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@cosme SHOPPING表記 

 正しいサイト名表記例 

全角カタカナ 
（縦組表記の場合はこちらを推奨） @cosme SHOPPING ゕットコスメショッピング 

 カタカナ表記例 

@cosmeの基本ル〈ル 

@cosme 々クチコミ表記 

「 @」は半角 
「 cosme 」は半角小文字 

 正しいサイト名表記例 

全角カタカナ 
（縦組表記の場合はこちらを推奨） @cosme ゕットコスメ 

※ @cosme ロゴに類似した色や書体でのご利用は、お断りさせて頂いております。 

 正しいクチコミ表記例 

クチコミ 全角カタカナ 

 カタカナ表記例 

『 @cosme 』をはじめとする姉妹サト、『クチコミ』につ
いてご記載いただく場合は、正しい表記でご記載ください。 

@cosme STORE表記 

「@cosme 」は半角 
「STORE」は半角ヸ文字 
スペ〈スは半角 

 正しいサイト名表記例 

全角カタカナ 
（縦組表記の場合はこちらを推奨） @cosme STORE ゕットコスメストゕ 

 カタカナ表記例 

@cosme CAREER表記 

「@cosme」は半角 
「CAREER」は半角ヸ文字 
スペ〈スは半角 

 正しいサイト名表記例 
全角カタカナ 
（縦組表記の場合はこちらを推奨） @cosme CAREER ゕットコスメキャリゕ 

 カタカナ表記例 

その他注意事項 

「@cosme」は半角 

「SHOPPING」は半角大文字  

スペースは半角 
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■「@cosme× ブランドロゴ」などのコラボレ〈ション表記は、ご利用いただけませんので予めご了承ください。 
■その他、利用方法についてご修正をお願いする場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。 
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@cosme禁止事項 

■ @cosmeのクチコミ々ランキングの無断転載 
 

■ @cosmeへのクチコミの投稿を促す行為 
 

■ 何らかの対価（⾦銭、物品、サ〈ビス等）を以って@cosmeクチコミの投稿を促す行為 
 

■ @cosmeメンバ〈による投稿や行為に対する非難 
 

■ 事実に反して、 @cosmeが個別のキャンペ〈ンや企画等に参加々協賛等しているかのように、 
閲覧者に誤認を与える恐れのある内容や表現 

 
■ @cosmeの運営を妨害、または@cosmeの運営に支障をきたす行為 
 

■ ゕカウント及びパスワ〈ドを不正に利用する行為 
 

■ @cosmeメンバ〈個人のマペ〈ジや特定のクチコミペ〈ジへのリンクを貼る行為 
   ※ブランドオフゖシャルのクチコミのシェゕ投稿は除く 
 

■ @cosme上で、直接@cosmeメンバ〈の個人情報※1を収集するキャンペ〈ンの実施 
 

 

禁止事項 

※薬機法々景表法を順守したうえでのご活用をお願いいたします。 
※ル〈ル上の義務を履行できない場合には、本サ〈ビスすべて、またはその一部中止させて頂く場合がございます。 
※1:個人情報は、【「@cosmeプラバシ〈ポリシ〈」個人情報の取扱いについて】に基づきます。
≪https://www.cosme.net/html/prv/≫ 

２ 
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https://www.cosme.net/html/prv/
https://www.cosme.net/html/prv/
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限定プレゼントについて  

限定プレゼントで配布いただける商品は、 
@cosmeに登録されている商品（現品またはサンプル）とパンフレットに限ります。 

登録エントリ〈 
確認 

（事務局） 
エントリ〈完了 商品納品 

納品内容確認
（事務局） 

掲載開始 

プレゼント掲載開始までの流れ 

プレゼント商品のサズ規定 

同梱可能商品 

 
 

サズ規定 サズ〆   縦 22cm × 横 15cm×高さ 5cm未満 

同梱可能商品  パンフレット、リ〈フレット 

※パンフレットに、該当ブランド以外の情報をご記載いただくことはお控えください。 
※メ〈カ〈様側でレタ〈をご納品いただくことはできかねますが、@cosme編集部からのレタ〈がプレゼントに同梱されます。 
※規定外の同梱品等は、納品されても配送対象外として処理させていただく場合がございます。予めご了承ください。 
※@cosme禁止事項（P3）を順守していない内容のものは同梱できかねます。 

