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サービスに関する
ご質問やご相談は、
お気軽に右記まで
お問い合わせください。

電 話

Email
ホームページ

株式会社地域新聞社
0120-152-337 ※音声ガイダンスに従ってご用件をお話しください
（受付：月～金曜 10時～18時）※土日・祝日はお休み
oyakudachi@chiikinews.co.jp
https://chiikinews.co.jp
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創業 1984年8月28日
資本金 2億7,177万7千8百7十5円
代表者 代表取締役社長　山田旬
業務内容 ・『ちいき新聞』発行事業
 ・『ちいき新聞』へのチラシ折込事業
 ・ 販売促進総合支援事業
 ・その他
従業員 232名（社員163名、パート69名）
ポスメイト（配布員） 2,650名
ホームページ https://chiikinews.co.jp/
本社所在地 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 5F

支社所在地 八千代支社 千葉県八千代市高津679-1
成田支社 千葉県成田市公津の杜3-15-2
船橋支社 千葉県鎌ケ谷市道野辺本町2-6-5　ファインズ笹川1F
千葉支社 千葉県千葉市中央区鶴沢町20-16　ユニバース千葉6F
柏 支社 千葉県柏市柏4-6-3　新栄ビル4F

会社概要

株式会社 地域新聞社

se r v i c e
g u i d e
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

広告掲載
お申込み締切

原稿完成

■基本情報

『ちいき新聞』発行2週前の金曜日
17:00まで
『ちいき新聞』発行1週前の水曜日
18:00まで

新聞購読をしていないご家庭にも、
毎週、直接届きます！
細分化された版ごとに特色ある紙
面編集を行っています。

掲載料金はデザイン制作費込み！
お客様に合わせたオリジナルデザ
インを作成いたします。

POINT

●創刊	 1984年9月

●発行部数	 1,732,853部
　　　　　　　（2023年4月現在）

●発行版数	 40版（千葉県39版、	
茨城県1版）

●発行日	 毎週金曜日（水・木・金配布）

●紙面サイズ	 タブロイド判

●配布方法	 独自配布システムによる
	 全戸手配り（ポスティング）

●読者層	 主婦層、中心層30～60代　
女性80％以上

※部数・版数は、2020年9月現在

詳細情報 お客様の声

※掲載エリアによって料金が異なります。詳しくは担当営業へお問合せください
詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/freepaper-ad/chiikishinbun/

料金例

フリーペーパーへの広告掲載

新規顧客獲得 エリア販促 休眠復活 ご近所集客

ちいき新聞の紙面広告
フリーペーパーとしては千葉県No.1の配布部数を誇るちいき新聞。千葉県・茨城県で毎週200万部以上を発行、広告による
集客支援を行っています。店舗周辺の認知度No.1を、一緒に目指しましょう。

版名 鎌ヶ谷版
部数 38,775部

枠 サイズ（ｍｍ） 料金
ひとくち 1行 800円
求人専用枠 30×67 16,000円
題字横 62×32 20,000円
2段1/4 62×67 24,000円
2段1/2 126×67 40,000円
3段1/2 126×102 56,000円
4段1/2 126×137 72,000円
5段1/2 126×172 92,000円
全3段 254×102 108,000円
全4段 254×137 144,000円
全5段254×172 254×172 172,000円
全面 254×382 304,000円

●ゴリラ精肉店	様	/	飲食店	/	千葉県船橋市
「特に主婦層のお客様は、『ちいき新聞』を細か
く読んでいる方が多い」

●Hair	ROOK	様	/	美容室	/	千葉県柏市
「『お店を一緒に成功させましょう！』という担当
者の思いに負けてしまいました（笑）」

●篠橋塗装コーポレーション	様	/	不動産リフォ
ーム	/	千葉県千葉市

「掲載を継続する理由？…やはり『反響が良い』
の一言に尽きます！」

ひとくち広告もございます。

（税別）
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

「ちいき新聞」「まま・ここっと」のママ読者コミュニティー。
配布エリア内の千葉県・茨城県のママが登録。
現在、登録者（ラボママ）は約1,00０名。

お客様の声

ちいきラボとは…

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/hansoku/chiiki-lab/

料金例

フリーペーパーへの広告掲載

ママモデル広告（ちいき新聞）
ラボママとは、子育てについての「あったらいいな」を共有し、ママたちの生活向上のために情報を分かち合っていくメンバーです。	ちいき
新聞に読者モデルとして登場したり、コラムを書いたり、得意分野を生かしてイベントや講座に参加したり、企業とともに商品開発をしたりと、
多岐にわたって活躍中です。	地域新聞社では、ラボママを使った広告などのタイアップメニューを用意しています。

