
ブランドレベルアップサポート 
美啦マーケティングリソース 



1.会社案内 



 美 啦 は中 国知 名コス メ コミ ュニ ティ Eコ マ ース 会社 です 。 
化粧品の情報、人気の大手ブランド化粧品の無料試供品の提供、 
3分間のメイクアップレッスン、グローバル正規商品コスメショ
ッピングなどのサービスメニューがあります。 

 
 一億人以上ダウンロード数、コスメモバイルApp TOP1 

 
 人気女性ファッションコミュニティ   
 PGC（Professionally-generated Content）+ 
 UGC （User-generated Content）方式で内容を創出 

 
 一流のプラットフォーム、限定割引、正規商品保証、など 
 優良サービスを提供する購入チャンネル 

 
 専門知識に長けた情報交換プラットフォーム、芸能人のメイク担

当、達人チームなど高いレベルのオーソリティーを有します。 



WEB Media事業における知見と幅広いネットワーク 
 

美啦CEO 张博Sinla 
 
ハルビン工業大学企業管理修士卒業。 

 Meilaアプリ創業者 

 “泰爱美“文化有限公司CEO、 

  寝具系ブランド”富安娜”役員。 

専門的なKOL運営、商品企画経験があり、 

 ネットコミュニティービジネスの運営に対して 

 独特な見解と創造力が強み。 

中国大手企業での経験と実績により 

 豊富な業界リソースを持ち、 人気アイドル 

 グループ、メディア、金融界など、幅広い 

 リレーションがあります。 



経営人材 
 

美啦副社長   刘建利Janely 
 
ハルビン工業大学MIS修士卒業。 
華為(ファーウェイ)会社で5年半働き
ました。 
ERP領域のプロです。ERP代理会社
を創立したことで、創業金を稼ぎま
した。 
 
担当：美啦運営、行政、財務 

美啦CTO   梁剑華Iver 
 
同濟大学修士卒業。 
テンセントで5年半働きました。 
技術リーダーとして、QQ空間、
QQメール、Wechatで働いたことも
有ります。 
 
担当：美啦の開発、商品、プロセス
管理 

美啦総経理   韩慧敏Huimin 
 
テンセント、QQ旅行等で数年働き
ました。マーケティングと戦略業務
判断能力の高いベテラン。 
Estee Lauder、Amore Pacific等の
化粧品グループと数年提携の経験と
リソースがあります。 
 
担当：美啦の商務とブランド提携業
務 

コスメ部総経理   梁代安
Andy 
 
イギリスニューカッスル大学の大学
院修士卒業。 
数年のEコマース運営経験がありま
す。京東、楽峰、唯品会など、中国
トップのEコマースプラットフォー
ムで国際知名なコスメブランドの公
式の旗艦店の運営を成功させました
。 
担当：美啦のブランド管理、Eコマ
ース業務 



美啦実績 “コスメAPPランキングNO.1” 

