
マイページ連携のお知らせ



年2022 ⽉ ⽇（⽊）11 10 から順次リリース

⼥の⼦マイページ連携がスタート！駅ちかと�
バニラの

⼊店したのになかなか稼げない… お⾦をかけずにもっとお客さんを集めたい！

今よりもっと稼げるようになりたい！ 稼げるお店という印象をつけたい！

そんな希望を叶える新機能！
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⼥の⼦

⼥の⼦

お店

2 お店 店舗ランキングへスコア加点

ランキングへポイント加点

おしごと応援サポート！
特集ページへ表⽰、メインページ露出枠が新登場、⼥の⼦ランキング加点

「⼥の⼦が選んだイチオシのお店」へ露出！
新コンテンツ

11/10�(⽊)

11/18�(⾦)

11/28�(⽉)
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頑張る⼥の⼦とお店がどんどん⽬⽴てます！

マイページ連携でお客様にも⼥の⼦にも⼀括アピール！

流 �

⼊

⼥の⼦がオススメする�

お店なら安⼼！

この⼦もバニラで�

応募してる！

もっと稼ぎたい！

マイページポイントが欲しい！「⼥の⼦が選んだお店」はメルマガやDSP広告でも配信！

⼊店お祝い⾦＆出勤ボーナスでお仕事継続をサポート！

お店に応募

●特集ページへ表⽰�

●メインページ露出枠が新登場�

●⼥の⼦ランキング加点�

●駅ちかマイページポイント1,000円分

●駅ちかランキング加点�

●バニラランキング加点�

●⼥の⼦が選んだお店に露出

お店にもメリット♪

マイページ�
を連携!

連携が増えるほど、どんどん上位へ！

【新】駅ちか特集ページ
おすすめ内 ランキング(⼥の⼦)、�

おすすめ(お店・⼥の⼦)

⼥の⼦が選んだお店ランキングへ加点

ランキングへ加点

おしごと応援サポート



マイページ連携の⼿順

⼥の⼦向け



まずは、駅ちか！⼥の⼦マイページにログイン！�

ID・パスワードは、お店の⽅に発⾏してもらおう！

※登録URLをお店の⽅にもらうと⾃分で設定可能

バニラマイページにログイン

ログインすると上部の「駅ちか連携」ボタンから�

「駅ちか！連携ページ」へ、移動してください。

※SMS認証が必要になります

駅ちか！マイページへログインステップ 1

ステップ 2

駅ちか連携

駅ちか⼥の⼦マイページ

バニラ会員マイページはこちら

ログイン 新規登録



バニラマイページ内の「駅ちか！連携画⾯」で�

「駅ちか！⼥の⼦マイページ」のIDとパスワードを⼊⼒

「連携中のお店情報」が表⽰されると連携完了

⼥の⼦マイページのIDとパスワードを⼊⼒ステップ 3

連携完了

連携完了画⾯ 駅ちか⼥の⼦マイページ

⼥の⼦マイページでポイントをGET！しよう！

●駅ちか！特集ページへの表⽰�

●駅ちか！のメインページ、ランキングと�

 おすすめで応援！�

●⼥の⼦ランキング加点による露出アップ�

●1,000円分のポイント付与

おしごと応援サポート得点

連携画⾯



おしごと応援サポート

【新】特集ページへ表⽰！ランキング加点！1

リリース予定

⽉ ⽇（⽊）〜11 10年2022



EKICHIKA ①おしごと応援サポート

【連携してる⼥の⼦限定】�

新しくできる「特集ページ」へ常に露出！

駅ちか！特集ページに表⽰NEWコンテンツ
⼥の⼦�
特典1

連携中は特集ページへずっと表⽰！
※お店さまが掲載しているエリアの特集ページへ表⽰されます

例）掲載エリア：東京都/渋⾕の場合�

●東京都の特集ページ� ●渋⾕の特集ページ

表⽰順について

お店さまが有料プランであれば、�

プランや更新頻度に関係なくランダム表⽰！

連携したすべての⼥の⼦にチャンス!!

