター（読者編集

室）や、高反応を得られる意識調査によりリアルタイムな生の声を収集できる仕組みを保有しており、
最適な訴求ストーリーの構築が可能です。

repiiiiのティーンインサイトを把握する仕組み

15

フォロワーに対して月数十回実施
1回の質問に対して1000-5000程度の回答を収集し企画や切り口に反映

読者編集室での定期会議

意欲的な現役女子中高生フォロワー数十名（repiiii公式サポーター）で構成
普段からSNSを通じたライトなコミュニケーションをとりつつ、

定期オンラインミーティングで今のトレンドを深ぼる形でディスカッションを実施

リアルタイムの意識調査
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repiiiiタイアップでできること①

repiiiiでティーンへファーストアプローチを行い、興味を持たせる。

repiiiiを通じてティーンが初めて知るモノやコト。

初めて知った情報に更に興味を持たせ、共感を得るコミュニケーションがrepiiiiなら可能です。

Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート455名（2020年6月）

99% 97%

repiiiiの投稿で初めて知ったことがある
（Attention）

repiiiiの投稿で興味をもったことがある
（Interest）
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repiiiiタイアップでできること②

repiiiiを見て、商品を購入し、真似をして、友達にシェアする。

投稿したアイデアをティーンが実際に試しやすく、人に教えたくなるコンテンツ企画力がrepiiiiの強みです。

ティーンの実際の行動につなげることがrepiiiiなら可能です。

Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート455名（2020年6月）

83% 60%72%

repiiiiの投稿で紹介されたアイデアを
実際に試してみたことがある（Action）

repiiiiの投稿で紹介されたものを
実際に買ってみたことがある（Action）

repiiiiの投稿で知った情報を友達に
教えたことがある（Share）



友達や仲間との思い出の共有はrepiiiiユーザー１番の関心事

自分が思い出を楽しむ、というシーンから、プレゼントとして思い出の共有まで
写真を使った日常の彩りに関するコンテンツは圧倒的な反応を集めています。
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参考） repiiiiで一番人気の ”写真”を使った企画事例

写真・アルバムコンテンツ 友達との思い出投稿キャンペーン

写真というテーマに、若年層に喜ばれ
るストーリー（文脈・物語）を付与す
ることで、魅力を120%にして伝えま
す。
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参考） repiiiiで人気の “ファッション”企画事例

可愛いファッション関連アイテムに関する情報はrepiiiiユーザーの大きな関心事

ファッションそのものを楽しむというシーンから、お買い物のあとを楽しむというシーンまで
ファッションを使ったコンテンツは大きな反響を集めています。

学生 ×ファッションを楽しむ みんなで盛り上がる お買い物のあとも楽しむ
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repiiiiタイアップで期待できること

● 商品・サービス（ブランド）の魅力伝達/ロイヤルティの獲得

○ 身近な利用シーン等のストーリーとセットで伝えることで、商品・サービス（ブランド）の
”魅力”を、より共感・実感してもらうきっかけを作ります。

○ 各個人のアカウントに「保存」されるコンテンツになれば、繰り返し視聴され、一層のロイ
ヤルティ向上に貢献します。

● 若年層間でのトレンド・流行の創造

○ やってみたい、買ってみたい、行ってみたい、試してみたいといった感覚を醸成するのみな
らず、それを「友人・知人・家族間」で共有する（=トレンドを作る）きっかけを作ります。

○ 『試してみる/話題にする』ことを楽しむコミュニティ感が強いメディアであり、ユーザー投
稿を促進することなども可能です。

多くのユーザーへの濃い接点を構築することで下記を実現いたします。



TikTok投稿で認知獲得

● 音楽×短尺の動画カルチャーに最適化

● 一瞬でティーンの目を引く企画動画
を配信

Instagram投稿で認知獲得

● 隙間時間の情報取得に最適化

● ティーンからの共感や話題を集める
企画動画を配信

ストーリーズで興味喚起・自分事化

● アンケート
● コメント募集
● キャンペーン 21

高いエンゲージ
メント（真似）

ストーリーズ

タイアップ お取り組みイメージ

複数の日常接点（SNS）からの異なるアプローチで、「興味喚起・ブランドロイヤルティ向上」を図ります

Instagram TikTok

多数の
閲覧

高いリアク
ション率

シェア・ユ
ーザー
投稿

多数の
閲覧

高エンゲー
ジメント
保存・真似

多数の
閲覧

高エンゲー
ジメント
コメント・
真似

人気投稿
掲出で
話題喚起

人気投稿
掲出で
話題喚起



相互やりとりコンテンツ
（ストーリーズ）

ユーザー参加型
キャンペーン
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タイアップメニューイメージ （ご要望に合わせてご提案させていただきます）

