
全面サイズ

選べるおでかけプレゼントあなたはどっち？

千葉市動物公園ご招待券

15組30名様

15組30名様

東武動物公園ご招待券

千葉市動物公園　千葉市若葉区源町 280番地
☎043-252-1111　https://www.city.chiba.jp/zoo/

　千葉市動物公園にライオンのオス2頭がやってきます。　
４月28日（木）にライオン展示場「京葉学院ライオン校」と、
乗馬などができる「ふれあい動物の里」がオープン！

東武動物公園　埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110
☎0480-93-1200　http://www.tobuzoo.com/

　世界に250頭、国内に30頭ほどしかいない希少なホワイ
トタイガーが人気です。また、この春ヒグマを間近に観察する
ことができる新施設「ヒグマの森」が登場！

「今回のGWは遠出できない(•﹏•)」という人も、
クーポンを使って今後のおでかけチャンスをGETしよう。
クーポンに希望のプレゼントを書いてね！

オススメ

＃ペットを愛する人に

ア ビアント 豊中店

H30年○月○日（○）まで
※他のクーポンとの併用不可※応募券は必ず会計時にお渡し下さい。

　プレゼントの応募のみは受付けておりません。
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3月1日、本格派サロンTAHIROが
待望のリニューアルオープン。大きな
吹き抜けから自然光が降り注ぐ店内は
更に居心地の良い空間に。キッズスペ
ースも完備。「心掛けているのは長持
ちするスタイルで美容室に来る回数を
少なくすること」と店長。パワーアップ
したTAHIROで春スタイルにチェンジ！

住／佐倉市上志津0-0-0　建物名
営／9：00～22：00
休／火曜日・水曜日
P／有
予／要予約

℡012-3456-7890

美容室TAHIRO

3/1リニューアルオープン！
新しい私になれるヘアサロン
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カット500円引
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産後骨盤矯正は産後2～6ヶ月まで
に行うのがおすすめ。とは言え赤ちゃ
んを抱えて整体に通うのは難しいです
よね。そこで井上整体院では託児所サ
ービスを開始。安心して施術を受けら
れます。過ごしやすい春は体にかかる
ストレスが少なく、骨盤矯正に適した季
節だそう！
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井上整体院

ママのための新サービス
託児所付き産後骨盤矯正
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産後骨盤矯正 
30分 4,000円
60分 7,500円

ママに同伴でご来店のパパ

10％OFF
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300円引

イベリコ豚のバルサミコソース添え1,200円。歓送迎会のご予約受付中。貸切もOK。

春の新メニューとして「イベリコ豚の
バルサミコソース添え」が登場しまし
た。自家製の特製ソースはシェフの想
いそのもの。イベリコ豚独特の甘みを
ぐっと引き立てます。赤ワインとも絶妙
にマッチ。女子会を盛り上げてくれるこ
と間違いなしです。有名ビストロの意
地と実力の一皿を是非ご賞味あれ。
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ア ビアント 豊中店おすすめ！

イベリコ豚独特の脂と甘みと
ソースの融合
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イベリコ豚のバルサミコソース添え

1,200円

ドリンク1杯 無料

◆MENU◆
カット　　　　　4,400円　　　　　　　　　
カラー　　　　  4,800円～　　　　　　　　
縮毛矯正　　　  9,800円～　　　　　　　
デジタルパーマ　9,800円～

カット

ア ビアント 豊中店
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明るく広い新スタジオで快適にトレーニング、レッスンができる

10年目を迎え、リニューアルしたば
かりの女性専用スポーツジムです。会
員さんが続々増えている人気の理由
は、マスコミでも紹介された「5分間で
やせる！」を実感できるパワープレート
です。楽しくアットホームな雰囲気の中
で、熱心なスタッフさんが「やせたい」
の悩みを解決してくれます！
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○○○ジム

ダイエットを成功に導く
女性専用スポーツジム！
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      加圧トレーニング
1回               3,500円
5回（回数券）   16,250円
10回（回数券） 30,000円

半額

＃新しいことを始めたい人に
オススメ

入会金

オススメ

＃リフレッシュしたい人に

＃グルメを楽しみたい人に
オススメ

＃自分磨きをしたい人に
オススメ

◆MENU◆
カット　4,400円

のお店

GoldenWeek！ 特別企画GoldenWeek！ 特別企画

あなたに
オススメ！
あなたに
オススメ！

# or
千葉市動物公園 東武動物公園

クーポン利用でご招待券プレゼント

応募方法

【個人情報の取り扱いについて】
クーポンにご記入頂きました個人情報については、以下の目的で利用させていただきます。
1.賞品発送のため。2.読者の皆様に喜ばれる紙面作りの参考にするため。
3.ご利用頂いた掲載店からのダイレクトメールによる商品・サービス提供のご案内のため。