IOSダウンロード量:2000万+ 

Androidダウンロード量:1.131億 

月間活躍ユーザー数:1000万 

日平均活躍ユーザー数:260万 

コスメAPP：ランキングNO.1 

ユーザー量：3000万 

日平均起動回数： 9.5次/人 

日平均滞在時間：24.6分間 

日平均PV：1700万 



業界及び権威のある媒体に認可されています。 
 

美啦はコスメジャンルAPPでランキングNO.1 

情報元：艾瑞データ2016年01月 



五つの“最”で、ブランドの広告品質を保証します。 

【最】大量・精確のユーザー： 
億人以上のユーザーダウンロード量、98%は美意識のある女性、90%は一二線都市に集中します。 
 
【最】立体的なマーケティングリソース： 
美啦はAPP+700名契約KOL+数社の戦略提携リソースを持っています。 
立体的なリソースインターネットがあります。 
 
【最】豊富な広告セット： 
4種類のHard広告+8種類のSoft広告+3種類のKOL+5種類の越境の組合せがあります。 
豊富な広告組合せを提供します。 
 
【最】リアルなユーザー数値データ： 
20Wの化粧品数値データ、千万ユーザーの口コミ評価。 
ブランドの研究と分析にデータを提供します。 
 
【最】長い業界経験： 
ファッションブランド顧客数百名以上の実績が有ります。 
グローバル性と中国現地ブランドに対する研究が有ります。 
 



ファッション業界では沢山の経験と実績があります。 

その他… 



【第十回金瑞マーケティング賞】 

美啦APPは中国最大の女性コスメコミュニティEコマースプラットフォームとして、 

“Angelababyの美啦”という広告事例を通して、今回の金瑞マーケティング賞の 

“年間最優秀インターネット広告事例賞-創意類”を受賞しました！ 

権威マーケティングジャンルの賞を受賞しました。 



2.美啦リソース 



多様化のマーケティングニーズを満足させるため、 
美啦は四次元立体マーケティングリソースを構築しました。 

Hard広告 

KOL 

越境 

Soft広告 

700+ 
契約KOL 

ブランド露出サービス 
 
起動画面、情報頁など
四種類のHard広告形
式があります。 
ブランドの強勢進撃を
サポートします。 

コミュニティ普及サービス 
 
pony、papi酱等700+KOLで組んだ国内最
大のコスメKOL連盟です。コミュニティを
通して商品の魅力を効果的に伝えます。 

マーケティング整合 
サービス 
 
Eコマース、テレビコ
ンテンツ及びOfflineイ
ベント等の戦略提携リ
ソースがあります。 
多種の海陸空マーケテ
ィングをサポートしま
す。 

口コミサービス 
 
無料試用、マイクロ動画
等8種類のSoft広告形式
があります。 



  ブランド露出サービス、四種類の広告でブランドをPRします。 

起動画面 
Top Page写真 
スライドショー Top Page情報 ログイン-美啦お薦め 

1 



マイクロ動画 美啦特別テーマ 特色ランキング メイクアップコ
ンテスト 

無料試用 抱抱団 美写真ショー 話題情報頁 

     口コミPRサービス、8種SOFT広告形式でブランドへの感度を上げます。 2 



    コミュニティ宣伝サポート 中国コスメ領域で最强KOL連盟を作成します！ 3 

700+コスメファッションKOL 
百人KOLイメージキャラクター·人気者独占  



美啦APP中の
GLOBAL TAOBAO
枠のほかに、淘宝、
京東等のEコマース
や、凯叔讲故事、小
小包麻麻、小美诚品
等のTOPセルフメデ
ィアチャンネルとも
提携し、ブランドの
Eコマースチャンネ
ルを開きます。 

マーケティング整合サポート、 
  美啦は各業界のリソースを生かしてブランドを全面的にアピール！ 4 

美啦と我是大美人、
美丽俏佳人等のテレ
ビバラエティ番組、
爱in思谈等のインタ
ーネット番組と提携
し、美啦HDP内自社
チャンネルの美丽课
堂(Beauty lesson)
等で、テレビ導入化
マーケティングをサ
ポートします。 

美啦 + 
テレビ媒体 

美啦 ＋ 
モバイル媒体 

美啦は名人たちと
百校の高校キャン
パス大使のリソー
スを整合し、ブラ
ンドをキャンパス
に導入します。 
若い世代向けの
Offline PR 美啦 + 

Eコマースで
儲かる 

美啦 + 
Offline PR 

美啦と滴滴、美拍
、美柚、优酷、映
客等の人気モバイ
ルメディアと提携
・連盟し、ブラン
ドの全域化モバイ
ル販促をサポート
します。 



3. 事例紹介 



美啦“無料試用”Soft広告イベント、 
    LANCOMEシリ－ズ 商品レベルアップのサポート 

Top Page 
写真スライドショー 

無料試用チャンネル 
フォーカス写真上位表示 

イベント頁 試用報告 

無料試用 
(2015.06.23-2015.06.30)  

訪問人数：351,786    参加人数：23,628    試用数量：90  



美啦“情報頁Hard広告結合”、LAMERコンシーラーの販促サポート 

Hard広告流量ガイド 
2016.03.02-2016.03.05 4日  

PV：35,493,532     click：433,568  

美啦主題情報頁 
訪問数：134,875  

コメント数：256 いいね数：1127 

化粧品ランキング— 
ブランドランキング 

達人話題情報頁 
訪問数：114,022  

コメント数：205 いいね数：939 



美啦“情報頁KOL結合” CLINIQUEベースクリーム商品感知度UPのサポート 
 

無料試用 
(2016.03.01-2016.03.08)  

訪問人数：404,528    参加人数：25,540    試用数量：100セット 

  

マイクロ動画 
再生数：123,932回 + 106,296回 

      



[花椒]とライブ配信提携 

 
ライブ配信1時間、累計再生回数は9W人次 
 
リソースランキング： 
花椒人気banner+人気上位表示第一位 
美啦Top Page banner+上位表示第一位 

 
 
[一直播]とライブ配信提携 
 
ライブ配信1時間、スキンケア感想とお薦め商
品の紹介。 
果儿お薦めのEコマースコーナー同時にOnline  
 
視聴者累計1.3w 
いいね3.1w 
 
Olay美白シリーズ商品 ソフトプロダクトプレ
イスメント 

 
 
 

美啦“KOLライブ配信結合”、Olay美白シリーズ商品の好感度UPのサポート 



美啦“OnlineOffline結合”、奇跡暖暖お茶会PRのサポート 

10都市、10名の美啦KOLで開催したビューティーお茶会 
 

来場人数：予想以上を超えた150%+、 
Online露出PV：800W+ 

  



美啦“OnlineOffline連動販促”、屈臣氏Watsonsのマーケティングのサポート 

美啦と特定テーマ 
情報頁 

訪問数：144,292 
いいね数：1303 
コメント数：300 

 

化粧品ランキング 
--いい商品ランキング 

グローバルショッピング 
Top Pageフォーカス写真 
2016.10.8-2016.10.10 2日  
PV：1,012,857 
click：176,423 

H5イベント頁 屈臣氏Watsons 
美啦コーナー 



美啦ブランドレベルアップサポート 
 

Thanks & Waiting for you 


