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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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◆トップページ
■トップページで表示されているもの

（①）検索窓
（②）ログイン／新規登録
（③）イベント情報等
（④）新規登録Vタレント
（⑤）運営からのお知らせ
（⑥）FanPicksとは
（⑦）Vタレントのブログ
（⑧）運営のブログ
（⑨）関連リンク

①
②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

・・・4P
・・・5P

・・・9P
・・・17P
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・検索窓

（1）サイトトップの
検索窓にVタレント名を
入力して検索

（2）検索結果から
Vタレント名をクリック
※検索ワードを含む全て
が表示されます

（3）Vタレントの
プロフィールページに
移動します

■Vタレント検索手順

■検索窓について
FanPicksサイトでは、各ページのトップに検索窓が表示されています。ここではサイトに登録している
Vタレントを検索することができ、Vタレントのプロフィール画面に移動することができます。

ひらがなでも検索
できるから、

変換が難しい名前
でも簡単に検索

できるね
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■ユーザー登録について
FanPicksでは、Vタレントの紹介動画や無料のブログ、スケジュールの確認が登録不要で楽しめます。
Vタレントの月額応援やファンレターなど、Fanapicksを最大限に楽しむためにはユーザー登録が必要になります。
ユーザー登録はメールアドレスをお持ちであれば、だれでも簡単に登録することができます。

・新規登録①

（1）サイトトップの
「ログイン／新規登録」

（2）「新規登録はこちら」
をクリック

（3）メールアドレスを
入力して送信
※info@fanpicks.jp
からメールが届きます

■ユーザー登録手順①
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（5）登録内容・利用規約
を確認の上、同意するに
チェックを入れて登録

（6）登録完了（4）メールに記載のURLを
クリックし、ユーザー名と
パスワードを入力
※性別・年代は任意

■ユーザー登録手順②

Vタレント登録を
希望の場合は、

ここから追加登録
あとからでも登録

できるよ

・新規登録②
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・ログイン

（1）サイトトップの
「ログイン／新規登録」

（2）メールアドレス・
パスワードを入力して
ログイン

■ログイン手順 ■パスワードを忘れた場合

（1）「パスワードを忘れた場合はこちら」をクリック

（2）登録したメールアドレス
を入力して送信
※info@fanpicks.jp
からメールが届きます

（3）メールに記載のURLを
クリックするとパスワード
の再設定ができます
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・ログアウト
■ログアウト手順

（1）サイト左上の
ハンバーガーメニューを
クリック

（2）最下段のログアウト
ボタンをクリックで、
ログアウト完了 ハンバーガーメニューはとっても便利

行きたいページが見つからない時や
規約や運営からのお知らせを確認した

い時などは開いてみてね

Vタレント登録申請もここから

■番外編
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・Vタレントのブログ一覧
■Vタレントのブログ一覧では、Vタレントが投稿したブログが一覧で表示されます。
※R-18指定をされたブログを見るには、18歳以上の確認が必要になります。

■ブログには、全体公開、限定公開の2種類があります。
■全体公開のブログは、ユーザー登録不要で、だれでも見ることができます。
■限定公開のブログは、月額応援しているファンのみが見ることができます。
※プランに応じて閲覧可能な範囲があり、表示されているプラン以上のプランに所属する必要があります。

（1）全体公開のブログ （3）R-18のブログ（2）限定公開のブログ

※限定ブログの“いいね”は月額応援しているファンのみ
表示されます

ブログには画像はも
ちろん、動画が添付
されることもあるよ

“いいね”がついてる
のも嬉しいね
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◆マイページ
■マイページで表示されているもの
（①）自分のアイコン
（②）自分の名前
※クリックするとマイページに移動／更新されます

（③）Vタレントアイコン
※月額応援しているVタレントのアイコンが並びます
※アイコンをクリックするとVタレントプロフィール画面に
移動します

（④）Vタレント新着情報
※月額応援しているVタレントが特典動画やブログを投稿、
プラン内容を変更した時などに通知が届きます

（⑤）機能ページアイコン

① ②

③

④

⑤
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・応援中Vタレント
■応援中Vタレントをクリックすると、応援中Vタレントの一覧が表示されます。

