


はじめに
ピカピカライブへようこそ！

この資料ではピカピカライブで配信を行う上で特に重要な事をお伝えします！
合わせて事務所所属者としてのルールも記載しておきます。

皆さんが楽しくピカピカライブで配信できるように、必ず目を通しておいて下さいね！
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1.ピカピカってこんなアプリ！



こんな事が出来るよ！！

ピカピカは『音声コミュニティ』を主軸に配信者と視聴者が集まっています！

音声配信を中心に、声劇、歌配信、ASMR、声優番組、ゲーム配信などいろんなコンテンツが流行中！
次のページで機能を詳しく紹介するよ！



色々な機能が使えるよ！たくさん試してみよう！

PCで配信したい時は担当者に連絡してね！別の詳しい資料を渡します！



2. JPRBUFFで登録するメリット
まずピカピカ内には三つの立場の配信者がいるので把握しておいて下さい！

順番に説明しますね！

一般のユーザーさんです。
ダイヤ還元率は21％ですがダイヤを稼いでも

現金化が出来ないです！
(小豆に変えるか、Amazonギフト券で受け取るしか出来ない)

ピカピカと直接契約している配信者さんです。
現在月間200万ダイヤ以上稼げる人は
契約配信者さんの方が報酬が高いですが

近々契約配信者の報酬が変わるかもしれません…

JPRBUFF等の事務所を通してピカピカで配信する配信者さんです。
この資料でお話している報酬条件等はJPRBUFF独自の物です。

現在月間200万ダイヤ以下の方はコッチの方が
契約配信者さんより報酬が高くなるんです。

さらに！他にもJPRBUFFならではのメリットもあります！



JPRBUFFはこんなところです。
JPRBUFFは、いわゆるライバー事務所的な活動以外にも様々な活動を行っています！
皆さんの配信者活動のサポートはもちろん、その他のサポートも可能なんです。

声優に挑戦したい！

チバテレ放送
「届け！FM83〇！マンデーナイトシンフォニー」

弊社にて制作。2021年4月続編放送。

自社で地上派TVアニメ作ってます

Youtuberになりたい！

弊社Youtuberは様々な企業案件を実施してます

荒野行動×乃木坂46ライブイベント
弊社Youtuberが企画に参加。

自社でラジオ番組も作ってるんです

ラジオやってみたい！

ShibuyaCrossFM「Shibuya ココダケ！」
2021年6月スタート。

アーティストになりたい

プロダクション事業もやってます

本社のJPRではアーティストプロデュース
アーティスト向けの無料スクールも開催

他にも・・・
★ピカピカおすすめ枠掲載でリスナーが増えやすい★
★実績、人数共にNo.1事務所なので仲間が作りやすい★

★ライバーボーナスも一番貰える★
★ライバー収入だけじゃなく、SNSフォロワー数関係なく企業案件が貰える★

★Youtube、TikTok、Instagram無料サポート★
★自社のゲーム大会の実施★



3.どうやって稼ぐの？

皆さん一番気になるところですよね！
大事な事なので順を追って説明します！

まず！

『ダイヤ』を獲得しましょう！
ピカピカライブでは視聴者(リスナー)から貰う、投げ銭(YouTubeだとスパチャみたいな物)の事を

ダイヤと呼んでいます。
このダイヤを多く獲得する事によって報酬が増えていきます！

ダイヤの価値は【5ダイヤでおよそ1円】と覚えればOK！
つまり500ダイヤをリスナーから投げて貰ったなら・・・

あ、このリスナーさん100円投げてくれたんだなって事です！

次のページではダイヤの獲得方法についてもう少し詳しくお話します！



ダイヤを獲得する事で報酬が手に入る事はなんとなくわかって頂けましたよね？

では実際にどうやってダイヤを獲得するかというと・・・

基本的には【楽しい配信をしてリスナーさんからアイテムを投げて貰う】です！
ピカピカ内には様々なアイテムがあります。

リスナーさんは楽しい配信に感謝の意味を込めてアイテムを投げたり
気に入った配信者に応援の意味を込めてアイテムを投げます！
それらのアイテムを投げて貰う事によってダイヤを獲得できます！

