
楽懸キャンペーン  運用マニュアル 
お問い合わせ 

（株）Gugenka  

 新潟市中央区南出来島 1-10-7 出来島第一ビル 3Ｆ 

TEL 025-284-4955 楽懸担当まで 
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Step1 マイページへログイン  

1)楽懸 TOP ページの「企業の方へ」にある 

>>無料で開催登録をクリックします。  

 

2)表示されるログイン画面に主催者登録したメールアドレ

スとパスワードを入力してログインします。 

 

http://www.campaign-kenshou.com/
http://www.campaign-kenshou.com/
http://www.campaign-kenshou.com/
https://www.campaign-kenshou.com/login.php
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Step2 キャンペーン登録  

1） 主催者マイページより、「キャンペーン登録」ボタンを

押下します。 
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2） キャンペーンフォームの入力  

①キャンペーン概要  

 以下の項目を設定してください。  

  （※）は、必須項目です。  

 ・キャンペーン名（※）  

 ・主催者の名称（※）  

 ・主催者の WEB サイト URL （※）  

 ・主催者のプライバシーポリシーURL （※）  

 ・キャンペーンの説明・概要（※）  

 ・キャンペーン期間（※）  

 ・キャンペーン メインイメージ（※）  
   横幅 664px X 高さ 376pxの画像をご用意ください  

  ・キャンペーン リストイメージ（※）  
   横幅 224px X 高さ 132pxの画像をご用意ください  
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② 賞品情報  

賞品は、１０種類までの賞品が登録できます。賞品毎

に、以下の項目を設定してください。 1 つ以上の賞品

の登録が必要です。  
（※）は、必須項目です。 

・当選者の選定方法（※）  

 抽選、先着、全員プレゼント のいずれかを選択してください。  

・賞品ジャンル（※）  
 現金/商品券、家電製品、食品、映像・音楽、雑貨、コスメ、  旅行・

レジャー、その他 のいずれかを選択してください。  

・賞品名（※）  

・当選者数（※）  

・賞品イメージ  
縦横共通 74pxの画像をご用意ください  
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③ シリアル賞品情報  

シリアルコードを使ったキャンペーンを実施する場合に

設定してください。  
  
・シリアル番号を利用しない  
 初期値です。シリアル番号を使用しない場合は、ここを選択して下さ

い。  
  

・「共通」 シリアル番号  
 応募者に共通のシリアル番号を発行します。  

 シリアル番号は、キャンペーン参加後のサンクス画面に表示されま

す。  
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・「ユーザー個別」 シリアル番号発行数  
 応募者に個別のシリアル番号を発行します。  

 ※最大 1000個、数値８桁のシリアル番号が発行されます。  

  1000個以上のシリアル番号が必要な場合は、お問い合わせください。  

シリアル番号は、キャンペーン参加後のサンクス画面に表示されます。  

 

予めシリアル番号を配布して、配布したシリアル番号の入力を

キャンペーンの応募条件とするキャンペーン（クローズドキャ

ンペーン）を実施する事が可能です。クローズドキャンペーン

を実施する場合は、「クローズドキャンペーンを実施」にチェッ

クをつけてください。  
※シリアル番号の配布は、別途、行っていただく必要がございます。  

 

（クローズドキャンペーンの実施）  
  
シリアル番号がキャンペーン参加の応募条件となりま

す。キャンペーン応募フォームに設定したシリアル番号

を入力する事で、応募可能となります。  
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・「共通」 シリアル番号  
 共通のシリアル番号（キーワード）を使用します。  
  

・「ユーザー個別」 シリアル番号発行数  
 個別のシリアル番号（キーワード）を使用します。１度使用したシリ

アル番号での再応募はできません。作成されたシリアル番号は、主催者

マイページのキャンペーン一覧からダウンロードできます。  

発行数や文字・桁数は、通常のシリアルキャンペーンと同様です。  

※最大 1000個、数値８桁のシリアル番号が発行されます。  

 上記以外のシリアル番号が必要な場合は、お問い合わせください。  

   ■キャンペーン応募フォーム  
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④ Facebook キャンペーンの実施  チェックボックスにチ

