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◆はじめに

■FanPicksには、ユーザー登録をしないと利用できないサービスと
ユーザー登録不要で楽しめるサービスがあります。

●ユーザー登録不要
Vタレント検索・紹介動画視聴・
無料ブログ閲覧・スケジュール確認

●ユーザー登録必要
Vタレントの月額応援・ファンレター送信・
My Picks利用・有料ブログ閲覧・物販購入

■FanPicksでは、「日常にバーチャルがある世界を」をコンセプトに、
Vタレントとファンが「いつでも、どこでも、簡単に」繋がる事がで
きる場所を提供します。
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■Vタレント登録について
FanPicksでは、Vタレント登録を行う事でファンに対して様々なサービスの提供が出来ます。

◆Vタレント登録

（1）マイページ最下部、ハンバーガーメニュー、ユーザー登録
完了画面などからVタレント登録申請画面へ移行できます。

■Vタレント登録手順①

3



◆Vタレント登録
■Vタレント登録手順②
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（2）必須事項を全て記入し「確認」をクリック ※ユーザー登録時のユーザー名が反映されています
※「ふりがな」は全てひらがなで入力



◆Vタレント登録
（3）確認ページに遷移したら登録内容を確認の上、

最下部の同意するにチェックを入れて登録

■Vタレント登録手順③

（4）Vタレントマイページの「申請」をクリック

（5）活動申請ページの内容をすべて設定してください
①紹介動画 ②特典動画 ③プラン設定
④レベニューコース ⑤サンクスレター
⑥口座登録 の設定が必要です。

※全て設定完了後、「申請」がクリックできます
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◆Vタレント登録
全ユーザーが閲覧できるあなたのプロフィールページに
掲載されます。

■Vタレント登録手順④「紹介動画」

◆サムネイルのみ設定した
場合は、一枚絵の「紹介画
像」になります。

◆動画のみ設定した場合は
「動画開始時間」がサムネ
イルになります。

ユーザーがあなたのページ
を見たときに一番最初に目
に入るコンテンツです。

後ほど設定するプロフィー
ル文と合わせて、より魅力
的なページにしましょう。
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※声と動きであなたの魅力をより多くの方に
アピールできる、動画添付がおすすめです。



◆Vタレント登録
あなたのファン（月額会員）になったユーザーに届く特典です。
更新するたびに月額会員になったファンに自動で届きます。

■Vタレント登録手順⑤「特典動画」

◆サムネイルのみ設定した場合
は「特典画像」になります。

◆動画のみ設定した場合は
サイト側で用意した下部の画像
がファンに届いたときのサムネ
イルになります。

視聴期限内でも新しい特典動画を更新
することが可能です。

ファンには常に最新の動画が届きます。

更新後にファンになったユーザーには、
更新前の特典動画は届きません。
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※サムネイル

◆視聴期限
ファンが特典動画を視聴できる期限
です。
投稿後、視聴期限内は動画の編集や
差し替え、期限の設定変更はできま
せん。
設定した視聴期限を過ぎた場合、動
画の削除が可能となります。



◆Vタレント登録
■Vタレント登録手順⑥「プラン」
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名称や金額及び受けられるサー
ビスなど自由に設定できます。
あなたのイメージに合わせた名
称や説明文にカスタマイズでき
ます。
必ずひとつは設定しましょう。
※プランに画像選択はありません。
※プランを全て削除することはできません。
必ず一つ以上のプランが必要です。

※上位プランに所属するファンは
下位プランの内容も閲覧できます。

ファンに向けて、やりたいことを作成しましょう。
複数プランの作成が可能ですので、ファンに対して様々な提案が出来ます。



◆Vタレント登録
月額会員やファンレターチケット追加購入などで発生した
インセンティブの比率を選択してください。

■Vタレント登録手順⑦「レベニューコース」

＋
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◆Vタレント登録
■Vタレント登録手順⑦「レベニューコース」
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※使用ポイント例



◆Vタレント登録
初回月額応援してくれた時にユーザーに送られる
あなたからファンへのお礼の手紙です。

■Vタレント登録手順⑧「サンクスレター」

あなただけの「オリジナルの便箋」を設定することが
可能です。※16：9に自動でトリミングされます。

オリジナルの便箋は削除も可能です。

※文字はフォントやサイズ、
色など様々な設定が可能です。

※「設定」ボタンをクリック
するとプレビューに反映され、
ファンにどのような形で届く
のかが確認できます。

「便箋」を設定してください。
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◆Vタレント登録

月額会員や、ファンレターチケット追加購入などで発生した
インセンティブを振り込まれる口座情報を登録してください。
※月末締め、翌々月の10日（土日祝は前倒し）振込です。

■Vタレント登録手順⑨「口座登録」

ゆうちょやネット銀行など、
様々な口座を設定すること
が可能です。
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◆Vタレント登録
■Vタレント登録手順⑩「Vタレント活動申請」