プラン

ラボママ紙面タイアップ

価格
ちいき新聞掲載枠料金 ＋
40,000円／1人
※親子の場合も同様の料金です

ラボママ座談会 ＋ 記事タイアップ

価格
ラボママ座談会実施料金50,000円

（座談会記事を活用した広告制作は
＋広告掲載料金がかかります）

セミナー

価格 100,000円〜
（20名規模のセミナー開催の場合）

商品開発

価格 100,000円〜

イベント運営

価格 ご相談ください

●株式会社読売広告社	バウス柏様
８人来場、１人契約。隣ページでの座談会記事との連
動感が良かったです。こんなに反響が出る媒体はな
かなかないと思います。

●草加健康センター様
クーポン回収は２エリアで1,200枚。クーポン利用の
有無に関わらず一番反響があり、かつ反響がある期間
が長かったです。デザインもよくとても満足しています。

新規顧客獲得 商品理解度UP ご近所集客 商品開発 セミナー・イベント運営＆集客

※詳細はお問い合わせください

こんな方にオススメ！
●	広告っぽくない販促をしたい
●	説得力ある広告を作りたい
●	誰かに体験してもらうことで魅力を伝えたい
●	利用者のリアルな声を反映したい
●	お店に親近感を持ってもらいたい

POINT

（税別）

20代

30代

40代

50代以降

30代〜40代が全体の約80%を占めています。

3％

34％
43％

20％

①	口コミと同様の効果を見込める

「ちいき新聞」「まま・ここっと」のママ読者が実際に体験するので、口コミと同様の効果が期待できます。

SNSでの拡散も期待できます。

②	信憑性の向上

広告主や媒体社の目線ではなく、読者と同じ目線での広告となります。

同じ世代の読者モデルが紙面に登場することで、信憑性の向上につながります。

■詳細情報
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

Ａ４版 5,000部 

40,000円～
※テンプレートチラシ、紙質コート90kg 両面カラーの場合

チラシのデザイン・印刷も
おまかせください！

デザイン＋印刷で

デザイン作成方法

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/chirashi-orikomi/chirashi-design-printing/

料金例

チラシ作成～折込

新規集客 サービス理解度ＵＰ 休眠復活 イベント集客

チラシデザイン・印刷
チラシのデザインと印刷のサービス。低価格でチラシを作成できる「デザインテンプレート」もご用意しておりますので、
ぜひ御社の集客にお役立てください。

※テンプレート一例

※上記以外のサイズや部数の作成も可能です。料金など、詳しくはお問い合わせください

印刷部数 テンプレート フリーデザイン

5,000部 40,000円 76,000円

10,000部 53,000円 90,000円

15,000部 66,000円 103,000円

20,000部 80,000円 117,000円

25,000部 94,000円 130,000円

30,000部 110,000円 144,000円

35,000部 120,000円 155,000円

40,000部 130,000円 167,000円

45,000部 143,000円 180,000円

50,000部 154,000円 190,000円

プロの視点で、集客を増やすた
めのチラシデザインやキャッチ
コピーをご提案。
印刷代も含めたお得な価格で、
実績豊富なプロのデザイナー
が制作致します。
※「チラシデザインのみ」や「チ
ラシ印刷のみ」と分けてご依頼
いただくことも可能です

POINT

②写真を選ぶ

③入れたい文言を打ち合わせ

④データ確認・納品

デザイン・内容を打ち合わせの上
自由に作成

【テンプレート】

【フリーデザイン】

①書体と表面レイアウトを
テンプレートから選択

（税別）
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

●配布日、配布期間
毎週水曜日・木曜日・金曜日の3日間
日の出～日没までの間
●配布可能枚数
1枚～2,006,841部（2022年11月現在）
※協力会社を活用することでエリア外の配布も
可能
●対応エリア
【ちいき新聞】
千葉県・茨城県の一部

詳細情報

●ibs	hair	様	/	美容室
「他で頼むとしても、ここまで地域が細分化され
ていない。すごく反響があって、びっくりしてい
ました」

●ラポール	様	/	エステサロン
「折込料金が一般紙より安い点が大きい。千葉
県で育ったため、ちいき新聞はよく目にしていた」

●富士住建	様	/	不動産
「チラシの内容に合わせて、配布エリアを提案し
てもらえる。チラシ内容に合わせた配布エリア
の提案が嬉しい」

お客様の声

※その他、封筒・カタログ冊子・DM折り等の折込も承ります

その他の料金については、お気軽にお問い合わせください。

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/chirashi-orikomi/chiikishinbun/

料金例

チラシ作成～折込

新規顧客獲得 エリア販促

チラシ折込
千葉県・茨城県で、『ちいき新聞』にチラシを折り込んで配布するサービスを行っています。
1エリアは約500部ごとに区切られているので、商圏にぴったり合った配布が可能です。

サイズ
料金

重さ
（最大g以下） ちいき新聞

B判

B5以下
(折なし) 〜6g 2.7円〜 

B4
(折なし) 〜12g 3.3円〜

B3
（2折） 〜24g 4.4円〜 

A判

A4
(折なし) 〜8g 2.9円〜 

A3
（2折） 〜16g 4.0円〜

1.	配布エリアの細分化
2.	A4判	2.9円～！
　（ちいき新聞の場合）
　	一般紙と比べて約1円お得！

POINT

（税別）
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

お店に合った
ターゲットに
告知したい

お店に合った
ターゲットに
告知したい

集客効果の高い
エリアを選定！！

チラシ折込の
効果を上げたい
チラシ折込の
効果を上げたい

お店周辺の
特性を知りたい
お店周辺の
特性を知りたい

ターゲットが
少ないエリアには
配布したくない

ターゲットが
少ないエリアには
配布したくない

主な利用シーン

※上記は主な統計データの一部です
詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/chirashi-orikomi/gis-oripita/