※PC版も同様の箇所へ表⽰します�

※導線位置や並び順は、今後のサイト改修等で変更になる場合がございます�

※特集ページは、都道府県・発エリアのみ絞り込み可能です�



EKICHIKA ①おしごと応援サポート

【厳選⼥の⼦特集】としてサイト内にも導線を多数設置！

サイト内に特集バナーを表⽰ 会員マイページへ表⽰

特集バナー

アクセスアクセス

駅ちかのサイト内に特集バナーを設置し、�

お客さまを誘導！

会員マイページ上部へバナー表⽰。

「キテね！」機能を併⽤してさらに指名率UP！

※導線位置は、今後のサイト改修等で変更になる場合がございます

開催中のキャンペーン⼀覧

キテねで�

指名率アップ!!

サイト内の表⽰箇所

●都道府県/エリアページ��

●SPメニュー(PC版はサイドメニュー)��

●無料プランお店さま詳細ページ

⼥の⼦が「キテねボタン」を押すだけで、駅ちか

会員に『お店に来てほしい』『指名してほしい』

という気持ちを伝えられる機能。「キテね」を

受け取った会員はマイページに通知されます。

キテね！機能とは



EKICHIKA ①おしごと応援サポート

さらに…メインページへ露出枠が新登場！

駅ちかのメインページに表⽰
⼥の⼦�
特典2

ランキング おすすめ（⼥の⼦） おすすめ（お店）

表⽰順について

ランキングページとおすすめページ

の上部に15名枠でランダム表⽰

お客様へ露出を増やし、�

指名がとれるように�

おしごとサポート‼

※PC版も同様の箇所へ表⽰します�

※導線位置や並び順は、今後のサイト改修等で変更になる�     �

 場合がございます



EKICHIKA ①おしごと応援サポート

「⼥の⼦ランキング」の順位UPも狙える！

⼥の⼦ランキングのスコア加点
⼥の⼦�
特典3

毎週⾦曜⽇に更新される⼈気⼥の⼦ランキングへスコア加点されます！

スコアを加点するとランキング上位が狙えます。�

露出度がアップ！お客さんの指名をGET！

スコア加点について

反響をアップさせるために�「駅ちか⼈気！ランキング」

で⼥の⼦順位を決定する重要な要素です。�

ランキングが上位になると�

「指名率が2倍に跳ね上がる！」なんて声も！�

連携しないのは�もったいないです！

連携したすべての⼥の⼦にチャンス！！

※加点ポイントなど詳細は⾮公開となります

順位UP

スコア加点とは…？

11/11(⾦)反映開始



EKICHIKA ①おしごと応援サポート

アマギフ・電⼦マネーに交換できるポイントがもらえる！

全員に1,000円分のポイント付与
⼥の⼦�
特典4

電⼦マネーやアマギフに交換できるポイント1,000円分が付与されます。

3,000ポイントから交換可能！
※1ポイント=1円相当 ※時期によって変動します

ポイントの貯め⽅

ログイン

写メ投稿

動画投稿

キテね

10ポイント

10ポイント

10ポイント

5ポイント

※1⽇1回

※10回ごと

今後は、さらに特典も増える予定です！



店舗ランキングへスコア加点

 �連携すればするほど�

ランキング順位UPのチャンス！

2

⽉ ⽇（⾦）〜11 18年2022

反映開始



EKICHIKA ②店舗ランキングへスコア加点

お店さまにも特⼤メリット…！

店舗ランキングにスコア加点！
店舗�
特典

連携した⼥の⼦の⼈数に応じて！

毎週⾦曜⽇に更新される店舗ランキングへスコア加点されます！

スコア加点について

反響をアップさせるために「駅ちか⼈気！ランキング」で�

店舗順位を決定する重要な要素です。�

ランキング点数が⾼いほど、上位表⽰されやすくなります。�

ランキングを上げられれば、注⽬度が上がりお店の反響に�

繋がる可能性がグッと⾼まります。

連携すればするほど加点されます！！

順位UP スコア加点とは…？

●駅ちかとバニラのお店連携が必須条件となります�

●加点ポイントなど詳細は⾮公開となります



連携した⼥の⼦の⼈数に応じて、�

露出が⼤幅アップ！

3

⼥の⼦が選んだ！イチオシのお店情報

