
女性でも持ち歩きやすい地域情報誌で女性でも持ち歩きやすい地域情報誌で女性でも持ち歩きやすい地域情報誌で女性でも持ち歩きやすい地域情報誌で PRPRPRPR しませんか？しませんか？しませんか？しませんか？    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

地域のお店情報はもちろん地域のお店情報はもちろん地域のお店情報はもちろん地域のお店情報はもちろんクーポンクーポンクーポンクーポン、、、、イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報を毎号掲載！を毎号掲載！を毎号掲載！を毎号掲載！    
    

女性が大好きなお女性が大好きなお女性が大好きなお女性が大好きなお店で使えるクーポンチケット！店で使えるクーポンチケット！店で使えるクーポンチケット！店で使えるクーポンチケット！        
    

女性に読んでいただくために、冊子型で女性に読んでいただくために、冊子型で女性に読んでいただくために、冊子型で女性に読んでいただくために、冊子型で A5A5A5A5 サイズのサイズのサイズのサイズの    
鞄に入りやすい大きさです鞄に入りやすい大きさです鞄に入りやすい大きさです鞄に入りやすい大きさです。。。。    

    
女性のお客様に女性のお客様に女性のお客様に女性のお客様に PRPRPRPR したいというお店の方にお勧め！！したいというお店の方にお勧め！！したいというお店の方にお勧め！！したいというお店の方にお勧め！！    
お店を知ってもらうきっかけ作りにいかがですか？お店を知ってもらうきっかけ作りにいかがですか？お店を知ってもらうきっかけ作りにいかがですか？お店を知ってもらうきっかけ作りにいかがですか？    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

＜媒体情報＞  

読読読読        者者者者        層層層層    ：：：：    30～～～～50 代代代代    女性（裏面のデータをご覧ください）女性（裏面のデータをご覧ください）女性（裏面のデータをご覧ください）女性（裏面のデータをご覧ください）  

媒 体 形 式 ： A5 サイズ 冊子型 24 ページ～64 ページ  

発 行 部 数 ： 1～2 万部（掲載店舗数により変わります） 

発  行  日 ： 年 4 回（6 月 10 日、9月 10 日、12 月 10 日、3月 10 日） 

掲載申込締掲載申込締掲載申込締掲載申込締切り切り切り切り    ：：：：    発行日の発行日の発行日の発行日の 20202020 日前まで日前まで日前まで日前まで    （5月 20 日、8 月 20 日、11月 20 日、2 月 20 日）    

配 布 エリア ： 平塚市 

配 付 方 法 ： 平塚駅前。市内スーパー、コンビニなどの設置。 

          定期購読者への郵送。掲載店置き。  



弊社媒体のターゲット弊社媒体のターゲット弊社媒体のターゲット弊社媒体のターゲット    

弊社媒体を読んでいただいている方の年齢、性別の統計です。

このターゲットに御社のお客様がマッチするかをまずはご確認ください。

※こちらのデータは弊社が開催しているスタンプラリー

 

年齢層 

40404040 代代代代    38.2%38.2%38.2%38.2%    

30303030 代代代代    34.6%34.6%34.6%34.6%    

50 代 12.5% 

60 代以上 10.3% 

20 代 3.7% 

10 代 0.7% 

    

    
    

勤務地（所在地） 

平塚平塚平塚平塚    50.0%50.0%50.0%50.0%    

茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎茅ヶ崎    22.1%22.1%22.1%22.1%    

厚木 7.4% 

東京 4.4% 

秦野 2.9% 

小田原市 2.9% 

辻堂 2.9% 

他 7.4% 

    
    
    

ご職業 

主婦主婦主婦主婦    41.0%41.0%41.0%41.0%    

会社員会社員会社員会社員    30.0%30.0%30.0%30.0%    

パート 12.0% 

自営業 5.0% 

アルバイト 3.0% 

無職(引退） 2.0% 

公務員 2.0% 

学生 2.0% 

他 3.0% 

    
    
    

弊社媒体を読んでいただいている方の年齢、性別の統計です。 

お客様がマッチするかをまずはご確認ください。 

※こちらのデータは弊社が開催しているスタンプラリーなどの読者参加企画の応募者の割合です。

    男女 

    女性女性女性女性    

    男性 

  

 

 

 

    血液型

    ＡＡＡＡ    

    ＯＯＯＯ    

 ＡＢ 

 Ｂ 

     
 

 

 

    家族構成

    既婚既婚既婚既婚    子供２人子供２人子供２人子供２人    

    既婚既婚既婚既婚    子供３人子供３人子供３人子供３人    

 既婚既婚既婚既婚    子供ナシ子供ナシ子供ナシ子供ナシ    

 既婚既婚既婚既婚    子供１人子供１人子供１人子供１人    

 独身独身独身独身    

 独身・子供 2 人 

 既婚 子供４人 

 独身・子供 1 人 

     