実は他にもダイヤ獲得方法があるのですが、一例をざっと説明しますね！

・入室料=有料配信の設定が出来ます！私の配信が観たければ500ダイヤ！とかです。
有料配信のアーカイブを観る時も再度入室料が必要になります。

・質問=配信中にリスナーからの質問を募集出来るのですが、質問が多い場合は
リスナーが課金して自分の質問を一番トップに表示できます。

さぁ、次のページからはいよいよどれくらい稼げるのかをお話します！
数字が苦手な人も頑張って付いてきて下さいね！



4.報酬形態は3種類！

まず皆さんには3種類の報酬形態から1つ選んで貰います！

★インフルエンサープラン★
★日給制プラン★
★歩合制プラン★

順番に説明します！
まずインフルエンサープラン…報酬はある地点までは優遇(ある地点から日給制プランの方が報酬高くなります💦)されてますが、審査があります。

そして審査のハードルがなかなか高いです…
Twitterフォロワー数1万人以上とか、最初のテスト配信で同接100人で50,000ダイヤ以上獲得とか・・・

条件も場合によりますので、報酬が気になる方、挑戦したい方は別途担当者にご相談下さい！

ちなみに

日給制プランと歩合制プランには審査はありません！

次のページから両プランの報酬形態について詳しくお話します！



日給制プランの特徴は【ダイヤ分報酬+日給ボーナス】が報酬として貰える事です！

まずダイヤ分報酬の計算式は【ダイヤ×0.2×20%=ダイヤ分報酬(円)】です。
なんのこっちゃ。0.2やら20％ってなんやねんと思いましたよね？

説明します！

ダイヤ=配信者さんがその月に獲得したダイヤ(厳密には使わずに残っていたダイヤ)
0.2=先に説明しましたよね？5ダイヤで1円と。つまり1/5すると円に換算できるわけですね。だから0.2掛けたわけです。

20％=これが配信者さんの取り分です！残りはピカピカのアプリ運営費や
配信者さんのサポート代として分配されています！

一旦整理します！例えばアナタが4月に15万ダイヤを稼ぎました。
すると・・・

【ダイヤ(15万)×0.2】=30,000(円)
この30,000円を配信者さんとアプリ運営費と配信者さんのサポート代で分配します！

つまり・・・【30,000(円)×20％(配信者さん取り分)】=6,000(円)
この6,000(円)が配信者さんのダイヤ分報酬になります！

なんと！さらにこのダイヤ分報酬に追加で日給ボーナスまで貰えます！
計算は次のページに続く…



日給ボーナスの計算方法です。こっちは簡単！まずは左下の表を見て下さい。

●SS4ランク700万ダイヤ以上
10日間配信：24万円
20日間配信：48万円

●SS3ランク600万ダイヤ以上
10日間：20万円
20日間：40万円

●SS2ランク500万ダイヤ以上
10日間：16万円
20日間：32万円

●SS1ランク300万ダイヤ以上
10日間：10万円
20日間：20万円

●SSランク250万ダイヤ以上
10日間：7万円
20日間：14万円

●Sランク125万ダイヤ以上
10日間：3.5万円
20日間：7万円

●Aランク90万ダイヤ以上
10日間：2.45万円
20日間：4.9万円

●Bランク60万ダイヤ以上
10日間：1.4万円
20日間：2.8万円

●Cランク45万ダイヤ以上
10日間：1.05万円
20日間：2.1万円

●Dランク30万ダイヤ以上
10日間：7,000円
20日間：1.4万円

●Eランク15万ダイヤ以上
10日間：3,500円
20日間：7,000円

※Fランク=15万ダイヤ以上を
達成できない人は日給は出ません！
しかし！ダイヤ報酬は出るので
ご安心下さい！

日給ボーナスはランクで決まります。
ランクは月間で稼いだダイヤの数と有効配信日数で決まります！
さっきのページで例としてアナタが4月に15万ダイヤ稼いだ場合の
計算をしました。

4月に20日配信して15万ダイヤ稼いだとして計算してみましょう！
15万ダイヤだとEランクになります。

つまり…
6,000円(ダイヤ報酬分)+7,000円(日給ボーナス)=13,000円
13,000円がアナタの総報酬になります！

ちなみに10日配信して15万ダイヤ稼いだ場合は…
6,000円(ダイヤ報酬分)+3,500円(日給ボーナス)=9,500円

ただし、報酬計算のルールがあるので、次ページでお話します！
有効配信日数についても次ページで説明するので安心して下さい！



①有効配信日数とは！
1日あたり1時間配信すれば有効配信日数としてカウントされます。
ちなみに1日のうち、朝30分、夜30分配信して合計1時間でもOK！
ただし、毎日深夜0時でリセットされるので注意して下さいね！