商品タイアップ動画
（企画・制作・配信）

その他、目的に応じた様々な取り組みが可能です。
（ご相談の上設計いたします）

TikTokコンテンツ

その他

インフルエンサー
タイアップ企画

サンプリング

クーポン配布

etc.



タイアップメニュー ブランディングプラン概要
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貴社商品・サービスに関する企画動画をInstagram（タイムライン・ストーリーズ）・TikTok（タイムライ
ン）それぞれのプラットフォームに最適化させた形でrepiiii編集部にて作成し投稿します。
興味喚起から、商品・サービス認知獲得までをワンストップで実現します。

メイン動画

Instagram
タイムライン投稿

アンケート
企画

Instagram
ストーリーズ投稿
（1-5投稿で1組）

メイン動画

TikTok
タイムライン投稿

興味喚起された話題に関する
企画動画を配信し、直接的な商品・サービス認知を促進

アンケート
結果発表

Instagram
ストーリーズ投稿
（1-5投稿で1組）

アンケート投稿（ユーザー巻き込み型投稿）で、自分事化を促進し興味喚起

Instagramストーリーズ投稿イメージ：repiiiiの高い共感力を活用

「大親友が落ち込んでる時、みんなならどうやって励ます？」というティ
ーンの日常にあるシーンを質問機能で投稿
⇒結果発表＆こんな方法で励ましてみない？という形でメイン動画へ誘導

Instagram＆TikTokメイン動画 参考イメージ

貴社の商品を「大親友が落ち込んでる時に励ます方法のアイデ
ア」に使用した企画動画を作成し、投稿。
ティーンの悩み解決に貴社商品を活用したPRを行い、ティーン世
代への商品認知やブランドイメージ構築を図る



タイアップメニュー ブランディングプラン詳細
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価格 ¥ 2,000,000（税別・ネット）

想定imp数 250,000 imp想定（各プラットフォーム合計）

実施内容

● repiiii編集部が貴社ご提供素材等を活用し、動画を作成 [ Instagramストーリーズ企画動画
or画像を1組・Instagram タイムライン投稿企画動画を1本・TikTokタイムライン投稿企画
動画を1本 ] 

● 編集権はrepiiii編集部に帰属
● ご希望によりInstagram広告／TikTokブースト広告をオプション実施可能

投稿プラットフォーム Instagram（ストーリーズ）、Instagram（タイムライン）、TikTok（タイムライン）

集中掲載期間
（掲載お約束期間）

お取り組み最終投稿後14日間

レポート提出日 お取り組み最終投稿より約3週間以内にご提出（14日分を集計）

申し込み期限 投稿開始28営業日前



ご参考）ブランディングプラン
+IG広告500,000円使用時

価格
2,500,000円（税別）
※別途、広告費用に応じた運用手数料を頂きます

imp数 6,250,000 imp〜想定（imp単価：約0.4円）

プラン概要

価格
500,000円から実施
※別途、広告費用に応じた運用手数料を頂きます

imp数 6,000,000 imp〜想定 / 500,000円実施時

実施内容
各タイアップメニューで、Instagram用に作成・編
集した動画をそのまま、Instagram広告として配信

投稿プラットフォー
ム

Instagram（フィード、発見、ストーリーズ）

申し込み期限 投稿開始28営業日前
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各種プランと合わせてご活用可能なオプションメニュー
Instagram用に作成・編集した動画をInstagram広告へ配信できます
広告配信することで、より多くのティーン世代へのリーチやURLリンクの設定が可能になります