Vタレントごとの現在の月額応援金額やプラン、ファンレターチケット枚数が確認できます。
月額応援金額の変更やファンレターチケットの購入はこちらから。
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・ファンレター①
■ファンレターをクリックすると、ファンレターの送信BOXが表示されます。
■送ったファンレターはもちろん、Vタレントから届いた返信もここで確認できる。
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Vタレント名

Vタレント名

Vタレント名

【受信BOX】【送信BOX】



・ファンレター② ～ファンレターの送り方～

■ファンレターの送り方は超簡単。
（1）送る相手を選択（応援中のVタレントからプルダウンで選択）
（2）便箋を選択（使用できる便箋は今後増えていきます）
（3）本文を入力
（4）プレビューで確認（便箋とのバランスを確認して微調整）
（5）送信ボタンで送信完了
※ファンレターを送るたびにファンレターチケットを1枚使用します。
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ファンレターを送ると、受け取ったVタレント
にはポイントが付与されるよ。

Vタレントはポイントを使ってリアルを含んだ
いろんな場所で活動できるようになるから、
ファンレターを送るほどVタレントの活動の

助けになるのだ。



・ファンレター③ ～ファンレターチケットについて～

■ファンレターチケットはVタレント毎に設定されており、Vタレントに
ファンレターを送るためには、対象のVタレント専用のファンレターチ
ケットが必要になります。

■ファンレターチケットは、1枚500円で購入できます。購入は応援中V
タレントページ、もしくはVタレントのプロフィールページから。

■月額応援をすると、月額応援金額500円ごとに1枚のファンレターチ
ケットが付与されます。初回は応援を開始した日に、それ以降は毎月1
日に付与されます。

■ファンレターチケットの有効期限は、取得日の属する月より5か月後の
月末までとなります。 例）1月中に取得したチケットの有効期限は6月末まで

※ファンレターチケットは有効期限の短いものから消費され、有効期限を過ぎると自動的に
失効します。

※退会等によりユーザー登録が抹消された場合、ユーザーに既に付与されたファンレターチ
ケットは自動的に失効します。
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・My Picks
■My Picksでは、月額応援しているVタレントから
届いた特典動画が見られます。

特典動画には視聴期限があるよ。

でも、ダウンロードができるので、
お気に入りの動画は視聴期限内
に記録媒体に保存しておこう。
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・スケジュール
■スケジュールでは、月額応援しているVタレントの日ごとの
スケジュールが確認できます。

■スケジュールにリンクが設定されている場合、直接リンク先
に移動することができます。

スケジュールはVタレントの
プロフィールページでも

確認できるよ
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・運営ブログ（使い方）
■運営ブログ（使い方）では、FanPicksの使い方やお得な情報、

Vタレント業界の関連ニュースをコラム形式で発信していきます。
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よくあるお問い合わせの回答などの役立つ
情報はもちろんのこと、Vタレントへのイン
タビュー記事やお悩み相談コーナーなどの

企画もやっていくよ



・プロフィール編集
■プロフィール編集では、アイコンの設定やユーザー名、登録メールアドレス、
パスワードの変更ができます。

◆アイコン変更

※アイコンはスクエア
に自動でトリミング
されます

◆ユーザー名変更

※ユーザー名は最大16
文字までとなります

◆メールアドレス変更

※info@fanpicks.jp
から新しいメールア
ドレスにメールが届
きます

◆パスワード変更

※大文字、小文字、数
字のすべて使用し、
8～16文字で設定
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◆Vタレントプロフィール
■マイページで表示されているもの
（①）Vタレントのアイコン
（②）Vタレントの紹介コメント
（③）Vタレントの自己紹介動画
（④）Vタレントの関連リンク
※クリックすると関連サイト（外部）に移動します。

