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ちるちるとは
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ちるちるは
日本最大級のBLファンコミュニティ＆レビューサイトです

約640万PV/月

（約55万UU/月）

11万点以上

BL作品掲載

サイト等データ 広告結果

会員数約16万人

毎月約2000人新規登録
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Amazonのみ 全体

アフィリエイトCVR

44.5%27.4%約8.5万
Twitterフォロワー

※2021月6月現在
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BLファンの
ユーザーインサイト
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データで見るBLファンの実態

毎日約53件の新規レビュー投稿 毎日約120件の新規Q&A投稿
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データで見るBLファンの実態

4割近くが10万円以上

50万円以上支出する

ユーザーが6%も

ストーリー消費に

お金をかける

ユーザー
年齢構成比

40代

30％

年齢別売上比

40代

約80％

全体の3割の40代ユーザー

売上の8割を担う
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細分化する嗜好を読み解く独自の作品分類

初心者向け王道タイプ 溺愛癒しタイプ ポップエロタイプ ビビッドエロタイプ

若者を中心に人気の明るい王道ラ
ブロマンス。TL・少女漫画を愛読
している読者がBLの入口として手
に取ることが多い

カリスマな攻め×華奢で健気な受
けの甘いストーリー。絵本のよう
な癒される雰囲気。40～50代に人
気。

10～20代に支持されるポップなラ
ブコメディ。エロも多く、初心者
向け王道に比べ、BLならではの要
素が強い

10～20代に人気の、ダークでバイ
オレンスな雰囲気の作品。目を引
く扇情的な色使いやマニアックな
エロスが特徴

ふんわり日常タイプ
綺麗めセンシティブ

タイプ
骨太ディープタイプ ベテラン作家タイプ

等身大の登場人物の日常に重点を
置く作品。
性描写は少なめで、ほのぼのとし
た雰囲気と色使いが特徴。2020年
最もトレンドな作品群

すれ違いなど、2人の関係性の変化
にフォーカスする切ないラブス
トーリー。20～40代のBLコア層を
中心に幅広く支持される。

30～50代のBL上級者から強い支持
を集める。重厚で深みのある作品
テーマや設定が特徴で、激しい描
写もままある。

主に30～50代の支持を集める、
1990年代後半頃から現在まで活躍
してきたベテラン作家の作品。BL
コア層のオールドファンが多い。
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ターゲットに合わせたパーソナライズ

篠崎愛梨(19)

大学生
神奈川県・一人暮らし

#韓流アイドル #コスメ #

インスタ映え #TikTok

吉田玲奈(22)

大学生
都内一人暮らし

#ヒプマイ #スノボ
#日本酒女子 #YouTube

佐々木千尋(20)

専門学校生
埼玉県・家族5人暮らし

#2.5次元 #コスプレ
#2020秋アニメ #Twitter

辻ひかり(24)

不動産会社事務
大阪府・実家暮らし

#ゆるキャラ #イラスト
#カフェ巡り #minne

榊原麻衣(27)

看護師
都内一人暮らし

#お笑い芸人 #旅行
#映画部 #Netflix

井川智美(34)

IT企業広報
都内・夫と2人暮らし

#宝塚 #現代アート
#音楽のある生活

#Facebook

武井和佳子(42)

専業主婦
長野県

夫・息子と3人暮らし
#田中圭 #家庭菜園

#朝ドラ #クックパッド

溺愛癒し

初心者向け
王道

ポップ
エロ

ビビット
エロ

ふんわり日常

綺麗め
センシティブ

骨太ディープ

ベテラン作家

名前(年齢)

職業
住所・家族
#推し #趣味

#よく使うハッシュタグ
#よく使うアプリ

※ペルソナの一部をわかり
やすく抽出したものです。
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最新のBL市場
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全世界が注目！爆発的に成長するBL市場

『おっさんずラブ』など
実写・アニメともに映像化ラッシュ

映画『ギヴン』コロナ渦の
中わずか上映30館で興行収
入1億、観客動員10万人

映画『おっさんずラブ』
興行収入26億、観客動員
180万人以上

タイBL、中国BLなどグローバルに

タイBLブームの火付け役『2gether』は
YouTube総再生回数2億回以上、10カ国語以上
に翻訳
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BLの3つのポイント
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これだけは押さえたいBLの3つのポイント