チラシ作成～折込

新規顧客獲得 エリア販促 休眠復活 ご近所集客

マーケティング（おりぴた）商圏分析
GIS（地理情報システム）と呼ばれる、地図データや国勢調査のデータ等を搭載したシステムを活用し、年齢、家族構成などのデータに基づ
いたマップやレポートを作成することができます。弊社の配布エリアのデータと関連させたオリジナルGISで、集客効果アップのお手伝いを
します。

令和2年度国勢調査　※出典：総務省統計局

選定できる条件

商圏範囲の確認

データ作成

お客様にぴったりの
販促エリアを選定

ターゲット選定
人 口

1歳階級別人口　※男女別(0〜65歳)
5歳階級別人口　※総人口・男女別
年代別人口　※総人口・男女別

世 帯
家族構成別世帯数　※1人世帯〜5人以上世帯
住宅別世帯数　※持ち家、借家（公営・民営）、給与住宅
住宅の建て方別世帯数　※一戸建て、長屋建て、共同住宅、その他建物

世帯年収

年収300万円未満世帯
年収300万円以上500万円未満世帯
年収500万円以上700万円未満世帯
年収700万円以上1,000万円未満世帯
年収1,000万円以上世帯
年収1,500万円以上世帯

平成27年度国勢調査
推計年収データ　※出典：パスコ社

チラシ折込にぴったりのエリア
を選定！
お客様のターゲットに合った
地域を選定し、人口や年齢層・
家族構成など、指定地域の特
徴を調べることができます。
※弊社に折込や広告出稿をしていた
だく場合は、無料で調査いたします

POINT

商圏分析データ作成までの流れ

店舗から2km圏内で20～30代女性が多く、かつ年収700万円以上の世帯が多くいる地域を選んだ場合の商圏分析マップ

8



s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

お店の魅力がしっかり伝わることで、情報に触れた時点で興味関心・ファン化させるファンを増やす

2種類の動画 3種類の反響ボタン必要以上の作りこみはせず、
ユーザーにリアルを伝える

店舗ページの離脱を防ぐShort動画

電話・WEBお問い合わせに加え、予約
機能も搭載。予約機能は送客手数料
なし、難しい管理不要のシンプルな機能

視聴率の高いShort動画で、お店の特徴を
短時間で伝えてユーザーの興味を引く

1分の動画＝3,600ページ分の情報量。動画でお店の魅力が伝わり、
興味関心を引いたら、わかりやすいアクションボタンで反響までつなげる

魅力をしっかり伝えるメイン動画
他店との差別化。ユーザーの理解度を増すことで
問い合わせ・成約につなげる

反響を増やす

WEB販促はまるっとお任せ。
最新のWEBマーケティングで反響をさらに増やす
ちいき新聞やチイコミ！など利用したユーザーデータを活用し、
様々なセグメントでのメルマガや、ターゲティングの精度を向上させた
ディスプレイ広告/SNS広告の配信が可能。

チイコミ！の閲覧状況などで
ユーザーの趣味趣向データを蓄積

指定した趣味趣向を持つターゲットに
近い属性に対してメルマガや広告を配信

見込み客のアクセスを増やす
全てのインフラを使って、千葉県内の反響につながりやすいユーザへプッシュ。
あなたのページに見込み客からのアクセスを増やす。

お客様のページ

ちいき新聞での
告知

毎週
約200
万部

独自DBの
活用

エリア×ジャンルで
掲載店舗の
一覧を表示

検索エンジン
からの流入

約8万ユーザー

※2022年10月現在

当社公式SNS
アカウントでの告知

チイコミ！

既存ユーザー
月間20万人

以上

独自データーベースを
活用し、各地域の

行動につながりやすい
ユーザーを集客

WEB広告
メルマガ

※2022年10月現在

ちいき新聞やチイコミ！など
を利用したユーザーデータ
を蓄積。閲覧状況などを分
析し、興味関心の高い情報
をメルマガやWEB広告で発
信。反響につながりやすい
ユーザーを集める

独自DBの活用とは…

動画撮影・編集、ページ作成、コピーライティング込み
初期費用

月額費用

30,000円～　※動画のプランによって初期費用は異なります

※メール orフォームよりお願いいたします

2ヶ月前までにお申し出ください契約終了方法

※当社と既にお取引があるお客様も上記からお選びください

クレジット支払い、口座引き落としお支払い方法

5,000円 50,000円
1年分まとめて
お支払いで 年間掲載費用

60,000円→

おまかせライトプラン おまかせスタンダードプラン プレミアムプラン

30,000円
初期費用

お店の魅力を手軽に動画で表現！
商談当日に素材を収録し、最速1週間で完成！

店舗に来ていただかないとわからない魅力を
動画で伝えてファンを獲得！来店型店舗様必見！

50,000円
初期費用

120,000円
初期費用

お店の魅力を最大限引き出す、こだわりの動画を
制作！事前に打ち合わせの上、撮影内容も確定。

1市or区につき 2ヶ月分の月額費用が無料‼

費用※税別価格

主な利用シーン

WEB広告

新規集客 お店の魅力を伝える ファンの獲得 WEB販促をまるっとお任せしたい

チイコミ！
発行部数No.1　ちいき新聞が作る、最も反響につながるWebメディアです。
あなたのビジネスの反響のために『徹底的にこだわったWebの仕組』をご提供いたします。