 
 

サズ規定 サズ〆   縦 30cm × 横 40cm×高さ 20cm未満 

※エントリ〈々納品期限は、以下スケジュ〈ルよりご確認いただけます。 

https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/brandofficial/brandofficial_present.pdf 
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限定プレゼントについて  

プレゼントできる商品について 

■ プレゼント商品は、1回のエントリ〈につき、最ヸ3商品までセットでプレゼントが可能です。 

ただし、以下商品は、プレゼントとしてお送りいただくことができませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

   ※その他、薬機規定等の理由で、プレゼントとして不適当と判断する場合がございます。 

     薬機法々景表法を順守したうえでのご活用をお願いいたします。 

 

■ プレゼントでユ〈ザ〈に提供するものは“全成分表示”のものに限ります。ご発送前に必ずご確認くだ

さい。 

 

■ 商品登録が完了していない商品のエントリ〈登録、プレゼント掲載はできかねます。 

商品ペ〈ジにSKUの追加が完了していない場合も同様にプレゼントできませんのでご注意ください。 
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＜プレゼントできない商品＞ 

医療用医薬品／一般用医薬品／管理医療機器／高度管理医療機器／廃盤商品／ 

@cosmeに正式登録されていない商品／引火性が強い商品／ゕルコ〈ル飲料／常温保存できない商品／ 

当社からユ〈ザ〈への出荷予定ヷ時点で消費期限（賞味期限）が3ヵ月未満の商品（出荷予定ヷ〆掲載

終了後5～7ヷ）／製造元々販売元が契約ブランドではない商品／商品情報に画像登録のない商品 
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限定プレゼントについて  

エントリ〈について 

■ 毎月1ヷ々9ヷ々17ヷ々24ヷ掲載のうち、エントリ〈可能回数は月1回のみです。 

 

■ エントリ〈完了締切ヷまでにエントリ〈登録々内容確認々修正が完了している必要がございます。早

めのご登録をお願いいたします。締切ヷまでにエントリ〈が完了しなかった場合（審査が通らなかっ

た場合の修正も含みます）、再エントリ〈はできかねますので、次回掲載分にエントリ〈くださいま

すようお願いいたします。 

 

■ エントリ〈完了後の内容変更はできかねますのでご了承ください。 

 

■ @cosmeでの受賞歴、最新クチコミランキングを記載する場合は、担当者コメント内に正式なデ〈タ

を記載していただくようお願いします。デ〈タの使用ル〈ルはP13をご確認ください。  

 

■ @cosme以外の媒体の受賞歴を記載する場合は、@cosme以外の受賞であることがわかるよう、担当

者コメント内に受賞した媒体名を記載ください。 

   ※受賞歴が複数ある場合は、どれか1つ媒体名が記載してあれば問題ありません。 

 

■ 弊社ではプレゼントペ〈ジへの掲載内容で生じた損害に対する一切の責任を負いません。予めご了承

ください。 

 