（⑤）ファンレター送信
※ファンレターを送るには月額応援とファンレターチケット
が必要です。

（⑥）Vタレントのプラン確認・月額応援
（⑦）Vタレントの月間スケジュール
（⑧）Vタレントのブログ

①

②

③

④

・・・20

・・・13

・・・21
・・・22
・・・9

⑦

⑧

ファンレター送信

プラン確認・月額応援

⑤
⑥
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・自己紹介動画
■自己紹介動画はすべてのVタレントが登録しています。
※画像のみの場合もあります。

■ユーザー登録は不要で見られます。
無料で見れるので、気になる
Vタレントがいたらとりあえず

チェック

ひまつぶしにいろんなVタレン
トの自己紹介動画をみるのも

おすすめ

新たな出会いがみつかるかも
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・プラン確認
■プラン確認では、Vタレントが決めたサービス内容と月額応援金額が一覧で表示されます。
※金額の高いプランはその金額以下のプランのサービスを含みます。

■月額応援をしているVタレントがプランの内容を変更した場合は、マイページの新着情報
に通知が届きます。
※所属しているプランが削除された場合、月額応援が自動で解約されます。応援を続ける場合は月額応援金額を
再度ご登録お願いします。

プラン内容を確認したら
月額応援ページへGo！！
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応援ありがとうございます
このプランでは、画像付き限定ブログが見れます

応援ありがとうございます
このプランでは、音声付き限定ブログが見れます

名称：Tシャツプラン

名称：半袖プラン

名称：長袖プラン



・月額応援
■FanPicksでは、応援するあなたの気持ちを自由に表現できるよう、

Vタレントが設定したプランの金額から100,000円までの範囲で、
月額応援金額を自由に設定できます。設定した金額に応じて、所属
するプランが自動で選択されます。
※100円単位での設定となります。

■応援金額500円毎に1枚のファンレターチケットが毎月付与されます。

1,200円プラン

1,500円プラン

2,500円プラン 2,500円プラン

Tシャツプラン ￥500

セータープラン ￥2,500

半袖プラン ￥900

添い寝プラン ￥2,500パーカープラン ￥1,500

長袖プラン ￥1,200

該当プラン

10
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・応援金額の変更
■月額応援金額を変更したい場合は、マイページの応援中Vタレント
ページ、もしくはVタレントのプロフィールページのプラン確認か
ら変更できます。

■月額応援金額を増やす場合
月額応援金額を増やす場合は、現在の応援金額との差額を即時お支
払いとなります。

■月額応援金額を減らす場合
月額応援金額を減らす場合は、翌月月初の支払いより反映されます。

■月額応援をやめる場合
月額応援をやめる場合は、翌月からの支払いが停止されます。
※当月中は限定コンテンツの視聴ができます。
※応援金額の返還はできませんのでご了承ください。

Tシャツプラン ￥500

セータープラン ￥2,500

半袖プラン ￥900

添い寝プラン ￥2,500パーカープラン ￥1,500

長袖プラン ￥1,200

該当プラン

24
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・月間スケジュール
■月間スケジュールでは、Vタレントが登録したスケジュールが月単位で確認できます。
■ユーザー登録は不要で確認できます。

Twitter等のSNSで公開されたス
ケジュールを見逃したり、見つから

なくなった経験ない？

ここで定期的に確認すれば、応援
しているVタレントのスケジュール

を見逃す心配がなくなるよ
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◆決済方法
■決済方法は、クレジットカード決済のみとなります。
※その他の支払方法（キャリア決済や電子マネー決済など）は導入予定となります。

■支払いの際は、SBPS（ソフトバンクペイメントサービス）の決済画面に移動します。

■クレジットカード明細には、「FanPicks」への支払いと表示されます。

■月額応援は開始した日に当月分が決済され、それ以降は毎月1日に当月分の支払いが
決済されます。

■月額応援を月の途中で変更、解約、その他の理由により終了した場合でも、月額応援
金額を日割計算し返還することはできません。
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◆退会

※ユーザーはいつでも本サービスから退会し、自己のユーザー登録を抹消することができます。
※退会をすると、MyPicksの特典動画や獲得しているファンレターチケットなどの本サービス上の全ての利用権を
失います。
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■サイト退会はマイページのプロフィール編集ページ最下段から申請できます。
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