の応募者の割合です。 

 

72.6%72.6%72.6%72.6%    

27.4% 

血液型 

39.6%39.6%39.6%39.6%    

30.7%30.7%30.7%30.7%    

15.8% 

13.9% 

家族構成 

25.5%25.5%25.5%25.5%    

21.3%21.3%21.3%21.3%    

19.1%19.1%19.1%19.1%    

16.0%16.0%16.0%16.0%    

13.8%13.8%13.8%13.8%    

2.1% 

1.1% 

1.1% 



よりみち湘南『よりみち湘南『よりみち湘南『よりみち湘南『

毎号、無料枠、有料枠合計毎号、無料枠、有料枠合計毎号、無料枠、有料枠合計毎号、無料枠、有料枠合計

フリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーフリーペーパー    1111 号掲載、号掲載、号掲載、号掲載、

●簡易レイアウトテンプレート枠 

・テキスト原稿、写真で決まったレイアウト決まったレイアウト決まったレイアウト決まったレイアウト

・店舗様から原稿や、写真をご提供店舗様から原稿や、写真をご提供店舗様から原稿や、写真をご提供店舗様から原稿や、写真をご提供

・写真を弊社スタッフにて撮影する場合は、

・クーポクーポクーポクーポンンンン企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります

    

    

    

    

    

    

    

    

●１ページ枠 自由なデザイン、レイアウトでＰＲ

・レイアウトにとらわれない自由なページ自由なページ自由なページ自由なページ

・イラストレーターCS5 以下の aiaiaiai

・弊社にて制作する場合は、別途別途別途別途

・クーポンクーポンクーポンクーポン企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります
    

    

    

    

    

    

    

＜＜＜＜フリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーフリーペーパー掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞

掲載されるフリーペーパーの掲載されるフリーペーパーの掲載されるフリーペーパーの掲載されるフリーペーパーの前月末前月末前月末前月末

    

フリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーフリーペーパー    掲載例掲載例掲載例掲載例

    

    

    

    

    

    

    

    

    

簡易簡易簡易簡易 1/41/41/41/4 ページサイズページサイズページサイズページサイズ                                

◇簡易 1/4 ページ枠 

      無料無料無料無料 

W64mm×H89mm
       

毎号掲載数に上限があります。
お問い合わせください。

◇1/1 ページ枠 

       

40,000 円円円円(税別税別税別税別））））

       W148mm×H210mm

       

よりみち湘南『よりみち湘南『よりみち湘南『よりみち湘南『masa & yukimasa & yukimasa & yukimasa & yuki』』』』    料金表料金表料金表料金表

毎号、無料枠、有料枠合計毎号、無料枠、有料枠合計毎号、無料枠、有料枠合計毎号、無料枠、有料枠合計    先着先着先着先着 24242424 店舗掲載店舗掲載店舗掲載店舗掲載

号掲載、号掲載、号掲載、号掲載、WEBWEBWEBWEB 同時同時同時同時無料無料無料無料掲載掲載掲載掲載    

 決まった場所に写真、原稿をはめるだけで完成

決まったレイアウト決まったレイアウト決まったレイアウト決まったレイアウトで店舗様の情報を掲載する枠になります。

店舗様から原稿や、写真をご提供店舗様から原稿や、写真をご提供店舗様から原稿や、写真をご提供店舗様から原稿や、写真をご提供していただくプランになります。 

・写真を弊社スタッフにて撮影する場合は、別途別途別途別途 3,0003,0003,0003,000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）の費用が必要になります。

企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります。。。。 

自由なデザイン、レイアウトでＰＲ 

自由なページ自由なページ自由なページ自由なページでＰＲ。 

aiaiaiai ファイル形式でデータ入稿ファイル形式でデータ入稿ファイル形式でデータ入稿ファイル形式でデータ入稿が必要になります。

別途別途別途別途 10101010,,,,000000000000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）となります。 

企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります企画ページにも参加可能。１店舗につき１枚となります。。。。    

掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞    

前月末前月末前月末前月末までに弊社指定口座までに弊社指定口座までに弊社指定口座までに弊社指定口座へのお振り込みとなります。へのお振り込みとなります。へのお振り込みとなります。へのお振り込みとなります。

掲載例掲載例掲載例掲載例    

                                簡易簡易簡易簡易 1/11/11/11/1 ページサイズページサイズページサイズページサイズ                                        

mm 

毎号掲載数に上限があります。 
お問い合わせください。 

◇簡易 1/1 ページ枠 

        

20,000 円円円円(

W148mm×H210mm

       

）））） 

W148mm×H210mm 

◇裏表紙 1/1 ページ枠
       

60,000 円円円円(

       W148mm×H210mm

       