②日給ボーナスを受け取るには有効配信日数が必要！
先ほどのリストにもあるように、日給を受け取るには最低10日、もしくは最大20日の有効配信
日数が必要です。
この2パターンしかなくて、端数の日数は切り捨てになります。
つまり15日有効配信日数があっても、リストにある10日での日給計算になります。
19日有効配信日数があっても…10日での計算になるので、頑張って20日にしましょう！
ちなみに9日しか有効配信日数が無いと日給ボーナスは出ません！
22日有効配信日数があっても20日分しか日給ボーナスは出ません。
ただし！ダイヤ報酬分はちゃんと発生するのでご安心下さい。

③ダイヤの扱いを要チェック！
日給ボーナスのランクはダイヤの数によって変わります。ただし、このダイヤの数え方がややこ
しいので注意して下さい！
重要な事なのであとでも記載しますが、実はピカピカは獲得したダイヤを使う事が出来ます。
獲得したダイヤを小豆に変換してアイテムを購入して、他の配信者や自分に投げる事が
出来ます。
ただ、ダイヤ報酬分は【月末に実際にもっていたダイヤの数】で決まりますが、日給ボーナスラ
ンクを決めるダイヤの数は【その月に稼いだダイヤの総数】で決まります。
ややこしいですね・・・例で説明します。
アナタは4月30日23：00の時点で15万ダイヤを持っています。
その中から5万ダイヤを小豆に変えてアイテムを購入し、大好きな配信者Aさんに投げたので、
アナタのダイヤは10万ダイヤになりました。
そして5月1日0：00を迎えました。その結果どういう報酬結果になるかというと次の通りです。
ダイヤ報酬=10万ダイヤ×0.2×20％
日給ランク=4月に稼いだダイヤ総数が15万ダイヤなのでEランクで日給発生
ややこしいのですが、これがピカピカのルールなのでご注意を！

④ランク反映は当月！
例えば4月に20日有効配信日数があって15万ダイヤ稼げばEランクとして日給が発生します。
なので4月度の報酬は【15万ダイヤ分報酬+Eランク日給20日分】となります。
ただ次の5月に1万ダイヤしか稼げず、有効配信日数が9日だった場合は【1万ダイヤ分報酬
のみ】になります。
日給ランクが翌月に持ち越される事は無く、当月反映されるので覚えておいて下さい。

⑤プランの変更は一回だけ！
日給制プランで申請した場合、一度だけ歩合制に変更する事は可能です。
しかし歩合制から日給制への変更は絶対できません。
毎月20日までに申請すれば、翌月に歩合制プランへ変更が可能なのでこちらも覚えておいて
下さいね！
ちなみにインフルエンサープランへの挑戦は何度でも可能です！

⑥配信頻度が少ないと危ない！
日給制プランで登録していても、配信頻度が少ないと運営の判断で歩合制プランに変更され
る場合があります。有効配信日数を極力守るようにして下さい！
また、ずっとFランクのままだと運営の判断で歩合制プランに変更される事も・・・

⑦超上級者向け！SS4ランク以上の方へ！
SS4ランク=700万ダイヤ以上を獲得の方！
ご安心下さい！
まだ誰も達成していませんが、800万ダイヤ以上獲得された場合には更にボーナスが・・・

●SS5ランク800万ダイヤ以上 ●SS6ランク900万ダイヤ以上
10日間配信：28万円 10日間配信：32万円
20日間配信：56万円 20日間配信：64万円

このようにSS4ランク以上でも、100万ダイヤ獲得ごとに報酬が増えていきます！
今のところ報酬上限は無いので、腕に自信のある方は是非目指してみて下さいね！



歩合制プランの特徴は【ダイヤ分報酬+ダイヤボーナス】が報酬として貰える事です！

まずダイヤ分報酬の計算式は【ダイヤ×0.2×20%=ダイヤ分報酬(円)】です。
日給制プランと一緒ですね！

ダイヤボーナスはランクによって管理されています！ランクは月間で稼いだダイヤの数で決まります。
リストはこちら！

例えば月に500万ダイヤ獲得した場合…

ダイヤ報酬分【ダイヤ(500万)×0.2×20％】=200,000円
ダイヤボーナス(Sランク)【ダイヤ(500万)×0.2×35%】=350,000円

ダイヤ報酬分 200,000円 + ダイヤボーナス 350,000円 = 550,000円
ただし、こちらも報酬計算のルールがあるので次のページで説明します！

Sランク 500万ダイヤ以上
ダイヤ×0.2×35％

Aランク 300万ダイヤ以上
ダイヤ×0.2×30％

Bランク 100万ダイヤ以上
ダイヤ×0.2×25％

Cランク 50万ダイヤ以上
ダイヤ×0.2×20%

Dランク 10万ダイヤ以上
ダイヤ×0.2×15％

※10万ダイヤ以下はボーナスなし！
※ボーナス獲得には有効配信日数が
8日以上必要



①有効配信日数について
1日あたり1時間配信すれば有効配信日数としてカウントされます。
ちなみに1日のうち、朝30分、夜30分配信して合計1時間でもOK！
ただし、毎日深夜0時でリセットされるので注意して下さいね！