地
元
で
販
促
す
る
な
ら

必
須
の
W
E
B
メ
デ
ィ
ア
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

●独自ドメイン	 .com	.jp	.net	お好きなURLに設定

●スマホ対応	 PC・スマホどちらも見やすいページを
作成(レスポンシブデザイン)

●SEO対策	 検索エンジン上位表示

●オリジナルデザイン制作	 お客様のご要望・イメージ・ターゲット
に合わせたデザインで制作

●アクセス解析	 GoogleAnalytics設定無料

●問い合わせフォーム	 氏名・住所・TEL等項目は自由に設定
可能

●ブログ開設	 カンタンに更新できるブログを開設

●ページの修正	 月額費用内でページの修正

●バナーの制作	 ページ内のリンクを分かりやすく表示

●サポート	 制作後も電話・メール等でサポートし
ます

●写真撮影	 100枚まで撮影無料

●SSL化	 HPのセキュリティ強化。個人情報の
漏洩をガード

詳細情報

●おゆみ野工房様
【反響】地域に密着したリフォーム店。作成から1年未満で
ターゲットキーワードで上位化に成功。紙＆WEBの販促
が功を奏し、3ヶ月先までご依頼で埋まる、お客様から選
ばれるリフォーム店となりました。
●マリー・イヴォンヌ様
【反響】フランスの調度品をあしらったお洒落なケーキ屋さ
ん。最大月間4,411PV、訪問数3,257人と検索順位はも
ちろん、クリック率も高いため、多くのユーザーから「見て
もらえる」ホームページとなりました。
●ヘアーステイションフラワー様
【反響】お客様が絶えない人気の美容室。新規顧客の集客
より、求人に力を入れたいというご意向によりご依頼をい
ただきました。「ヘアーステイションフラワー」と店名で調
べた時や求人サイトからのリンクから飛べる安心したホー
ムページを作成することができました。写真撮影に重きを
置き、「ここのスタッフさんと一緒に働きたい」という気持
ちになる温かいページとなりました。

“ホームページを作成する”＝“販促を行う”という事。お客様の来店・お問い合わせ・商品の購入など、さまざまな目的がある中で、何を
打ち出していくべきか、どんなページを作るべきかなど、ホームページの方向性が販促の成否を決めるといっても過言ではありません。
弊社では基本的に、掲載する内容（文章･コンテンツ）を全てお客様に委ねることはありません。地域新聞社34年の販促ノウハウでお
客様の理想を形にするWEBサイトを制作します。

反響事例

検索対策（SEO）& デザインもお任せ

お客様任せにしないホームページ作成

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/web/homepage/

料金例

WEB広告

新規獲得 ほしい！と思っている人の獲得 詳しく知りたい人獲得 不安の払しょく

ホームページ制作（オリジナルプラン）
千葉県・茨城県のお店を中心に、
検索対策（SEO）に強いホームページを制作します。

※ドメイン・サーバー管理やSEO基本設定、SSL設定、スマホ対応、
お問い合わせフォーム作成、お知らせ、ニュース更新等も全て費
用に含まれます。

千葉県×オーダーカーテン	1位
他検索上位語句多数！

千葉市×外壁塗装	1位
他検索上位語句多数！

ヘアーステーションフラワー	1位
おゆみ野×美容室	5位

新規集客に必須のSEO対策
お店に合わせた「エリア×ジャンル」のキー
ワード選定を的確に行い、それに沿ったペ
ージ作成を行います。
SEO対策がしっかり行われているホーム
ページは、一時的な売上ではなく、長期的
な売上に繋がります。
24時間・365日、効果的なWEB集客を実
現します。

POINT
文章・コンテンツ作成は
お任せください
SEO対策を行う上で、文章は非常に重要
な要素です。
その為、当社では徹底した取材・お打ち合
わせをした後に文章の作成代行を致しま
す。
その結果お客様は、手間をかけずに強い
ホームページを手に入れることができます。

POINT
ちいき密着のアフターフォロー
多くのWEB制作会社はメールや電話の
みのサポートが一般的ですが、当社は地域
に根ざした会社です。エリア担当とWEB
事業部が公開後もしっかりサポートさせて
いただきます。アクセス解析サービスがつ
いていますので、ページの見直しや更新も
お気軽にご相談いただけます。

POINT

文章・コンテンツ作成 全部お任せ下さい！

80万円（税別）から
初期
費用

1万円（税別）から月額
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

●独自ドメイン	 .com	.jp	.net	お好きなURLに設定

●スマホ対応	 PC・スマホどちらも見やすいページを
作成(レスポンシブデザイン)