全ての設定を完了すると
「申請」をクリックすることが出来ます。
運営の承認後、FanPicksでの活動が可
能となります。

※運営に承認されるまで最大７日かかります。
その間に、マイページの作りこみを行いましょう。
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■Vタレント活動について
FanPicksでは、様々なサービスを
ユーザーやファン（月額応援者）に
提供することが出来ます。

より魅力的な活動を行い、
あなたの魅力をアピールしましょう。

◆Vタレント活動トップ

• ブログ管理
• スケジュール管理
• 特典動画
• 自己紹介動画
• サンクスレター
• プロフィール編集
• 活動コース選択
• プラン設定

・・・15
・・・19
・・・20
・・・22
・・・23
・・・24
・・・25
・・・26
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◆Vタレント活動・ブログ管理①
15

① ② ③ ④ ⑤

①ブログのタイトル
②全体公開or非公開/下書き
③全体公開orプラン名及び金額
④ブログ公開日時
⑤動画添付の有無
⑥R-18設定時の有無

⑥

■ブログ管理では、作成したブログが一覧で確認できます。

※ブログの新規作成ができます。
※ブログ内容を編集できます。
※ブログを削除できます。



◆Vタレント活動・ブログ管理②
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①サムネイルはブログトップや一覧などに表示されます。
添付がない場合は、右図のサムネイルになります。

②動画はブログ本文の下側（最下段）に表示されます。
添付後、再生ボタンで動画の内容確認が行えます。

③ブログタイトル
ブログ一覧では、20文字を超えたタイトルは、21文字目以降
「…」と省略されて表示されます。

④ブログ記事本文
本文入力では、フォント選択、文字サイズ、文字色、画像添付、
外部サイトへのリンクなど様々な設定が可能です。
※画像は添付後もサイズ変更可能。（縦横比率は自動固定）
※ブログ記事内に動画は添付できません。

※サムネイル

①

②

③

④

■ブログ新規投稿では文章を書くだけではなく、画像や動画を載せるなど、様々なことができます。
※ブログの最新記事はVタレントプロフィールページにも表示されます。



◆Vタレント活動・ブログ管理③
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①公開ステータスでは、
「公開」と「非公開/下書き」が選択できます。

②公開範囲では、全体公開と各プランが選択できます。
プランを選択すると、該当プランの月額応援者が
閲覧可能となります。

※上位プラン月額応援者は下位プランのブログも閲覧できます。
③R-18指定にチェックを入れると、

18歳以下のユーザーが閲覧できなくなります。

①
②
③
④

④公開日時では、公開される日時を指定できます。
日付は直接入力か、カレンダーから選択することが出来ます。
※時間は「：」も含め、全て半角で入力してください。



◆Vタレント活動・ブログ管理④
■全体公開、限定公開、R-18指定など、ユーザーにどのように見えるのかの一覧
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①限定公開・R-18指定設定
②全体公開・R-18指定設定
③限定公開・サムネイル無し
④限定公開・サムネイルあり
⑤全体公開・サムネイル無し
⑥全体公開・サムネイルあり
※R-18設定の場合、サムネイルを設定しても

ブログ一覧には表示されません。

※限定公開の場合「いいね」マークは

閲覧権限のあるファンにのみ表示されます。

※サムネイルに
使用した画像



◆Vタレント活動・スケジュール管理
■スケジュール管理では、スケジュールの新規登録・編集・削除が出来ます。
登録されたスケジュールはマイページで確認できるほか、プロフィールページでファンにも公開されます。
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・登録されたスケジュールのタイトルをクリックすると、スケジュールの編集・削除ができます。

・新規投稿画面では、以下の設定ができます。

日付の設定
※直接入力か
カレンダーから選択

時間の設定
※半角で入力

タイトルの設定
リンクの設定

リンクには配信先を設定したり、詳細を記載し
たツイッターのURLを設定しましょう



◆Vタレント活動・特典動画①
■特典動画は、ユーザーがあなたのファン（月額会員）になった時に配信されます。
また、新規登録するたびにファンに自動で配信されます。
※予約投稿設定もできるため、計画的な運用ができます。

◆「サムネイル」のみ設定した場合は「特典画像」になります。
◆「動画」のみ設定した場合はサイト側で用意した画像がサムネイルになります。

◆視聴期限は「ファンが特典動画を視聴できる期限」です。
左が「視聴開始日」、右が「視聴終了日」です。
視聴終了日を超えるとファンのMyPicksから削除されます。

◆視聴期限内はアップした動画の編集や差し替え、視聴期限の再設定
はできません。
※編集や差し替えが必要な場合は、運営までお問い合わせください。

動画のみ設定した
場合のサムネイル
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◆Vタレント活動・特典動画②
■特典動画管理では、特典動画を確認することができます。
※動画の削除は視聴期限が切れたもののみとなります。