②ダイヤボーナスを受け取るには有効配信日数が必要！
ダイヤボーナスを受け取るには最低8日の有効配信日数が必要です。
1日でも足りないとダメなのでご注意を…
ただし、有効配信日数が足りなくてもダイヤ報酬分【ダイヤ×0.2×20％】は支払われるので
ご安心下さい。

③ダイヤの扱いを要チェック！
ダイヤボーナスのランクはダイヤの数によって変わります。
ただし、このダイヤの数え方がややこしいので注意して下さい！
重要な事なのであとでも記載しますが、実はピカピカは獲得したダイヤを使う事が出来ます。
獲得したダイヤを小豆に変換してアイテムを購入して、他の配信者や自分に投げる事が
出来ます。
ただ、ダイヤ報酬分は【月末に実際にもっていたダイヤの数】で決まりますが、ダイヤボーナス
のランクを決めるダイヤの数は【その月に稼いだダイヤの総数】で決まります。

ダイヤダイヤとややこしいですね・・・大事な話なのでついてきて下さい。
例えば、アナタは4月30日23：00の時点で50万ダイヤを持っています。
その中から5万ダイヤを小豆に変えてアイテムを購入し、大好きな配信者Aさんに投げ
たので、アナタのダイヤは45万ダイヤになりました。
そして5月1日0：00を迎えました。
その結果どういう報酬結果になるかというと次の通りです。
ダイヤ報酬=45万ダイヤ×0.2×20％
ダイヤボーナス=4月に稼いだダイヤ総数が50万ダイヤなのでCランクでダイヤボー
ナス発生
ややこしいのですが、これがピカピカのルールなのでご注意を！

④ランク反映は当月！
例えば4月に8日有効配信日数があって50万ダイヤ稼げばCランクとしてダイヤボーナス
が発生します。
なので4月度の報酬は【50万ダイヤ分報酬+Cランクダイヤボーナス分】となります。
ただ次の5月に1万ダイヤしか稼げず、有効配信日数が7日だった場合は【1万ダイヤ分
報酬のみ】になります。
ダイヤボーナスランクが翌月に持ち越される事は無く、当月反映されるので覚えておいて
下さい。

⑤プランの変更はできません！
歩合制プランで申請した場合、プランの変更は絶対できません。
ただしインフルエンサープランへの挑戦は何度でもOK!
慎重にご検討下さいね！

⑥オススメは日給制プラン
のんびり配信を楽しみたいのであれば歩合制プランでも良いかと思います。
しかし総合的に考えるなら日給制の方がオススメですね！



5. 知らないと損しちゃうかも！ピカピカ内ルールまとめ！

ピカピカライブを楽しむ為の最低限のルールを伝えます！参考にして下さい！

①ダイヤと小豆
ピカピカライブのややこしいところ…それは【1ダイヤ=1小豆】という事です。
小豆というのはアイテムを購入する際に必要な物です。
例えばリスナーさんは100小豆のアイテムを買って配信者さんに投げると、100
ダイヤとして配信者さんに入るのです！

②小豆とダイヤ
獲得したダイヤを小豆に変える事も可能です！
ただし、その際は何故か価値は半分になります！
何言ってるかわからないと思いますが、これがピカピカルール…慣れて下さい。
つまり、自分の獲得した100ダイヤを小豆に変えると50小豆になります！

③自分にもアイテムを投げれる！
ピカピカは自分で自分にアイテムを投げれるんです。
例えば日給制プランの配信者Bさんがいるとします。
しかし…月末に『やばい…145,000ダイヤしかない。あと5000ダイヤでEラン
クなのに！』といった場合、自分で10,000ダイヤを5000小豆に変えてアイテ
ムを購入して、自分に投げる事ができます。
すると、その月合計で150,000ダイヤを獲得した事になり、無事Eランクの日給
を受け取る事が出来ます！
ダイヤ報酬は135,000ダイヤ分になってしまいますけどね。
ちなみにイベント参加時は自分に投げちゃだめです！！

④ルールは守ろう！
ピカピカライブが定めているルールもしっかりあります。
https://pikapika.live/Rule/convention.html
しっかり読んでおきましょう！ルールを破ると注意が入ったり、最悪垢バンも…