ェックをすると Facebook からの応募を受け付けます。  
（※）は、必須項目です。  

・いいね！の実施（※）  
任意、なし から選択してください。  

 

任意 

…いいね！していないユーザーも応募可能です。  

  応募フォームにいいね！ボタンが表示されます。  

なし 

…いいね！していないユーザーも応募可能です。  

  応募フォームにいいね！ボタンが表示されません。  
  

・いいね！の対象の Facebook ページ  
いいね！の実施が必須、もしくは任意の場合、入力する必要がありま

す。  

いいね！ボタンの対象の Facebookページ名と URLを入力してくださ

い。  
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・拡散画像  
  Facebookへ投稿する画像を設定します。  

  縦横共通 128pxの画像をご用意ください 
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⑤ Twitter キャンペーンの実施  チェックボックスにチェ

ックをすると Twitter からの応募を受け付けます。  
 （※）は、必須項目です。  

・フォローの実施（※）  
 必須、任意、なし から選択してください。  

  必須 

…対象の Twitterアカウントをフォローしているユーザーのみ 

応募できます。 

応募フォームにフォローボタンが表示されます。  

  任意 

…フォローしていないユーザーも応募可能です。  

    応募フォームにフォローボタンが表示されます。  

  なし 

…フォローしていないユーザーも応募可能です。  

    応募フォームにフォローボタンが表示されません。  
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・フォローするアカウント名  
  フォローの実施が必須、もしくは任意の場合、 

入力する必要があります。  

  フォロー対象のアカウント名を入力してください。  

・ハッシュタグ  
 ツイートにハッシュタグを付ける事ができます。  

・ツイート文章  

 ツイートの一部をカスタマイズできます。   
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⑥ フォームでのキャンペーンの実施  

Facebook、Twitter のどちらも使用しない応募を受け付

けます。    
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⑦ メールマガジンの登録の確認 （有料オプション） 

チェックを付けると、キャンペーン応募フォームにメー

ルマガジンへの登録の確認表示されます。  
  
（ご注意）  

応募者の方へメールマガジンの配信をお考えの場合、  

必ず応募者の方へメールマガジン登録の確認を行ってく

ださい。  
  

・メールマガジン登録  
 必須 

…メールマガジンの講読が応募条件になります。  

 任意 

…希望者のみメルマガ配信を行う場合に選択してください。  

・基本項目   
 メールマガジンの登録を行う場合、 

ニックネーム、性別、生年月日、都道府県、職業の項目を、 

 メルマガ会員のユーザー情報として、取得する事ができます。  
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⑧ 動画の表示  

YouTube 動画をキャンペーンページ（詳細ページ）に 

表示することができます。 

予め YouTubeへ登録した動画のコンテンツ ID を 

入力してください。  
  

・You Tube のコンテンツ ID  
 You Tubeページの URLの「?v=」から後ろの部分がコンテンツ IDで

す。  

※例えば、下記の動画の URLの場合、コンテンツ IDは、

「ABCDxy8P6xz」になります。 

https://www.youtube.com/watch?v=ABCDxy8P6xz  

  
・動画の再生にスキップ機能をつける  
 チェックなし 

…動画終了まで応募フォームに画面遷移できません。  

 ※最後まで、動画を見た後に応募可能になります。  

 チェックあり 

…動画再生中に応募フォームに画面遷移できます。 

※最後まで、動画を見る必要がありません。  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ABCDxy8P6xz
https://www.youtube.com/watch?v=ABCDxy8P6xz
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★YouTube ヘルプ  