⽉ ⽇（⽉）〜11 28年2022

リリース予定

NEWコンテンツ



バニラINDEX 都道府県TOP上部

③【新】⼥の⼦が選んだイチオシのお店VANILLA

「⼥の⼦が選んだイチオシのお店」NEWコンテンツ

プランやランキングに関係なく、無料で上部に露出アップ！バニラ有料掲載店舗様のみ

表⽰条件・ロジック�

については次のページへ

マイページ連携の⼈数が増えるほど上位に表⽰！

⼥の⼦に⼈気のお店として�
アピール⼒バツグン！

NEW 
PAGE

※都道府県TOPのあるエリアのみ

流⼊数の多いTOPや�

都道府県TOPに導線を設置



VANILLA ③【新】⼥の⼦が選んだイチオシのお店

連携�
ポイント

連携�
ポイント

多

少

ポイントの集計⽅法

※同じ⼥の⼦が再度連携した場合はカウントされません

いままでにマイページ連携した

累計⼈数ポイント

直近１週間の連携⼈数に応じて

超ブースト加点

（1週間につき最⼤20名まで）

累計⼈数ポイント 超ブースト加点

新⼈さんが⼊るたびにこまめな紐付けを⾏うのが◎

在籍⼈数が少なくても、新しいお店でも

露出アップの⼤チャンス！!

⼀覧情報

広告表⽰なし！�

通常⼀覧と変わらない�

情報量でユーザー訴求⼒は

そのまま！

⽉曜⽇
毎週

更新!



③【新】⼥の⼦が選んだイチオシのお店VANILLA

●マイページ連携した⼥の⼦が在籍している駅ちかの掲載を元に、紐づいたバニラの掲載へ加点を⾏います。�

 そのため、駅ちかとバニラの紐づけが必須条件となります。�

 ※紐づけに関するお問い合わせはレクソルまでご連絡をお願いいたします�

●連携が完了した⼈数は、駅ちか店舗様管理画⾯よりご確認いただけます。�

●マイページ連携⽅法は、本資料の<マイページ連携⼿順>をご確認ください。

リリース時に表⽰したい場合は、11/24(⽊)までにマイページ連携をお願いいたします

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇
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ポイント反映

ポイント反映

が反映11/25〜12/1分の新規連携⼈数ポイント 11/24までの累計連携⼈数ポイント

が反映11/10〜11/24までの新規連携ポイント

ページリリース

「⼥の⼦が選んだイチオシのお店」集計・反映スケジュール



連携した⼥の⼦の⼈数に応じて、�

ランキングにボーナスポイント追加

4

バニラのランキングに特別加点！

⽉ ⽇（⽉）〜12 5年2022

反映開始



④ランキングに特別加点VANILLA

連携⼈数の加点ポイント集計・反映スケジュール

初回反映時からポイント反映したい場合は、12/1(⽊)までにマイページ連携をお願いいたします
●マイページ連携した⼥の⼦が在籍している駅ちかの掲載を元に、紐づいたバニラの掲載へ加点を⾏います。�

 そのため、駅ちかとバニラの紐づけが必須条件となります。�

 ※紐づけに関するお問い合わせはレクソルまでご連絡をお願いいたします�

●連携が完了した⼈数は、駅ちか店舗様管理画⾯よりご確認いただけます。�

●マイページ連携⽅法は、本資料の<マイページ連携⼿順>をご確認ください。�

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇

11/21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 12/1 2 3 4

5 6

が反映11/25〜12/1分の新規連携⼈数ポイント 11/24までの累計連携⼈数ポイント連携特別ボーナス加点

ポイント反映

反映開始⽇

ポイントの集計⽅法

※同じ⼥の⼦が再度連携した場合はカウントされません

マイページ連携⼈数に応じてランキングに特別ボーナス加点！

いままでにマイページ連携した

累計⼈数で更に加点

直近１週間の連携⼈数に応じて

ランキングへ加点
(1週間につき�

最⼤20名まで)