二人の関係性の
ダイナミックな

変化

仲の良いところをずっと
眺めていたいというニーズ

わかりやすい視覚的な要素に
とらわれず、感情や雰囲気を

つくりこむことが重要

一般受けしないゲスなキャラなどが
相手にほだされていく展開

イチャイチャ感
エロシーンに
至るまでの過程
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ちるちるのBLマーケ理論
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BLマーケの極意は「作品×ターゲット」

BLビジネスの大原則は「作品ベースで考える」
作品とターゲットのミスマッチで失敗しがち

BLなんてどれも一緒？いろいろありすぎて分類できない？

どちらも×！

どんなターゲットにどんな作品が売れるかは明確な傾向がある
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ニーズに合わせた企画をご提案

16

A社様の場合…

ニーズ ソリューション

短期間で売上アップしたい！ 書籍購入で限定特典冊子プレゼント企画

B社様の場合…

ニーズ ソリューション

認知拡大、ユーザーの参加意欲向上させたい Twitterハッシュタグ企画でUGC創出

C社様の場合…

ニーズ ソリューション

ユーザーインサイトに深く訴求したい BLファンに刺さるちるちる制作の記事提供



サービスメニュー
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もう迷わない！目的別に選べるセットプラン

BLビジネススターター
プラン

新しくBL事業を始める方に最適！貴社の“初めて”、全部サポートし
ます。

売上アップ
キャンペーンプラン

爆発力No.1のモノプレ×キャンペーン企画で、短期間売上アップを
実現。

PRマスタープラン
時と場合を選ばず使える！コンテンツ宣伝の定番メニューがお得な
セットに。
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BLビジネススタータープラン 132万円→100万円

貴社の“初めて”、全部サポートします。
新レーベル立ち上げ、新アプリリリース、映像化企画スタートなど、新しくBLビジネスを始める
ときに最適なオールインワンパック。

コンサルティング
（2回）

3万5000円
立ち上げ時のつまずきを防止！しっか
りと方向性のご相談に乗ります。

バナー広告
（お好きなL1点またはS1点）

15万円
まずはリーチを広げるための始めの一
手で手堅くアプローチ。

記事広告
（スタンダードプラン）

20万円
コンテンツ・サービスについての理解
促進に最適。

SNS広告・CP
または動画広告

85万円
サイトだけではカバーできないより広
い層にリーチします。

外部記事提供
（記事2本、キャッチ2本）

5万円
BL顧客のツボを押さえたテキスト作成
で、忙しい立ち上げ時もラクラク。

0

1

2

3

4

5
売上UP

認知拡大

初心者向けコスパ

ブランディング
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売上アップキャンペーンプラン 225万円→200万円～

売上アップならこれ！爆発力No.1
短期間で売上アップ！即効性の高いキャンペーン企画を万全の体制でバックアップできるプラン。

キャンペーン企画・
特典小冊子、
描き下ろしなど

（ご相談）

70万円～
※

圧倒的に効果が出るモノプレを利用した
キャンペーン企画をご提案します。
※内容によって価格は変動いたします。

バナー広告
（お好きなL1点+S2点）

45万円
華やかなバナー広告で圧倒的にリーチし
ます。

記事広告
（スタンダードプラン）

20万円
売りたいコンテンツにフォーカスして確
実に訴求、購買意欲を高めます。

SNS広告・CP
（フルサポートキャンペーン

プラン）

85万円 拡散力の高いSNSCPで話題性を作ります。

0

1

2

3

4

5

売上UP

認知拡大

初心者向けコスパ

ブランディング
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PRマスタープラン 67万円→50万円

宣伝ならこれ！時と場合を選ばず使える
コンテンツ・サービス宣伝の定番！新刊発売時、キャンペーン開催時など…
いつでも・何度でも効果アリ！

バナー広告
（お好きなS1点）

15万円
定番のバナー広告で、手堅くリーチを広げ
ます。

記事広告
（スタンダードプラン）

20万円
コンテンツ宣伝に最適、確実に認知拡大し
ます。

動画広告・企画
（スタンダードプラン）

20万円
視覚的にコンテンツ・サービスをアピール
します。若年層・40代に特に効果アリ。

SNS広告
（オーガニックツイート

2件）

12万円
拡散力の強いSNSでさらにリーチを広げま
す。
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売上UP

