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Ｃｈｅｅｋとは

【媒 体 主】 株式会社名古屋流行発信

【発行媒体】 月刊 Ｃｈｅｅｋ 発 行 日 毎月２３日

定 価 ３９０円（税込）

発行部数 １８０，０００部

販売エリア 東海３県 愛知、岐阜、三重ほか

媒体内容 名古屋を中心とした東海地方の女性に、

新しいライフスタイルの提案と最新の情報を提供する雑誌。

読者層 男女比／2.5：7.5

読者年齢層／23,4歳を中心として18～30歳

回読率／飲食店、美容院などの設置率が非常に高く300～350%

販売ルート 配本割合／書店53%、CVS45%、その他2％

平均年齢・職業・居住エリア
＜2004年街頭アンケート調査結果より＞

金銭感覚
＜2004年街頭アンケート調査結果より＞

閲読率・閲覧時間・閲覧深度
＜2003年Cheek・シティリビング読者調査結果より＞

２３．８歳
※社会人1～2年目の高感度で
消費購買が活発な女性

10万円未満 32.6%

10～15万円 23.4%

15～20万円 31.4%

20～25万円 7.3%

25万円以上 5.3%

■平均年齢 ８９．４％■閲読率 ■月収

10分未満 15.5

10～30分 22.2

30～60分 24.7

60～90分 18.7

90～120分 8.8

不明 1.5

非閲読 10.6

■閲覧時間（％）

社会人 60.6

大学生・短大生 18.3

フリーター 14.4

主婦 5.8

その他 0.9

■職業（%）

■貯蓄額
10万円未満 38.6%

10～50万円 29.6%

50～100万円 11.4%

100～200万円 9.8%

200万円以上 10.6%

名古屋市 38.6

愛知県（名古屋市外） 32.3

岐阜県 18.5

三重県 9.8

その他 0.8

■居住エリア（%）

■閲覧深度（％）
ほとんど全ページ読む 32.8

関心のあるページを読む 38.3

全体的にざっと読む 14.5

あまり読まない 3.8

全く読まない 10.6

ファッション 3.3万円

交際費（外食費） 1.2万円

携帯電話代 1.5万円

■平均使用額
（月額）
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NRL GROUPについて

ＮＲＬＧＲＯＵＰＮＲＬＧＲＯＵＰ

【出版社】
株式会社名古屋流行発信

[定期刊行物]

Cheek/Allen /フリッペ名古屋

[ムック]
TOKAI★1週間／ZIP DRIVE／COUPLES HOTEL 2006／
夏休みおでかけレジャーガイド2005／女の子のえっちぼん2005／
AURA エグゼリーナ／EXPO CITY N／おでかけデートBOOK／
おでかけレジャーガイド／夜ナビ／ぴーかんテレビガイド
[書 籍]
会社のリフォーム

【コミュニティーFM放送】
株式会社名古屋シティエフエム

【総合代理業】
株式会社ADP

株式会社東京コネクション

【旅行代理店】
株式会社JTN

【総合印刷業、デザインDTP】
有限会社プリコム

【管理業務請負】
株式会社メディアハウス

【情報発行】
株式会社ミルクル

[定期刊行物]
Milkl名古屋版、milkl大阪版

【新聞社】
株式会社名古屋リビング新聞社

[定期刊行物]

リビングセントラル／リビング名古屋北／リビング名古屋東／

リビングとよた・山の手／リビング南山の手／リビング名古屋西／

リビング彩／シティリビング／ビジネスシティ／Lei wedding東海版／

あんふぁん東海版／

[書籍]

なごや家族への手紙／ちほ先生の家計簿診察室
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CheekONLineCheekONLineとはとは