●SEO対策	 基本設定のみ

●テンプレートデザイン制作	 お好きな色、画像、コンテンツなどを
選択し作成

●アクセス解析	 オプション

●問い合わせフォーム	 氏名・住所・TEL等項目は自由に設定
可能

●ブログ開設	 オプション

●ページの修正	 月額費用内でページの修正

●バナーの制作	 オプション

●サポート	 制作後も電話・メール等でサポートし
ます

●写真撮影	 オプション

●SSL化	 HPのセキュリティ強化。個人情報の
漏洩をガード

詳細情報

●ロゴ作成
企業ロゴからサイトのロゴまで、ご要望に合わせてデザイ
ンイメージをご提示いたします。

●動画作成
プロモーション動画の作成からインタビュー動画まで、お
客様の魅力を存分に引き出す動画を作成します。

●カスタム投稿機能
ご担当者様自身でホームページ上の商品の入れ替えなど
できるよう、オリジナルの管理画面を作成します。

●その他
お客様のご要望次第で様々なオプションをご用意すること
が可能です。

おすすめオプション

テンプレートですっきり見やすい

予算を抑えて信頼感を UP させるホームページ

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/web/homepage/

料金例

WEB広告

新規獲得 ほしい！と思っている人の獲得 詳しく知りたい人獲得 不安の払しょく

ホームページ制作（テンプレートプラン）
千葉県・茨城県のお店を中心に、
予算を抑えながらも使いやすいホームページを制作します。

※ドメイン・サーバー管理やSEO基本設定、SSL設定、スマホ対応、
お問い合わせフォーム作成、お知らせ、ニュース更新等も全て費
用に含まれます。

コーポレートサイトもお任せください！

お申込みの流れ

30万円（税別）から
初期
費用

1万円（税別）から月額

※制作するページによって作成日数は前後します。詳しくはお問合せください。

こんな方におすすめ！
●予算を抑えたい方
●とりあえず自社の
		ホームページを持ちたい方
●少しでも早くサイトが欲しい方

ちいき密着のアフターフォロー
多くのWEB制作会社はメー
ルや電話のみのサポートが一
般的ですが、当社は地域に根
ざした会社です。エリア担当と
WEB事業部が公開後もしっか
りサポートさせていただきます。
ページの見直しや更新もお気
軽にご相談いただけます。

POINT

ご
案
内

作 

成

お
申
込
み

作 

成

無
料
お
見
積
も
り

テ
ス
ト
サ
イ
ト
公
開

撮
影 

打
ち
合
わ
せ

修 

正

本
番
公
開
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

留意事項

WEB広告

Googleストリートビュー

プラン ポイント数 目安 契約料 撮影料金

基本撮影
プラン 
※ストリートビュー
撮影のみご契約の方

スモール 3ポイント 広さ10坪程度
カウンター式の小規模店舗様向け

￥30,000 ￥40,000

ミディアム 4〜9ポイント 広さ11〜30坪程度･店舗の導線がシン
プル小規模飲食店/美容室様向け

￥30,000 ￥120,000

ラージ 10〜15
ポイント

広さ100坪以下･複数の導線や個室など
がある中規模の飲食店/施設/診療機関
様向け

￥30,000 ￥170,000

オプション
撮影プラン 
※チイコミ・HP制作を
新規でご契約の方、
もしくはご契約中の方

スモール 3ポイント 広さ10坪程度･カウンター式の小規模
店舗様向け

￥30,000 ￥20,000

ミディアム 4〜9ポイント 広さ11〜30坪程度･店舗の導線がシン
プル小規模飲食店/美容室様向け

￥30,000 ￥70,000

ラージ 10〜15
ポイント

広さ100坪以下･複数の導線や個室など
がある中規模の飲食店/施設/診療機関
様向け

￥30,000 ￥120,000

追加撮影 1ポイント
追加につき

ホテルや旅館など大規模施設に関して
は別途お見積り ー ￥10,000

（税別）

●Google検索結果で目立
ちます！

●お客様の「知らないお店に
訪問する不安感」が払拭
され、予約率130%UP！
来店の促進ができます

●様々な業種の集客をサポ
ートします

POINT

Googleストリートビュー（インドアビュー）とはWeb上で店内・施設内を360°パノラマで見渡すことができるサービスです。
写真や動画では伝えきれない、店内の様子や魅力を発信することができます。

新規獲得 詳しく知りたい人獲得

●撮影枚数は、90°ごとに4方向、3つの明るさ
で撮影します(1ポイントあたり12枚撮影)

●ポイント間の距離は１～３メートルが推奨され
ているため、ポイント数は事前にご相談させ
ていただきます

●プライバシー加工について、撮影時個人情
報が映りこまないようご準備下さい。ぼかし
加工は別途見積の場合有

●現地の状況により追加料金が発生する場合
がございます

その他のご不明点は営業担当にお問合せ下さい

※詳しくは営業担当にご相談下さい

制作事例
ふさの屋 様

チイコミ掲載中！

雑貨屋

インテリアヒロ 様

自社HPに掲載中！

インテリア 千葉市

ぎのきち 様

導入後、予約数UP!