https://support.google.com/youtube/?hl=ja#topic=4355266  
  

★YouTube 「アカウント作成」  

https://support.google.com/youtube/topic/3024170?hl=ja&ref_topi

c= 

3024169  
  

★YouTube 「動画のアップロード方法」  

https://support.google.com/youtube/answer/57924?hl=ja 

  

https://support.google.com/youtube/topic/3024170?hl=ja&ref_topic=3024169
https://support.google.com/youtube/topic/3024170?hl=ja&ref_topic=3024169
https://support.google.com/youtube/topic/3024170?hl=ja&ref_topic=3024169
https://support.google.com/youtube/topic/3024170?hl=ja&ref_topic=3024169
https://support.google.com/youtube/answer/57924?hl=ja
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⑨ アンケートの追加キャンペーン応募時にアンケートを

行う実施する事ができます。回答方法は、フリー入力、

選択方式（単一選択）、選択方式（複数選択可）を設定

する事ができます。  

 

・フリー入力  

 質問内容を入力してください。アンケートの回答を必

須にすることができます。  
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・選択方式（単一選択）  

質問内容を入力してください。アンケートの回答を必須

にすることができます。選択肢は、６個まで入力可能で

す。  

選択肢にリンク、画像を設定する事ができます。  
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・選択方式（複数選択）  

質問内容を入力してください。アンケートの回答を必須

にすることができます。選択肢は、６個まで入力可能で

す。  

選択肢にリンク、画像を設定する事ができます。  
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ここまでで、キャンペーンの入力は完了です。  

確認画面で入力内容を確認して登録を完了してくださ

い。  
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Setp3 抽選・当選者連絡  

1） キャンペーンの終了キャンペーンが終了します

と、マイページのキャンペーン一覧の状況が「終

了」の表示となります。キャンペーンが終了しまし

たら、当選者の抽選を実施してください。  

 

※応募データは、当選者抽選後にダウンロード可能になります。  
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2） 当選者の抽選  

①キャンペーン一覧の抽選をクリックすると 

抽選画面が表示されます。 

「抽選する」ボタンをクリックしてください。  
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②当選者抽選画面が表示されます。   

 抽選結果に問題がなければ、 

そのまま「当選者確定・再抽選」ボタンを 

クリックしてください。  

 ⇒ 懸賞の抽選結果・ダウンロード画面が 

表示されます。  

当選者を変更したい場合は、 

該当者のチェックボックスを外して、 

「当選者確定・再抽選」ボタンを 

クリックしてください。 

チェックボックスを外した当選者について、 

再抽選を行います。  

⇒ 再度、当選者抽選画面が表示されます。 
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③懸賞の抽選結果・ダウンロード画面が表示されます。  

応募情報のダウンロードと 

当選者へのメール送信が行えます。  

（※応募情報のダウンロードは 

キャンペーン一覧からも可能です。） 

   
④「当選メール送信」ボタンをクリックしてください。  
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⑤当選者一括メール送信確認画面が表示されます。  
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送信ボタンをクリックして、メールの送信を行ってくだ

さい。  

 送信後、マイページへ戻ります。  
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Setp4 応募データダウンロード  

当選者の抽選後、キャンペーン一覧から「応募デー

タ」と当選者の賞品「送付先データ」がダウンロード

できます。それぞれクリックしてダウンロードしてく

ださい。  

 

Setp5 賞品の発送  

ダウンロードした「送付先データ」を参照して、賞品の

発送をお願いします。賞品の発送が完了しますと、キャ

ンペーンの運用は、完了です。  
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補足  

当選者送付先入力画面  
  
当選者へ送付するメールには、下記のフォームの URLが記

載されています。当選者の方には、フォームより賞品の発

送先を入力いただきます。  

 
  



 

31  

 

改定履歴  
  
2013.12.16 新規作成  

2014.09.18 Facebookキャンペーンの実施を修正  

2015.10.20 画像サイズ・Facebookキャンペーンの実施・有料オプション表

記の修正 