タイアップメニューオプション Instagram広告

企画動画

Instagram
広告用に制作 Instagram広告へ

最適化して
制作・配信

Instagram広告への配信で、さらに多
くのティーン世代へのリーチが可能
外部URLリンクの設定も可能
※通常Instagram投稿では設定不可



ご参考）ブランディングプラン
+TikTokブースト1回使用時

価格
2,500,000円〜（bytedance様要事前確認）
※別途、広告費用に応じた運用手数料を頂きます

imp数 850,000 imp〜想定（imp単価：約2.9円）

プラン概要

価格
500,000円から実施（bytedance様要事前確認）
※別途、広告費用に応じた運用手数料を頂きます

imp数 600,000 imp〜想定 / 日

実施内容
各タイアップメニューで、TikTok用に作成・編集し
た動画をそのまま、TikTokのInfeed広告として配信

投稿プラットフォー
ム

TikTok（タイムライン）

申し込み期限 投稿開始28営業日前
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各種プランと合わせてご活用可能なオプションメニュー
TikTok用に作成・編集した動画をそのままTikTokのInfeed広告として配信できます
通常のTikTokのInfeed広告よりお試しいただきやすい価格でご利用可能なオリジナル共同メニューです

タイアップメニューオプション TikTokブースト広告

企画動画

TikTok
広告用に制作 Infeed広告に

最適化して
制作・配信

オリジナル共同メニューによる
Infeed広告への配信で、さらに多く
のティーン世代へのリーチが可能
外部URLリンクの設定も可能
※通常TikTok投稿では設定不可
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タイアップメニュー その他のオプション

実施可能オプション例 備考

ストーリーズアンケートプラン
金額等はお問い合わせくださいませ。
ストーリーズの「質問機能」を使用してコメントを収集できます。
※視聴者の1%程度のコメントを収集可能です

インフルエンサーコラボ企画 金額等はお問い合わせくださいませ。
※インフルエンサーのご指名はお受けできかねる可能性がございます。

サンプリング企画 金額・個人への発送方法等はお問い合わせくださいませ。

クーポン企画 金額・クーポン配布等はお問い合わせくださいませ。

二次利用動画制作
二次利用用途で、repiiiiロゴ等を外した動画を別途編集いたします。

追加撮影やオリジナルシーン挿入等はご相談の上実施させていただ
きます。

前述のプランに限らず、企業様のご予算や達成すべき目標に応じて柔軟なご提案
も可能です。まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

※商品やご状況によってはお受けできない可能性がございます。



ティーン世代のTV（地上波）/紙媒体（雑誌）以外の情報収集経路の多様化に加え、
インターネット上でもティーンを取り巻く広告配信の市場環境が変化しています。

28

参考）ティーンへの広告配信の市場環境の変化

あらゆるチャネルで、
ティーンに向けた

効果的な広告配信の難易度が
上がっていっている状況

“広告主が弊社の広告メニュー未購入のPR投稿に関して
は、①TikTok内の音楽のご使用を遠慮しております。”

→YouTubeでの運用広告の難易度の上昇

→TikTokの運用広告の参入ハードルの上昇

TikTok

Youtube

“子供向けコンテンツには、ユーザーの年齢に関係なくパ

ーソナライズド広告が表示されなくなります。しかし、

パーソナライズド広告ではない広告（ユーザーデータで

はなくコンテキストを基に表示された広告など）は、

YouTube.com の子供向けコンテンツに引き続き表示され

ます。”

※1 TikTok クリエイター広告受注連絡用フォーム
※2 YouTubeヘルプコミュニティ
“お知らせ：YouTube.com の子供向けコンテンツに関して今後予定されている変更点”