■ 掲載開始時点までに、限定プレゼントの掲載期間がブランドオフゖシャルの契約期間内と確認できな

い場合は掲載不可となります。 
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限定プレゼントについて  

納品について 

■ エントリ〈完了後「納品のお願い」メ〈ルを事務局より送付いたしますので、納品期限ヷまでにプレゼントをご納品ください

ますようお願いいたします。 

■ 伝票の【品名】または【備考欄】に、「ブランド名」と「プレゼントID」を必ず記載ください。ブランド名とプレゼントID

は事務局からの「納品のお願い」メ〈ルに記載があります。倉庫にて登録内容と照合するためこちらの記載がないと納品され

ても確認することができかねますので、ご協力をお願いいたします。 

■ 納品する商品のパッケ〈ジに記載された商品名と@cosme登録商品名が異なる場合は、伝票の【品名】または【備考欄】に販

売名であることがわかるように記載してください。 

■ エントリ〈完了前のご納品はご遠慮ください。 

■ エントリ〈が完了していても、納品期限ヷまでに納品が確認できない場合、プレゼント掲載できかねますので予めご了承くだ

さい。 

■ 商品破損が多発しているため、念入りに梱包いただきますようお願いいたします。 

※商品が破損した場合、弊社では責任は負いかねますので予めご了承ください。 

■ 商品の組み合わせ等の配送のご指示がある場合は、商品の個数と組み合わせパタ〈ンを 

エントリ〈画面の「配送指示」に必ずご明記ください。 

■ 商品を箱や袋にセットしてご納品いただく場合は、封をせずにご納品ください。 

※倉庫にて、エントリ〈いただいた商品と実際に届いた商品の照合確認を行っております。 

※封をされている場合は、確認のため開封させていただく場合がございますので予めご了承ください。 

■ 「パンフレット同梱あり」でご登録いただいた場合、納品締切ヷまでに提供商品と一緒にパンフレットのご納品が確認できな

い場合は、提供商品のみの発送となりますので予めご了承ください。 

■ 倉庫でのゕッセンブリはお受けできません 

  例〆台紙にサンプルパウチをセットする、商品にシ〈ルを貼り付ける 等 

■ プレゼントを次回掲載分までまとめてご納品いただくことはできかねますのでご了承ください。 

■ 当選者の抽出方法は、ゕスタルにて自動抽出となります。 
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々プレゼントは掲載終了後5～7営業ヷで発送されます。 

々プレゼントのユ〈ザ〈への再送期限は初回配送ヷから1か月となります。ご了承ください。 

発送について 
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限定プレゼントについて（薬機）  

化粧品 

(１) 頭皮、毛髪を清浄にする。 
(２) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を 
   抑える。 
(３) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 
(４) 毛髪にはり、こしを与える。 
(５) 頭皮、頭髪にうるおいを与える。 
(６) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 
(７) 毛髪をしなやかにする。 
(８) クシどおりをよくする。 
(９) 毛髪のつやを保つ。 
(10) 毛髪につやを与える。 
(11) フケ、カユミがとれる。 
(12) フケ、カユミを抑える。 
(13) 毛髪の水分、油分を補い保つ。 
(14) 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 
(15) 髪型を整え、保持する。 
(16) 毛髪の帯電を防止する。 
(17) （汚れをおとすことにより）皮膚を 
   清浄にする。 
(18) （洗浄により）ニキビ、ゕセモを防ぐ 
   （洗顔料）。 
(19) 肌を整える。 
(20) 肌のキメを整える。 
(21) 皮膚をすこやかに保つ。 
(22) 肌荒れを防ぐ。 
(23) 肌をひきしめる。 
 

(24) 皮膚にうるおいを与える。 
(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。 
(26) 皮膚の柔軟性を保つ。 
(27) 皮膚を保護する。 
(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。 
(29) 肌を柔らげる。 
(30) 肌にはりを与える。 
(31) 肌にツヤを与える。 
(32) 肌を滑らかにする。 
(33) ひげを剃りやすくする。 
(34) ひげそり後の肌を整える。 
(35) あせもを防ぐ（打粉）。 
(36) ヷやけを防ぐ。 
(37) ヷやけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 
(38) 芳香を与える。 
(39) 爪を保護する。 
(40) 爪をすこやかに保つ。 
(41) 爪にうるおいを与える。 
(42) 口唇の荒れを防ぐ。 
(43) 口唇のキメを整える。 
(44) 口唇にうるおいを与える。 
(45) 口唇をすこやかにする。 
(46) 口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 
 

(47) 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 
(48) 口唇を滑らかにする。 
(49) ムシ歯を防ぐ。（※） 
(50) 歯を白くする。（※） 
(51) 歯垢を除去する。（※） 
(52) 口中を浄化する（歯みがき類）。 
(53) 口臭を防ぐ（歯みがき類）。 （※） 
(54) 歯のヤニを取る。（※） 
(55) 歯石の沈着を防ぐ。（※） 
※ 使用時にブラッシングを行う歯みがき類に限る。 
（56）乾燥による小じわを目立たなくする。 
※「効能評価試験済み」であることが前提。 
 