認知拡大

初心者向けコスパ

ブランディング
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サービスメニュー一覧

◆ バナー広告

◆ 記事広告

◆ SNS広告・CP

◆ 動画広告

◆ 外部記事提供

◆ BL系IP・ライセンス関連手配・

制作サポート

◆ リアルイベント企画・制作

◆ BLソムリエ派遣

◆ コンサルティング
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目的別にみる効果的な施策

新規顧客・売上獲得

コンテンツ・サービス
の認知拡大

ブランディング

アウトソーシング

アフィリエイト、記事広告、キャンペーン企画・特典小冊子、
描き下ろしなど、SNS広告・CP、ブログ広告

バナー広告、記事広告、動画広告・企画、SNS広告・CP、
ブログ広告

イベント企画、動画企画、記事広告、キャンペーン企画・
グッズ作成、コンサルティング

外部記事提供、BL系IP・ライセンス関連手配・制作サポート、
BLソムリエ派遣
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バナー広告
名称 価格 表示回数（PV/日） サイズ（px） 表示方法

Lバナー

プレミアムバナー
（SP&PCトップページ）

7日間200,000円 9,000/日 640×200 ローテーション

SPトップヘッダーバナー
7日間120,000円
1か月450,000円

9,000/日 640×200 ローテーション

PCトップバナー 7日間150,000円 7,500/日 728×90 固定

Sバナー

SPサイト内ヘッダーバナー
14日間130,000円
1か月200,000円

25,000/日 640×200 ローテーション

SPフッターバナー 1か月150,000円 25,000/日 600×500 ローテーション

レビュー内バナー（SP&PC） 1か月200,000円 45,000/日 600×500 ローテーション

特別枠

レクタングルバナー
（SP&PCトップページ）

14日間700,000円 25,000/日 600×500 固定

※枠が複数ある場合、バナーはランダム表示となります。
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バナー広告：レギュレーション
納品準備
初めてお申し込みの方のご出稿に際しましては、掲載開始日の３営業日前までに入稿をお願いいたします。

データ形式
JPEG ・GIF ・PNG 、容量は150KB以内。GIFに関しましては、大きな動きがあるものや連続繰り返しは表示できない場合がございます。

掲載スタート
1週間、2週間コースは、火曜または金曜0時よりスタートいたします。1ヶ月間の出稿は、その月の月初めから月末までが出稿期間となります。

枠の仮押さえ
広告枠が満枠となっている場合、広告枠の仮押さえが可能です。先着順に仮押さえさせていただき、広告枠に空きが出ましたら出稿となります。継続、掲載のご
確認翌月の出稿継続、仮押さえに関しましては、24日（24日が土日の場合はその週の金曜日）までに出稿の有無をお知らせください。

掲載のキャンセルにつきまして
契約期間の途中終了ご希望の場合でも、契約期間の満額をご請求いたします。

サーバーダウンによるサイト停止について
24時間以上またはそれに類する長時間にわたるサイトの停止につきましては、日数分の広告料を差し引きご請求いたします。

クリエイティブのレギュレーション
・二次元男性同士のコンテンツを主体にお願いいたします。オタク女性向け以外の広告に関しては審査が必要となります。三次元の作品に関しましては、できる
限り着衣のクリエイティブをお願いいたします。
・年齢制限コンテンツ（18禁）の場合は、直接リンクせずに全年齢コンテンツも掲載されたランディングページをご用意ください。局部の映っている画像、極度
の体液描写、極度のアへ顔表現はご遠慮いただく場合がございます。

上記の内容に違反があった場合、予告なく広告を非表示に切り替える場合がございます。その場合も通常通りの料金が発生いたしますので、クリエイティブに懸
念がある場合は事前にご相談下さい。
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記事広告

名称 価格 内容

フルサポートプラン 37万円
弊社より一からお客様の目的に合わせたテーマ、企画をご提
案。1週間TOPページ掲載保証。

スタンダードプラン 20万円
企画をご提案いただき弊社でアレンジ。1週間TOPページ掲載
保証。

DIYプラン 13万円 お客様制作の記事をちるちるニュースにて掲載。PV保証なし。

◆ 取材、撮影等のオプションは別途ご発注いただけます。詳しくはp.25へ
◆ 貴社で長期運営できるブログ広告もございます。詳しくは媒体資料をご覧ください。
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Twitter広告・キャンペーン