飲食店

360°

八千代市 八千代市

テキスト

テキスト＋画像

予約率

2倍

24%
37%

48%

テキスト＋画像＋
ストリートビュー

360°

※参照元：2015年7月 Google社調べ

価格表

合計 ￥70,000

合計 ￥200,000

合計 ￥100,000

合計 ￥150,000

合計 ￥50,000

合計 ￥150,000
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s e r v i c e
g u i d e

集客
サービス

主な利用シーン

詳細情報

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/web/lineat/

リピーター対策

リピーター獲得 ファン客の育成 顧客離脱防止

LINE公式アカウント
リピーター獲得の定番ツールであるLINE公式アカウント。地域新聞社はLINE公式アカウント店舗向けパートナーとし
て、貴社の集客を成功に導くために、LINE公式アカウントの導入から運営支援までをサポートします。

●届けたい情報を“友だち”に
　一斉送信
●LINEでお届け
　高い開封率・即効性
●導入～集客成功まで手厚い
サポート付き（リッチ画像作成無料）

POINT

●メッセージ
「友だち」に一斉配信！配信の事前予約も可能です
●クーポン
開封数や使用数を確認することもできます
●アカウントページ
LINE内に専用のホームページ！スマホ用のHPにもなります
●LINE	VOOM
ニュースやお知らせを載せることができます
●チャット
お客さまやファンにLINEで個別にトークすることができます
●ショップカード
かさばらない、忘れない!	お店のポイントカードをLINE内
に作成できます
●動画・音声メッセージ
ユーザーに動画や音声で視覚・聴覚に訴えることができます
●リッチメニュー
訴求したいWebページのURLなどを設定しユーザーを誘
導できます
●リッチメッセージ
ビジュアルに訴えた	画像付メッセージを配信できます

LINE公式アカウントを使って集客したお店の成
功事例を紹介しております。
集客方法を考える際のご参考にぜひご活用くだ
さい。

下記二次元コードをお読み取りいただくか、
URLをご入力ください。
https://chiikinews.co.jp/wp/wp-content/
uploads/2017/12/lineat_jirei.pdf

 月額
10,000円

（税別）

＊初期費用	20,000円（税別）
＊契約期間	12ヶ月
＊配信数	15,000通／月の
		場合の料金です

LINE公式アカウントを活用した集客事例

※料金など、詳しくはお問合せください

料	金

国内月間利用者数 8,600万人
※LINE（株）調べ
　LINEアプリ月間アクティブユーザー	2020年9月末時点

調査機関 ： マクロミル社・インターネット調査(2021年1月実施/全国15〜69歳のLINEユーザーを対象/サンプル数2,060）

（2023年6月以降は配信数5,000通 /
月の場合の料金です）

月の配信上限数を超える場合は、スタン
ダードプラン20,000円（税別）をご案内
いたします。

性	別

男女比は、やや女性が多い

男性
47.0%

女性
53.0%

職	業

会社員がもっとも多く
ついで主婦や学生が多い

会社員
49.9%主婦・ 

パート・
アルバイト
30.6%

学生
10.5%

その他
9.0%

年齢別利用率

10-50代の80%以上がLINEを活用
60代も52.8%利用している

88.7%

98.1%

93.4%

87.7%

82.6%

52.8%

10代

20代

30代

40代

50代

60代
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s e r v i c e
g u i d e

店舗運営
（営業・販促物）
ツール・グッズ

の作成 主な利用シーン

詳細情報 キャラクター・ロゴ作成	料金表

※原稿制作料も含まれております。消費税は含まれておりません
詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/hansoku/character-design/

LINEクリエイターズスタンプ	料金表

OPEN準備・リニューアル・デザイン刷新等

プラン名 キャラクターロゴ作成プラン

作成料金 40,000円〜

ポーズ追加
（１個単価） 10,000円〜

備考

ヒアリングを基に3パターンのデザイン
を提案させていただきます。その中から
お1つお選びいただき、ご要望に応じて
調整いたします。キャラクター・ロゴ共
にラフをいただき、トレースのみする場
合は、1体 10,000円。ポーズ追加は基
本 1体 10,000円〜。部分的な変更につ
いては別途ご相談下さい。

プラン名 ニコニコプラン 完全おまかせプラン

作成料金 140,000円 250,000円

ポーズ追加
（１個単価） 3,500円 5,000円

ポーズ追加
>備考

ポーズやシチュエー
ションは専用の台紙
にご指定ください。
スタンプが 1体でき
た時点でご確認頂
き、 問 題がなけれ
ばその後残りのスタ
ンプを作成していき
ます。

弊社がポーズやシ
チュエーション・ス
タンプの構成まで
全てご提案いたし
ます。

会社や商品にとって、キャラクターやロゴは「顔」となる重要な存在。
これまで地域新聞社が培ってきたノウハウと高いデザイン力で、貴社の理念・社風・想いをカタチにします。