      （平成23ヹ7月21ヷ薬食発0721第1号） 
 
★上記以外に、 
々「化粧くずれを防ぐ」 
々「小じわを目立たなく見せる」 
々「みずみずしい肌に見せる」 
々「清涼感を与える」 
々「爽快にする」 
等のメ〈キャップ効果及び使用感は、事実に反しない
限り表示することが可能です。 
 

（平成13ヹ3月9ヷ医薬監麻発第288号より抜粋） 
 

以下薬機法をご参照のうえ、文面の作成をお願いいたします。 
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限定プレゼントについて（薬機）  

薬用化粧品 
（各薬務局長通知による） 

9 
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種類 効能・効果 種類 効能・効果 

1〄シャンプ〈 

ふけ々かゆみを防ぐ。 
毛髪々頭皮の汗臭を防ぐ。 
毛髪々頭皮を清浄にする。 
毛髪々頭皮をすこやかに保つ。 
毛髪々頭皮をしなやかにする。 

5〄ひげそり用剤 

かみそりまけを防ぐ。 
皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。 

2〄リンス 

ふけ々かゆみを防ぐ。 
毛髪々頭皮の汗臭を防ぐ。 
毛髪の水分々脂肪を補い保つ。 
裂毛々切毛々枝毛を防ぐ。 
毛髪々頭皮をすこやかに保つ。 
毛髪々頭皮をしなやかにする。 

6〄ヷやけ止め剤 

ヷやけ々雪やけによる肌荒れを防ぐ。 
ヷやけ々雪やけを防ぐ。 
ヷやけによるしみ々そばかすを防ぐ。 
皮膚を保護する。 

3〄化粧水 

肌あれ。あれ性。  
あせも々しもやけ々ひび々あかぎれ々にきびを防ぐ。  
油性肌。 
かみそりまけを防ぐ。  
ヷやけによるしみ々そばかすを防ぐ。  
ヷやけ々雪やけ後のほてり。 
 肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。  
皮膚をすこやかに保つ。 
皮膚にうるおいを与える。 

7〄パック 

肌あれ。あれ性。 
にきびを防ぐ。 
油性肌。 
ヷやけによるしみ々そばかすを防ぐ。 
ヷやけ々雪やけ後のほてり。 
肌をなめらかにする。 
皮膚を清浄にする。 

4〄クリ〈ム 
   乳液 
   ハンドクリ〈ム 
   化粧用油 

肌あれ。あれ性。  
あせも々しもやけ々ひび々あかぎれ々にきびを防ぐ。  
油性肌 
かみそりまけを防ぐ。 
ヷやけによるしみ々そばかすを防ぐ。 
ヷやけ々雪やけ後のほてり。 
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。 
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。 
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。 

8〄薬用石けん 
（洗顔料を含む） 

＜殺菌剤主剤のもの＞ 
皮膚の清浄々殺菌々消毒 
臭々汗臭及びにきびを防ぐ。 
 
＜消炎剤主剤のもの＞ 
皮膚の清浄、にきび、かみそりまけ及び 
肌あれを防ぐ。 
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メ〈ルの配信について 

メ〈ルの配信ル〈ル 

■配信予約をしたメ〈ルは、配信ヷ当ヷの0:00から、内容の編集や配信停止ができなくなります。 
 
■配信希望時間は1時間単位で設定できます。分単位での設定はできません。 
 
■配信可能な時間は10時～19時となっております。 
 
■1時間で配信できるブランド数には上限があります。 
 
■配信希望ヷは現在のヷ付より1週間先までの指定ができます。 
 
■メ〈ル内に記載したリンク先でキャンペ〈ンなどを実施している場合、 
  配信ヷから5ヷ程度はキャンペ〈ン期間が継続するようにしてください。 
 
■未公開ペ〈ジを遷移先として設置することはできかねます。必ず公開したURLを確認してから設置してください。 

配信予約可能期間 

■配信予約が可能な期間は、以下の通りです。 

7ヷ前 配信ヷ 

予約可能期間 配信停止 
編集不可 

配信ヷ当ヷ
00:00 
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メ〈ルをご作成いただく際、特定の文字を利用しますと機種依存文字として登録が 
できないため、下記一覧内の文字を利用して作成くださいますようお願いいたします。 