簡易１ページ枠

が新たに登場！

料金表料金表料金表料金表        

店舗掲載店舗掲載店舗掲載店舗掲載    

決まった場所に写真、原稿をはめるだけで完成 

で店舗様の情報を掲載する枠になります。 

の費用が必要になります。 

が必要になります。 

へのお振り込みとなります。へのお振り込みとなります。へのお振り込みとなります。へのお振り込みとなります。    

                    1/11/11/11/1 ページサイズページサイズページサイズページサイズ    

(税別税別税別税別）））） 

W148mm×H210mm 

ページ枠 

(税別税別税別税別）））） 

W148mm×H210mm 

簡易１ページ枠

が新たに登場！ 



フリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーフリーペーパー    おまとめおまとめおまとめおまとめ一括払い一括払い一括払い一括払いプランプランプランプラン        

●1 度に複数回お申込みいただくと回数により割引となります！ 

・2 回から 4 回まで 1度にお申込みいただくと最大最大最大最大 22225555% % % % 割引！！割引！！割引！！割引！！ 

・原稿の変更は毎回可能です。1/1P は毎号制作する場合は別途別途別途別途 10101010,,,,000000000000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）となります。 

・写真を弊社スタッフにて撮影する場合は、別途別途別途別途 1111 回回回回 3,0003,0003,0003,000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）の費用が必要になります。 

・お申込み後に掲載回数にあわせて、1年以内（計 4 号分の中）で掲載号数を選んでいただくことも 

可能です。 

    

サイズ 定価 
2 回 

5% OFF 

3 回 

15% OFF 

4 回 

25% OFF 

簡易 1/4 P 無料 － － － 

簡易 1/1 P 20,000 円 19,000 円 17,000 円 15,000 円 

1/1 P 40,000 円 38,000 円 34,000 円 30,000 円 

裏表紙 60,000 円 57,000 円 51,000 円 45,000 円 

（価格は税別）    

例）1/1 P を 4回申し込んだ場合 

定価 4 回分の料金で 40,000 円 × 4 回 ＝ 160,000 円（税別） 

⇒ おまとめ価格 30,000 円 × 4 回 ＝ 120,000 円（税別）1111 回分回分回分回分がお得となります。 

    

＜フリーペーパーおまとめ＜フリーペーパーおまとめ＜フリーペーパーおまとめ＜フリーペーパーおまとめ一括払い一括払い一括払い一括払いプランの掲載料金のお支払いにつきまして＞プランの掲載料金のお支払いにつきまして＞プランの掲載料金のお支払いにつきまして＞プランの掲載料金のお支払いにつきまして＞    

1111 回目に掲載されるフリーペーパーの発行までに弊社指定口座へ申込み回数分の掲載料金のお回目に掲載されるフリーペーパーの発行までに弊社指定口座へ申込み回数分の掲載料金のお回目に掲載されるフリーペーパーの発行までに弊社指定口座へ申込み回数分の掲載料金のお回目に掲載されるフリーペーパーの発行までに弊社指定口座へ申込み回数分の掲載料金のお

振り込みとなります。振り込みとなります。振り込みとなります。振り込みとなります。    
    

よりみち湘南よりみち湘南よりみち湘南よりみち湘南 masa&yukimasa&yukimasa&yukimasa&yuki    WEBWEBWEBWEB サイト掲載のみサイト掲載のみサイト掲載のみサイト掲載のみ    

●WEB掲載（毎月の固定費なし！登録料無料！！）  

・よりみち湘南 WEBサイトに掲載 http://www.bit-yorimichi.net/shonan/ 

◇登録料      

◇WEB クーポン 1 枠 3ヶ月間  

◇変更料    2,0002,0002,0002,000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別） WEBの掲載内容（クーポン含む）を変更する場合の手数料です。   

    

＜＜＜＜WEBWEBWEBWEB 掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞掲載料金のお支払いにつきまして＞    

申込み後に弊社指定口座へのお振り込みいただき、ご入金確認後に申込み後に弊社指定口座へのお振り込みいただき、ご入金確認後に申込み後に弊社指定口座へのお振り込みいただき、ご入金確認後に申込み後に弊社指定口座へのお振り込みいただき、ご入金確認後に WEBWEBWEBWEB サイトに公開となりまサイトに公開となりまサイトに公開となりまサイトに公開となりま

す。す。す。す。    

    

お申込み＆お問い合わせ先お申込み＆お問い合わせ先お申込み＆お問い合わせ先お申込み＆お問い合わせ先    

有限会社 ビットシステム よりみち湘南 担当まで TEL 0463-23-7351 

住所 〒254-0014 平塚市四之宮 1-15-34 

よりみち湘南 WEB サイト http://www.bit-yorimichi.net/shonan/   MAIL info@bit-yorimichi.net 

     

無料無料無料無料 WEBへの掲載は無料です。 

無料無料無料無料 WEB クーポンも１件無料で掲載できます。 