●キャラクター・ロゴ制作
イラストのラフ案及び着色は２週間程度お時間
をいただきます。
①ヒアリングを基にラフを3案作成
②3案の中から1案選んでいただく
③キャラクター・ロゴに着色
※納品したデザインに限り、著作権を譲渡いたします。途
中提案のデザインは含まれません。

●LINEクリエイターズスタンプ作成
①スタンプ1体作成（着色込み）
②依頼主にご確認
③残りのスタンプ作成
※作成したスタンプが審査に通らなかった場合は、代替案
のご相談をさせていただきます。

会社のイメージＵＰ 店舗販促

キャラクター・ロゴデザイン

●キャラクター・ロゴ作成
印象に残るキャラクター・ロゴをデザ
インします。
●LINEクリエイターズスタンプ作成
すぐにでも使いたくなる、魅力に溢れ
たスタンプをデザインします。

POINT

納期は2週間～1ヵ月程度お時間を頂きます。

データ渡しはpdf・ai	・pngの3種類になります。
■基本情報

お
問
い
合
わ
せ

作
　
成

ご	

確	

認

校
　
了

デ
ー
タ
譲
渡

お
見
積
も
り

お
打
ち
合
わ
せ

作成の流れ

（税別）（税別）
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s e r v i c e
g u i d e

スタッフ
募集

主な利用シーン

詳細情報 お客様の声

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/kyujin/chiikishinbun/

料金例

フリーペーパーへの求人広告掲載

1エリア約3～5万世帯に配布、店舗周辺での採用にご利用いただいている広告です。
店舗・事務所の近くにお住まいの方を募集するのに最適です。

パート採用 ご近所からの採用 長く働いてくれる人の採用

ちいき新聞の求人広告

●リーズナブルな求人専用枠からご用意！
●メイン読者が主婦層なので、パート募集にぴったり
●近所の方に向けて募集できるので、通勤の交通費削減に◎！
●写真やデザインで、職場の雰囲気が伝わる！

POINT

●発行日
　毎週金曜日（水・木・金配布）

●紙面サイズ
　タブロイド判

●配布方法
　独自配布システムによる
　全戸手配り（ポスティング）

●配布エリア
　千葉県・茨城県
　※『ちいき新聞』配布エリア全域

●デパ地下　パート
サイズ　3段1/2（動画付き広告）
お問い合わせ件数　多数　6名採用
動画付けて良かった。毎日応募が来ます。
●飲食店
サイズ　全6段
お問い合わせ件数　13件
反響がすごく良かったです！他媒体を含め目標と
している人数には届かなかったですが、『ちいき
新聞』さんからの反応は良かったです。
●クリニック受付
サイズ　全3段
お問い合わせ件数　20件以上
複数回予定していたが、一回で20件以上の応
募があったので、掲載は一回のみ。反響があり
すぎて嬉しい悲鳴状態だった。 八千代エリアの料金例です。掲載エリアによって料金が異なります。

詳しくは担当営業へお問合せください。

広告掲載
お申し込み締切
原稿完成

■基本情報

ちいき新聞発行14日前（金曜日）18:00まで
ちいき新聞発行9日前（水曜日）18:00まで

サイズ
エリア

佐倉西 東葉 八千代台

求人専用枠 19,000円 25,000円 19,000円

2段1/4サイズ 28,000円 37,000円 28,000円

2段1/2サイズ 50,000円 61,000円 50,000円

3段1/2サイズ 70,000円 85,000円 70,000円

（税別）
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スタッフ
募集

主な利用シーン

詳細情報 お客様の声

ハピネス掲載+WEB掲載の場合
+10,000円で4週間WEB掲載可

●  WEBのみ掲載料金	
※1職種あたり　◆原稿制作費込　◆消費税別途

詳しくはコチラ▶	https://chiikinews.co.jp/service/kyujin/happiness/

料	金

求人広告掲載

ポスティング
折込求人紙 Happiness（ハピネス）

枠種類 サイズ（ｍｍ） 通常価格

SS枠 縦58×横40 14,000円

S枠 縦58×横82 28,000円

1枠 縦118×横82 50,000円

1.5枠 縦118×横124 75,000円

2枠 縦118×横166 100,000円

3枠 縦118×横250 150,000円

4.5枠 縦178×横250 225,000円

6枠 縦238×横250 300,000円

9枠（片面1ページ） 縦358×横250 450,000円

記事広告枠 縦118×横250 175,000円

ちいき新聞と一緒に各ご家庭へポスティングでお届けする求人専門メディア。
利用者数35万人の地域最大級コミュニティサイト「チイコミ」でのWEB求人がセット。

弊社配布スタッフによる全戸手配りの求人折込
ハピネス。一般の新聞を購読していないご家庭
にも、求人情報をお届けできます。
10万世帯のポスティング配布で14,000円（税
別）～という低価格で掲載が可能です。
鉄道路線や主要道路など、人の流れを元に通勤
圏を配慮した10万世帯ごとにエリア選定をして
おります。