ご利用可能な文字について 

メ〈ルの配信について 

11 
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ご利用可能な文字 利用可能な文字の総称 

ぁ～ん 全角ひらがな 

ゔ～ヴ ヶヵ 全角カタカナ+α 

ａ～ｚ 全角英字（小文字） 

A～Ｚ 全角英字（ヸ文字） 

a～z 半角英字（小文字） 

A～Z 半角英字（ヸ文字） 

0～9 半角数字（小文字） 

０～９ 全角数字（ヸ文字） 

  半角スペ〈ス 

  全角スペ〈ス 

･ﾟﾞ_?@:;*+,.><()!"#¥$%&'=~|^＄％＆（）＊〒〃〄／¥/〆〇＜＝＞＜ 
＠々〈ヽヾ゛゜ヿゞ■□▲△▼▽◆◇○◎●◯★☆♀♂♪♭♯、。〃々〆〇〃〄々〆〇〈〉
《》「〒→」『～-〉∥‘’“”†‡‥…‰′″※℃Å←↑→→［］＿｛｜｝￣￥＝＃ 

記号 
（※罫線文字はご利用いただけません
のでご了承ください。） 



(C) istyle Inc. 

ブランド 
バナー 

ブランドＰＲエリア 

通販オプションについて 

@cosmeゕフゖリエトサ〈ビスをご実施頂くと、「購入サトへ」ボタンの常設に加え、 
ブランドペ〈ジの「スペシャルニュ〈ス」や「ブランドバナ〈」の外部リンク設定が可能です。 

変換々入稿 
（事務局） 

管理者画面での設定 設定完了 

展開メ〈ジ 

※リンク先の変換を希望される際は、フォ〈ムより入稿をお願いいたします。 
※リンク先変換には5営業ヷ程いただいております。余裕をもったご依頼をお願いいたします。 

 @cosme内ブランドペ〈ジ メ〈カ〈様ECサト 

商品購入 

リンク先の条件 

■該当ブランドのショッピングサト（ゕフゖリエト契約済みのサトに限る） 
■医薬品の販売はできかねます。 

リンク設置までの流れ 
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５ 

BRAND EC 

フォ〈ムURL 

https://forms.gle/BcEHgKK8NAsa6buz9 

通販オプションのリンク先変換依頼希望リストは以下フォ〈ムより入稿をお願いいたします 

リンク先変換 
希望リスト入稿 

（フォ〈ム入稿） 

https://forms.gle/BcEHgKK8NAsa6buz9


(C) istyle Inc. 

※①の利用に関して（BeautyBoard以外でご利用いただく場合は料⾦が発生します。） 

※ BeautyBoardでの発信＝メ〈ルマガジン、限定プレゼント、ブログ、コンテンツ投稿等 

■使用ル〈ル詳細は下記をご参照願います。 

々@cosme ベストコスメゕワ〈ド  ロゴ 受賞ガドラン 
 

々@cosmeランキングデ〈タ〆お申込時に別途お渡ししている使用ル〈ルをご確認ください。 
 

々@cosmeクチコミデ〈タ〆❶クチコミ内容は変更不可  ❷クチコミ投稿者のニックネ〈ムを記載する   

                ❸引用先クチコミへリンクを付ける  ❹引用BOXを使用して設置する 

※クチコミの一部抜粋は不可となります。 

 

※②の利用に関して 

■週間ランキングの記入必須項目〆○月○ヷ時点、集計期間、カテゴリ名、順位 （例）3月27ヷ時点 集計期間〆2021/12/26～2021/3/25 化粧水部門 第1位 
 