名称 価格 内容

オーガニックツイート 6万円/1件
お客様からいただいた素案をもとに弊社で投稿内容をアレ
ンジ。クリエイティブあり。（クリエイティブなしの場合
3万円/1件）

フルサポート
キャンペーンプラン

85万円～/3日～
(+33万/1日)

弊社より企画提案、投稿本文・クリエイティブ等を一から
作成し、キャンペーンを実施。キャンペーン+特定期間お
まかせRT。(基本はCP期間中1ツイート/day)

引用RTオプション

特定ツイートRT 5000円/1件 お客様のアカウント等、ご指定のツイートをRT。

特定期間おまかせRT 6万円/1週間 UGCなどを弊社が調べて随時引用RT。最大7RT。

◆ 取材、撮影等のオプションは別途ご発注いただけます。詳しくはp.25へ
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外部記事提供

弊社作成の記事・テキスト等を貴社媒体に提供いたします。

クレジット表記なしの場合は、20％割増となります。

名称 価格 内容

記事 2万円～/1本（400～1000字）
企画をご提案いただき弊社でアレンジ。弊社より
企画提案は別途ご相談。

キャッチコピー 5000～15,000円/1本
BLファンに刺さるキャッチを作成。文字数、ワー
ド指定、リテイク回数応相談。
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オプション

名称 価格 内容

取材 4万円～/1日（別途交通費実費） 弊社記者がお客様指定の場所に伺い取材を行います。

カメラマンアサイン 12万円～
記事のカメラマンアサイン。スタジオを利用する場
合、別途ご相談ください。

物撮り 10万円 2カット/二次利用可。

二次利用
記事：本体価格の25％
動画：10万円

制作した記事・動画のお客様二次利用。買い切り。
動画の場合、「ちるちる」ロゴを削除。

メルマガ掲載 5万円 7万人に配信、クリック率10%のメルマガに情報掲載。
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BL系IP・ライセンス手配・制作サポート

主要BL系出版社との豊富なコネクション、
実績多数。

企画～配送まで完全サポートも可能です。

価格 50万円～
（別途原料・送料等実費、まずはご相談下さい）

描き下ろしイラスト・マンガ・SS、特典小冊子、グッズ、サイン

色紙・サイン本等の制作・手配サポートを承ります。
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イベント企画・制作

企画から開催まで全て承ります。

店頭ディスプレイプロデュース、オンライン
イベントも可能。

制作実績
• コミックシーモア様サイン会

• フィフスアベニュー様朗読劇コラボ

• TSUTAYA様陳列プロデュース

価格 100万円～
（まずはご相談下さい）

サイン会、書店オープニング、朗読劇、トークショー、オフ会等

お客様の目的に合わせたイベントを制作いたします。

TSUTAYA池袋
AKビル店陳列
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BLソムリエ派遣

年間出版点数1000点を超えるBL作品の中
からお客様の好みに基づいて最適な作品を
オススメ。

合格率1.6%の難関資格「BLソムリエ検定
試験」合格者を派遣。

BLイベント、配信番組等の盛り上げに貢
献します。

派遣費用 1万円/1時間～

BLテイスティングのプロ「BLソムリエ」
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BLコンサルティング

初めてで何もわからない、プロの意見を聞きたい…

貴社のBLビジネスの発展をサポートします！

名称 価格 内容

BL何でも相談
初回：1万円
2回目以降：2万5000円
貴社往訪：3万円

1回60分。BL業界への尽きない質問、何でも聞いてOK!

企画・コンテンツプロ
デュース

100万円～※
御社の新規ビジネス・コンテンツをプロデュースいた
します。※歩合でいただく場合もございます。まずは
ご相談ください。

継続コンサルティング 200万円～/6か月
1か月ごとにお客様の施策や企画へのフィードバックを
行います。期間・頻度は柔軟に対応いたします。
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備考・お問い合わせ

売価は最新の状況に合わせて3か月ごとに更新しております。

詳細は以下のお問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださ
い。

Mail: info@chil-chil.net

Tel: 03-6452-6945／Fax: 03-6452-6946

https://sandias.jp/

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-9-10 アサヒビル2F
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