また、利用者数35万人の地域最大級コミュニテ

ィサイト「チイコミ」内の、「地域の求人情報」と

いうコンテンツにて求人情報を同時配信されま

す。

●軽作業	（最終採用16名）
他社の求人折込を利用していていつも応募件数
は４、５件でした。ポスティングできると聞いて試
しに利用してみたら、80件もの応募が来て驚きま
した。

●介護	（採用3名）
今まで様々な求人広告を活用してきましたが、初
回からこんなに問い合わせが来たのは始めてです。
当分はハピネス1本で求人していく事にしました。

●派遣会社	（登録者15名）
こんなに応募が来たことは一度もない。どの媒体
よりも応募があるので、定期での契約をお願いし
ています。

正社員･契約社員採用 パート･アルバイト採用 派遣スタッフ採用 通勤圏での採用 説明会･セミナー案内

配布エリア全17エリア約1,700,000部

2023年1月時点

■基本情報

1.	10万世帯のご家庭のポストに直接お届け
2.	ポスティングでも安心の低価格
3.	一般新聞購読率が低い20代～40代が中心
4.	地域情報サイトにて求人情報を配信

POINT

（税別）

掲載
期間 4週間 12週間 24週間 48週間

価格 ¥24,000 ¥54,000 ¥90,000 ¥120,000

16



s e r v i c e
g u i d e

業者
紹介

主な利用シーン

その他

ちいき新聞の有料老人ホーム
高齢者向け住宅紹介 ちいかい
有料老人ホーム、高齢者向け住宅の中立公正な無料紹介サービス

有料老人ホーム・高齢者向け住宅 成果報酬型紹介サービス

ちいかいとは？
千葉県で35年培ってきた情報網を活かし、
専門の相談員が、適切な施設のご提案、施
設見学への同行、入居後のアフターフォロー
までを無料で行います。安心して施設をお選
びいただくためのサービスです。

千葉県に密着

35年以上
の情報網！

情報に精通した

プロ相談員
が応対♪

多数施設を把握

施設選びの見学
に相談員が

同行
契約・入居も
サポート

お問合わせ

まずはお電話かフォームよりお問い
合わせください。ご相談内容に応じ
てご提案いたします。

施設見学

施設選びの専門家が施設の見学に
同行させていただき、ポイントを説明
させていただきます。

ご契約

お気に召した施設がありましたら契
約を交わします。契約内容は必ず丁
寧に説明いたします。

ご入居

準備が整ったらご入居です。お引越
しなど、お困りのことがあればお気
軽にご相談ください。

セミナー

高齢者向け住宅といっても種類はさまざま。「い
まいち違いが分からない」「何から始めていいの
か分からない」という方大歓迎の無料セミナー
随時開催。
開催情報はちいき新聞、ホームページにてお知
らせしています。

現在｢ちいかい｣は千葉県内のホーム
をお探しの方を中心に相談に乗らせ
ていただき、介護付有料老人ホーム・
住宅型有料老人ホーム・サービス付
高齢者住宅・グループホームを紹介し、
同行。契約・入居のサポートをさせて
いただいております。運営元の㈱地
域新聞社が千葉県八千代市で創業し
てから35年。おひざ元の地域に絞り、
情報網を活かしたお手伝いをさせて
いただいております。

千葉市

四街道市

佐倉市

習志野市

八千代市
船橋市

市川市

鎌ヶ谷市

白井市 印西市
成田市

富里市

八街市

C

対応エリア

サービスの流れ

令和２年度　高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度　届出番号：20-0063
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マッチング
主な利用シーン

その他

マッチング
サービス ちいき新聞のお手伝い
業者をお探しの消費者へ、加盟いただいた企業様（パートナー）を紹介させていただくサービス
紹介・成約が生じた際に手数料をいただく成果報酬型のサービスです

生活支援 成果報酬型マッチングサービス

地域新聞社では、当サービスを利用する消費者の方々へ紹介させていただく企業様
「ちいき新聞のお手伝いパートナー」を募集しています

見込み顧客を獲得したい!　直請け工事を増やしたい!　成果に応じた販促費を払いたい!

※ご提出いただく決算書は、B/S賃借対照表およびP/L損益計算書をご用意ください（合計残高試算表でも可）　※表示価格は全て税抜き

■ちいき新聞のお手伝いパートナー
地域新聞社とともに、企業理念「人の役に立つ」を実践する
“ちいき新聞のお手伝い”公式パートナーです

■加盟登録までの流れ

※お見積もりやご契約、施工料金のご請求等はパートナーと
　消費者間の直接のお取り引きになります

■加盟審査
面接・書類確認（財務状況や所有資格）・実績調査などを行い、
総合的に判断いたします

外壁塗装 外構・エクステリア 内装・リフォーム 不動産査定 解体 シロアリ駆除・予防

お見積もり・
契約・施行
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サービスに関するご質問やご相談は、
お気軽に下記までお問い合わせください。

電話

お問い合わせ

株式会社地域新聞社

0120-152-337
※音声ガイダンスに従ってご用件をお話しください
（受付：月～金曜 10時～18時）※土日・祝日はお休み

Email
oyakudachi@chiikinews.co.jp

ホームページ
https://chiikinews.co.jp

s e r v i c e
g u i d e
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