※1

※2



お取り組み内容 レポート数値 備考

Instagram通常投稿

imp ※期間内数値

リーチ数（UU） ※期間内数値

動画再生数 ※動画の場合 ※期間内数値

いいね数 ※期間内数値

コメント数 ※期間内数値

保存数 ※期間内数値

（リンククリック数） ※広告配信の場合のみ ※期間内数値

Instagramストーリーズ

imp ※期間内数値

リーチ数（UU） ※期間内数値

リンククリック数 ※設置した場合 ※期間内数値

リアクション数 ※設置した場合 ※期間内数値

TikTok

動画再生数 ※期間内数値

ハート（いいね）数 ※期間内数値

コメント数 ※期間内数値 29

タイアップ お取り組みレポート数値一覧

お取り組み最終投稿後、約3週間を目安に、お取り組み内容に応じて
下記レポートを提出いたします。



企画すり合わせ
（方向性・テキストコ

ンテ）
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repiiii 広告掲載フロー

掲載可否
お申し込み

ヒアリングシート 入稿
（修正1回まで）

タイアップ投稿
開始

下記のフローに従って、お申し込みください。お申し込み受領後、掲載スケジュ
ールを編集部よりご連絡いたします。（企画確定後約20営業日です）

1 2 3 4 5

お申し込み完了後

弊社指定のフォーマット
にご記載いただき
ご送付くださいませ

弊社担当まで
お問い合わせください

編集部より企画案を提出
いたします。

大まかな方向性・テキス
トコンテをご確認くださ
いませ

すり合わせさせていただ
きました企画内容を制作
し編集部より初稿、最終
稿をお送りいたします。

最終稿提出段階で責了と
させていただきます

最終稿確定後、指定の日
付より公開いたします

約20営業日企画FIX
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タイアップ 注意事項①

本資料の有効期限

競合制限

PR表記

広告表現の制限

免責事項

ユーザー様がタイアップ投稿であることを認識ができる形で、
動画内/キャプション等でrepiiii編集部にて記載方法を定め記載します。

各商品の有効期間は、メディアガイドに記載のある期間の通りです。

但しやむを得ない場合は有効期間中にも商品の改定・廃止を実施する可能性があります。

基本的にrepiiiiでは競合調整を行なっておりません。

素材入稿や訂正対応の期日について、各広告の期日に準じた作業をお願い致します。期日までに広告主様の
作業が完了していない場合、掲載開始の日程を遅らせていただきます。

掲載面に関しまして、当編集部の事情により掲載面および、掲載位置が変更となる場合がございますので、
予めご了承ください。

当編集部は利用規約に反すると見なした広告を拒否または削除する権利を留保し、違反する事実が明らかと
なった場合、直ちに広告掲載を停止し、申し込み内容を応じた金額を請求致します。また該当の広告により
被った損害の賠償を請求致します。

ユーザー様からのクレーム発生が予想されるもの、過度の広告表現などを含むものは掲載をお断りすること
や、広告表現の修正をお願いする場合がございます。併せて、下記表現を含むものは原則掲載をお断りさせ
ていただきます。
ユーザー様に不快感を与える広告表現/誇大表現のおそれがある広告表現/法律で禁止されていること、またそ
れを連想させる広告表現/そのほか、当社が不適切と判断する広告表現
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タイアップ 注意事項②

広告掲載基準

広告掲載の可否についてはrepiiii編集部が判断する権利を有します。その際掲載可否の理由を説明する義
務は負いません。

申し込み、掲載された広告に関するコンテンツのコンテンツに関して、広告主は第三者の特許権、実用
新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害しないこと並びに薬事
法、食品衛生法、景品表示法、健康増進法、不正競争防止法その他の法令及び監督官庁等からの指導、
基準に違反しないことを保証するものとし、申し込み、掲載された広告の責任は全て負うものとします。

以下のような広告掲載はお断りしております。
ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さいませ。

(1) 真実でないもの、人を惑わせるもの
(2) 他人の名誉・信用を傷つけるもの
(3) 特許権、商標権、著作権、肖像権、プライバシー権、知的財産権ほか他人の権利を侵害するもの
(4) 他の利用者、また第三者に不利益を与えるもの
(5) コンピューターウイルスを含むもの
(6) 公序良俗に反する内容・わいせつ、児童ポルノ、児童虐待に類すると当社が判断した内容のもの
(7) 薬事法をはじめとした法令に違反するもの
(8) 犯罪行為に結びつく、または結びつくことを暗示・推奨・助長する内容のもの
(9) その他当編集部が不適当と判断したもの
(10)ユーザー様から見て明らかにrepiiiiとの親和性が認められないもの
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ご連絡先

広告出稿のご依頼、ご不明点などございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。

E-Mail：desk@nttr.co.jp

デジタルマーケティング事業部 広告担当宛