※後日応募券を回収し、抽選を行います。2018年5月31日（木）
　までにご利用されたクーポンが抽選対象となります。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

1応募券を切り取る。
2希望のプレゼント・お名前・住所を記入する。
3お店でクーポンを使い、うれしいサービスを受ける
　（クーポンのみの使用も可）。

選べるおでかけ
プレゼント付！



全面サイズ

枠数には限りがございます。お申し込みはお早めに！

担当

まで〒276-0036 千葉県八千代市高津679-1
ＦＡＸ.047-459-1055
http://www.chiikinews.co.jp

☎047-459-0033
（株）地域新聞社 津田沼支社

58,000円
64,000円
58,000円
52,000円
46,000円
70,000円
81,000円
70,000円

●習志野版
●船橋東版
●津田沼版
●習志野西版
●幕張版
●佐倉西版
●東葉版
●八千代台版

ご掲載料金ご掲載料金
※税抜価格です

・ 今年の母の日は5/13（日）。母の日商戦は歳末のクリスマスと並ぶ市場規模！
　近年「モノ」より「コト」思考が高まり、家族と時間を共有できる外食、
　家事負担を軽減する家事代行サービスなどが人気です。
・ 春から初夏へ季節が移り変わるこの時期、
　クールビズや模様替えの訴求は4月第4週から始まります。
・ 紫外線対策本格化！

GW・5月に向けた販促お役立ち情報

お申し込み
締切

4/13
（金）

原稿完成
締切

4/18
（水）

母の日 お中元商戦
スタート

チキチキクーポン
原稿完成締切

チキチキクーポン
お申し込み締切

ゴールデンウィーク ち
い
き
新
聞
発
行
日

チキチキ
クーポン

4/27号
当特集プレゼント
応募締切！

当特集発行日

オススメインデックス一覧
“ハッシュタグ

風”
“ハッシュタグ

風” 読者の欲求にびったりハマる！

＃グルメを楽しみたい人に
オススメ① …飲食店、パン・スイーツなど

② …ショッピングセンター、
　化粧品、ファッション関係
　（洋服・メガネ・ジュエリー）など

オススメ

＃ショッピングを楽しみたい人に

③ …レジャースポット、カラオケ、
　ボーリングなど

オススメ

＃おでかけしたい人に

④
…ハウスクリーニング、
　住宅展示場、外壁塗装、
　リフォーム、畳など

オススメ

＃おうち・暮らしを考える人に

⑤ …美容室・エステ・耳ツボ・ヨガ・
　岩盤浴・ネイルサロンなど＃自分磨きをしたい人に

オススメ

⑥
…整体整骨鍼灸、
　リラクゼーション、理容室、
　温泉施設、ゴルフ場など

オススメ

＃リフレッシュしたい人に

⑦ …習い事全般（乗馬クラブ、ジム、
　着付け教室など）＃新しいことを始めたい人に

オススメ

⑧ …トリミングサロン、ドッグカフェ、
　ドッグラン、動物病院など

オススメ

＃ペットを愛する人に

⑨ …買い取り、リサイクル、車検、
　カー用品など

オススメ

＃お得に過ごしたい人に

GWは実は集客のチャンス！
遠出しない人がほとんど！

4/27号
特別企画の

お知らせ

家の片づけ・掃除・洗濯する
ショッピングに行く
とにかく寝る（睡眠）・ゴロゴロする

4位　家族団らん・子どもと遊ぶ
5位　外食する（家族、恋人など）
（2015年アサヒグループホールディングス株式会社お客様生活文化研究所調べ）

Q.GWに何をする予定？Q.GWに何をする予定？

＃グルメを楽しみたい人に
オススメ

キャプション○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

店名 ○○○

写真は
3分割まで

記者目線の
お店紹介文

フリースペース

キャッチコピー

地図基本データ

プレゼント応募券 兼 クーポン

選べるプレゼント付クーポン！クーポンを利用した方の中から
抽選で、千葉市動物公園か東武動物公園の招待券が当たります。

特にファミリー層の関心を惹きつけ、クーポン利用率をぐっと上げます。

※第三者目線の文体に
　限らせていただきます。

説得力ある記者の
取材記事形式