⑤イベントには出るのがオススメです！
ピカピカライブ内では各種イベントが実施されています。
内容は本当に様々です！
声優になれるイベントや、ラジオ番組に出演できるイベントなどなど。
イベントに積極的に参加する事でリスナーさんも盛り上がってくれたりするので
気になるイベントがあれば、恥ずかしがらずに参加してみましょう！

⑥月末にダイヤは自動で清算されます！
ピカピカライブのダイヤは月末になると全額換金されます！
急にダイヤがなくなったと慌てないでくださいね！

⑦『舞姫』降臨！
20日配信(1日1時間以上)すると『舞姫』がアナタの配信に現れて
約50,000ダイヤくれます！
ただし、アプリ内のバナーからの申請が必要です。
申請完了後、ある日突然アナタの配信中に現れます。
配信中にしか現れないので注意して下さいね！

https://pikapika.live/Rule/convention.html


6.重要！事務所ルール一覧！
★報酬の支払いタイミングと明細について
月末締めの翌々月10日に指定口座へお振り込み致します。
10日が土日や祝祭日の場合は原則前倒しでお振込み致します。
ただ、お使いの金融機関や、場合によっては週明けや祝祭日明けの振込になる場合も
ございますのでご容赦下さいませ。
また報酬明細は本人から問い合わせがあった場合のみ、ピカピカから弊社に提示され
ている明細内容を提示致します。紙面等での郵送は対応しておりません。

★定休日
事務所は基本的に営業時間は14：00～22：00。
祝日、日、月はお休みを頂いております。
担当にご連絡を頂いても即座に対応が出来ない場合がございますのでご容赦下さい。
長期休暇の際は事前に告知致しますので、弊社Twitter、Instagram、公式LINEア
カウントの情報をご確認下さい。

★情報更新について
ピカピカは常によりより環境を作る為にアップデートを続けています。
報酬条件アップや、機能更新等の連絡事項はピカピカ内での告知や、弊社HP、弊社
Twitter、弊社公式LINEアカウント、弊社公式Instagramにて告知を行います。
必ず弊社各種SNS等のフォロー、登録をお願いします。

★契約金・ノルマ・違約金について
契約金の請求はございません。弊社からノルマ等を課す事はございません。また、登録
後に配信をしない場合等で違約金等の金品を請求する事は一切ございません。ただし、
弊社やピカピカに対してあまりに不利益な行動を取り、実害を出されてしまった場合は
しかるべき処置を取る場合がございます。

★JPRBUFFとJPRBUFFのピカピカ配信者の関係
JPRBUFFはピカピカと契約した代理店です。
弊社を通じてピカピカ配信者として登録すると、この資料でお伝えした条件で配信活動
をする事が可能ですが、それ以上でもそれ以下でもありません。
弊社とJPRBUFF登録配信者間に雇用関係があるわけではありません。
報酬の税務処理等は必ずご自身の責任で行って下さい。

★ピカピカ配信者をやめたい時
ピカピカでの配信を辞めたい時は遠慮なく言って下さい。
先述の通り、雇用契約があるわけではありませんので自由です。
例えばJPRBUFFのYoutuber、ピカピカ配信者として登録していて、ピカピカだけ辞めたい等
も自由です。
ただし、JPRBUFFは部門ごとに契約内容が異なりますので、詳しい事は担当者にご確認下さ
い。
また、ピカピカ内での移籍に関しては、ピカピカ自体の配信者管理手続き上の理由で、
JPRBUFF配信者としての登録解除まで二か月必要です。
例：5/15に登録解除申請→5月末受理→7月末登録解除→8月より移籍可

★JPRBUFFの名を使っての強要行為を一切禁じます
JPRBUFFの名を使い、他JPRBUFF登録配信者へ自身の配信やその他活動への協力を強要
する事、また他JPRBUFF登録配信者に迷惑になる行為、またそれらに準ずる行為を一切禁じ
ます。またJPRBUFFの名を使い、弊社へ不利益になる活動を行う事を一切禁じます。
それらとみなされる行動が発覚した場合はしかるべき処置を取らせて頂きます。

★ピカピカ内での係争に関して
ピカピカのルール、事務所ルールを守った上で配信活動をお願い致します。
配信活動を行う上で発生した係争、問題事項に関しては担当者にご相談下さい。
ルールを守っていない配信活動に関しては原則全て自己責任になります。

★最後に
こちらの資料を最後までご確認頂いた上でピカピカライバーとして登録させて頂きます。
内容に問題なければ、担当者に『内容を把握しました。ピカピカ配信者として登録します』とお
返事下さいませ。



最後までお読み頂きありがとうございました！