当日以降の日を設定
した場合、
設定した日の０時に
ファンに届きます。

視聴終了日を超えるとファン
（月額応援者）の
「MyPicks」から削除され
ます。

◆編集画面◆

タイトルや説明文を
編集できます

動画内容を
確認できます

確定を押すとファン
（月額応援者）の
「MyPicks」内の
情報が修正されます
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◆Vタレント活動・自己紹介動画
■自己紹介動画は、ユーザーがあなたのプロフィールページを見たときにアイコンの横に出てくる動画（画像）です。
「動画のみ」「画像のみ」「サムネイルと動画」の３種類を選択できます。

◆サムネイルのみを設定し
た場合、一枚絵の
「紹介画像」になります。

◆動画のみ設定した場合、
「動画開始画面」が
サムネイルになります

※後述のプロフィール編集と組み
合わせることで、あなたのページ
を見に来たユーザーに、あなたの
魅力をわかりやすく伝えることが
できます。

◆サムネイルのサイズは自由です。

◆推奨サイズは「16：9」です。
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◆Vタレント活動・サンクスレター
■サンクスレターは、ユーザーがあなたのファン（月額応援者）になった時に一番最初に届くお礼の手紙です。
ファンレター機能とも連動し、設定されたサンクスレターがファンの受信BOXに自動で届きます。

※文字はフォントやサ
イズ、色など様々な
設定が可能。

※「設定」ボタンを
クリックすると
プレビューに反映。
ファンにどのような
形で届くのかが確認
できます。

「便箋」を設定してください。

※あなただけの「オリジナルの便箋」が設定できます。
※16：9に自動でトリミングされます。
※立ち絵を使用した画像を用意し、背景に文字を入れることも可能。
※予め文字を入れた画像を用意することで、画像のみの設定も可能。
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◆Vタレント活動・プロフィール編集
■プロフィール編集では、プロフィールページのアイコン下のプロフィール文の編集や活動している外部
リンク（最大5個）の追加・編集が行えます。URLを記載すると外部リンクへ直接飛ぶことが可能です。

※特典動画・紹介動画・プラン管理のページへも移動できます。
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保存後、実際のページを確認できます。



◆Vタレント活動・活動コース選択
■活動コース選択では、ファンの月額応援金額や、ファンレターチケットを追加購入した際に発生する
プラットフォーム使用料の割合を変更する事が出来ます。申請後、翌月１日に変更となります。
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◆Vタレント活動・プラン設定①
■プラン設定ではファンへ向けた有料限定コンテンツ（ブログの閲覧制限）の設定が出来ます。
「プラン名」「金額」「プランの内容説明」を自由に記入できます。

※プラン名
ブログ公開時「全体公開」「設定したプラン名」の選択にて使用します。
金額設定も表示されますので自由にプラン名を記載しましょう。

※金額設定
500円から100,000円の間で自由に設定できます。
ファンの月額応援金額により閲覧できるプラン内容が変動します。

※プラン説明
月額応援者への提供内容を記載しましょう。
金額により必ずしも内容を変更する必要はありません。
自由に内容を決めましょう。
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◆Vタレント活動・プラン設定②
■プラン管理では、プランの追加・編集・削除ができます。
プランが複数個ある場合は、上から「設定金額が低い順」でソートされます。

※プラン編集では、
「プラン名・プラン内容」が編集できます。

※金額の変更はできません。
変更したい場合は別プランを作成し、
元のプランを削除してください。

※プランを全て削除することはできません。
必ず一つ以上のプランが必要です。
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◆月額ファン一覧
■月額ファン一覧では、あなたのファン（月額応援者）が一覧で確認できます。
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① ② ③ ④
①ファンのユーザーネームと
アイコン

②該当するプラン

③月額応援金額

④月額応援を開始した日



◆売上管理①
■売上管理では、月毎の売上確認や振込口座の修正ができます。
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①月額応援金額を支払われた日付
orファンレターチケットを購入された日付

②ファンに支払われた金額

③内容
（月額応援orファンレターチケット購入）

※月額応援とチケット販売でタブ分けが可能。

① ② ③

月選択で過去のデータも確認できます。



◆売上管理②
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①当月に発生した月額応援金額及び
ファンレターチケット購入金額の合算

②税抜でのお支払いになります

③コース選択にて変動する金額
（セルフコースorサポートコース）

④実際に銀行に振り込まれる金額

①
②
③

④

月選択で過去のデータも確認できます。



◆Vタレント活動停止申請
■Vタレント活動停止申請では、FanPicksでのVタレント活動の停止申請が出来ます。

※申請後に運営の確認を経て、
活動停止が完了します。
完了後は、月末までコンテンツが残ります。

※即時のデータ削除等をご希望の場合は
運営までお問い合わせください。
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