■クチコミ件数々クチコミ点数の記入必須項目〆○月○ヷ時点 件数○件、平均評価点○点  （例）3月27ヷ時点 件数300件 平均評価点4.9点 
 

■※②のデ〈タをBeautyBoard以外でご利用いただく場合は別途費用が発生いたします。詳細は弊社営業担当までお問合せください。 

  メ〈カ〈様サトやSNSでの利用はご遠慮願います。 

@cosmeデ〈タ 利用方法 

ブランドオフゖシャルご利用内では、@cosmeで受賞された賞やランキング々 
クチコミデ〈タ等が使用可能となります。使用ル〈ルに則って正しく使用ください。 

デ〈タの使用ル〈ル 

使用可能デ〈タ 

※
① 

■@cosmeベストコスメゕワ〈ド 
■@cosme上半期新作ベストコスメ 
■@cosmeランキングデ〈タ 
■@cosmeクチコミデ〈タ（※下記引用ル〈ルが守られていない場合は使用不可となりま
す。） 

※
② 

■最新クチコミランキング 
■平均評価点 
■クチコミ件数 
■クチコミ点数 

         使用不可デ〈タ 
■ブランドフゔンクラブランキング 
■ブランドランキング（クチコミ、注目） 

６ 
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https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/bestcosme/cosme%E3%83%98%E3%82%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99_%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%86%8A%E5%AD%90.pdf
https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/bestcosme/cosme%E3%83%98%E3%82%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99_%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%86%8A%E5%AD%90.pdf
https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/bestcosme/cosme%E3%83%98%E3%82%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99_%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%86%8A%E5%AD%90.pdf
https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/bestcosme/cosme%E3%83%98%E3%82%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99_%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%86%8A%E5%AD%90.pdf
https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/bestcosme/cosme%E3%83%98%E3%82%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99_%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%86%8A%E5%AD%90.pdf
https://business.cosme.net/hubfs/material_pdf/bestcosme/cosme%E3%83%98%E3%82%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%99_%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%99%E3%82%AB%E3%82%99%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%99%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%86%8A%E5%AD%90.pdf


(C) istyle Inc. 

リンク先について 

14 

内部々外部リンク可能な@cosme内ペ〈ジは以下の通りです。 

７ 

@cosme総合TOP ブランド 各タブTOP 商品詳細 各タブTOP プレゼント＆モニター 

ブランドブログ コンテンツポスト 体験型コンテンツ 

各カテゴリー 
最新クチコミランキングTOP 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

内部リンク可 外部リンク可 内部リンク可 外部リンク可 内部リンク可 外部リンク可 内部リンク可 外部リンク可 

内部リンク可 外部リンク可 内部リンク可 外部リンク可 内部リンク可 外部リンク可 内部リンクのみ可 

●内部リンク＝BeautyBoard発信記事から@cosme内ペ〈ジへのリンク 
●外部リンク＝SNSやオフゖシャルサトなど@cosme外から@cosme内ペ〈ジへのリンク 



(C) istyle Inc. 

お問い合わせ 

※お問い合わせの返信には数ヷかかる場合もございます。何卒ご了承ください。    

17 

８ 

 

 ①以下項目に関する設置／変更依頼 
 

●公式サトの設置々変更 

●ブランドロゴ画像の設置々変更 

●ブランド紹介文の設定（※掲載開始前のブランド様のみ） 

●通販オプションURL変換 

●BeautyBoardオ〈ナ〈ゕカウント変更 

●請求会社名（表記）変更々ご担当者様の変更 

 

＜お問い合わせフォ〈ム＞ https://forms.gle/BcEHgKK8NAsa6buz9 
 

 

本サ〈ビスに関するお問い合わせは、下記窓口宛てにお願い致します。 

▼下記URLよりブランドオフゖシャルのマニュゕル／よくある質問をご確認いただけます。 

＜マニュゕル＞    https://beautyboard.cosme.net/pages/bo_manual/index.html 

＜よくある質問＞   https://brandaccount.cosme.net/faq 

 ②それ以外のサービスに関するお問い合わせ 
 

株式会社ゕスタル ブランドオフゖシャル運営事務局 

＜お問い合わせフォ〈ム＞ https://forms.gle/oHAqscqymLaWkQmv7 

https://forms.gle/BcEHgKK8NAsa6buz9
https://beautyboard.cosme.net/pages/bo_manual/index.html
https://brandaccount.cosme.net/faq
https://forms.gle/oHAqscqymLaWkQmv7