東海地区に特化したポータルサイト
東海地区で生活する全ての若い世代に、思い切り毎日楽しめる情報を提供する総合サイト。

常に時代の 先端を走る媒体として、「いつも身近に、気楽で役に立つ」そんなお得なトピックが満載。

チークオンラインにしか発信できないライフスタイルを様々なシチュエーションで提供し続けます。

いつでも何処でもお得な情報が手に入る。それが東海地区 大級のポータルサイト・チークオンラインです。

チークオンラインの特徴

①特集 ：チーク誌面との連動企画。グルメ・ヘアサロンなどの季節限定の役立つネタをピックアップ。

②ミュージック ：アーティストの 新情報やチークオンラインだけに寄せられたメッセージを動画で配信。

③データバンク ：１０，０００店もの店舗情報を５つのカテゴリで検索できます。

（グルメ・ヘアサロン・エステ・ウェディング・アミューズメント）

④ショッピング ：雑誌チークに掲載された人気アイテムがウェブ上で購入できる eコマースサービスを展開。

＜性別＞ ＜職業＞

■初期想定TOPページビュー（PV）数 300,000PV／月間

■初期想定全体ページビュー（PV）数 2,000,000PV／月間

■初期想定メルマガ会員数 10,000人

女性ユーザー：83％ 男性ユーザー：17％ 会社員 ：65％

学生 ：20％

主婦 ：10％

その他 ： 5％

＜年齢＞

男性ユーザー

～15才 ：1％

16～20才 ：3％

20～25才 ：14.1％

26～30才 ：23.1％

31～35才 ：18.3％

36～40才 ：13.5％

41～45才 ：14.5％

46才～ ：12.5％

女性ユーザー

～15才 ：0.2％

16～20才 ：6.5％

20～25才 ：30.7％

26～30才 ：27.4％

31～35才 ：21.9％

36～40才 ：7.3％

41～45才 ：4％

46才～ ：2％

■TOPページビュー（PV）数 200,000PV／月間

■全体ページビュー（PV）数 1,000,000PV／月間

■メルマガ会員数 5,000人

■対象ユーザー ２０代～３０代の可処分所得の高い社会人女性

※２００６年７月現在
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他サイトとの比較

サイト名 トップバナー料金 トップバナーＰＶ 掲載期間 ショルダーバナー料金 ショルダーバナーＰＶ 掲載期間

Ｙａｈｏｏ \2,000,000 250万PV 1週間 -

ＭＳＮ　ＪＡＰＡＮ \4,000,000 9,000万PV 1週間 \1,000,000 100万PV PV保証

Infoseek（楽天） \3,500,000 1,400万PV 1週間 \4,500,000 1,400万PV -

mixi \750,000 2,500万PV 1週間 -

WOW WOW \300,000 35万PV 1週間 \200,000 25万PV 1週間

ＤＩＧＴＡＬ　ＤＩＭＥ \400,000 12万PV 1ヶ月 \500,000 8万PV １ヶ月

ぴあ \1,200,000 24万PV １ヶ月 \550,000 96万PV １ヶ月

ＧＩＲＬＳＴＹＬＥ \400,000 24万PV 1ヶ月 \800,000 50万PV １ヶ月

a-woman(アットウーマン) \800,000 80万PV １ヶ月 \650,000 80万PV １ヶ月

ELLE ONLINE \600,000 40万PV １ヶ月 \700,000 14万PV １週間

オレンジページ \400,000 28万PV １ヶ月 \400,000 28万PV １ヶ月

チークオンライン \400,000 20万PV １ヶ月 \300,000 20万PV １ヶ月

グルメガネット（東海エリア） \400,000 20万PV ２週間 \400,000 20万PV ２週間

関西どっとコム \100,000 28万PV ２週間 \150,000 14万PV 1週間

※東海地区にはチークオンラインに類似する地域ポータルサイトは存在しておりません。

全国規模のポータルサイト、地域版グルメ情報サイトなどで比較しております。
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チークオンラインのカテゴリチークオンラインのカテゴリ

①特集 ・・・

②チークプランナー ・・・

③NEWOPEN情報 ・・・

④トピック ・・・

⑤オンラインショッピング・・・

⑥データバンク検索 ・・・

⑦編集部ブログ ・・・

⑧プレゼントコーナー ・・・

⑨投稿企画 ・・・

⑩ミュージック ・・・

⑪ｽﾎﾟｰﾂ ・・・

雑誌チークと連動して毎月の新鮮な企画をお届けします。

Ex.春からの本命モテヘア＆サロン 注目のインテリアショップガイド

東海エリアのメデイア情報が一目でわかる！

イベント告知やオススメ番組がカレンダーに一覧表示。新しい情報発信のスタイルです。

雑誌チーク誌面連動で東海エリア 新のNEWOPEN店舗を何処よりも早く紹介します。

今一番熱いニュースや出来事を配信。

チークオンラインでしか手に入らない情報が満載のコーナーです。

雑誌チークのモデル着用のファッション、グッズがオンラインショップで手に入ります。

今後はオリジナル商品をプロデュースするショッピングモールを展開していきます。

5つのカテゴリ、10,000店の中からユーザーの求める店舗情報が引き出せます。

（グルメ・ヘアサロン・エステ・ウェディング・アミューズメント）

編集部の取材の裏話や取って置き情報をブログで公開します。

毎月誌面と連動して豪華なプレゼントをご用意します。

メルマガ会員登録して下さった方のみ応募する事ができます。

読者からのお便りやアンケートのコーナーです。雑誌チークのチークタイムに

掲載されていない笑い話や情報も読む事ができます。

毎月様々なアーティストの 新プロモーション情報をお伝えします。

チークオンラインだけのメッセージを動画で配信します。

インストラクターと読者モデルのフィットネスレッスンを動画で配信します。
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トップページ構成トップページ構成

ショルダーバナー
・3枠

③ピックアップ
（タイアップ広告）

スクエア
・1枠

トップバナー

特集枠
・紙面と連動特集
・オンライン特集

チークプランナー

トピック

占い
メルマガ会員
登録申し込み

・チーク編集ブログ
・タレント日記
・ガールズスタイル

今月の雑誌
・特集

バックナンバー データバンク/検索

プレゼントコーナー 投稿コーナー
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（（cheek.co.jp/mcheek.co.jp/m））モバイル版チークオンラインモバイル版チークオンライン

モバイル版チークオンラインモバイル版チークオンライン

キーワード「グルメ」

検索の場合
モバイル版チークオンラインでの特徴

■ＰＣとリンクしたコンテンツ

①今月の特集

②データバンク検索

③オンラインショッピング

④メールマガジン・投稿コーナー

⑤プレゼント応募

■モバイルならではのメリット

・移動しながら店舗やイベントの

情報を検索できる。

・ＱＲコードで地図や

クーポンをワンタッチ記憶。

・モバイルなら

オンラインショッピングがもっと身近に。

チークオンライン

春に向けて
最新のランチを

いち早くチェック

店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○
店名 ○○○○

絞り込み検索の条件

ジャンル
駅・沿線
市区町村
店名・電話番号
料理
宴会コンパに使える

かんたん検索

５つのカテゴリ分け

●グルメ

●ヘアサロン

●エステ

●ウェディング

●アミューズメント

検索結果
千種区

店名
○○○○

電話番号
○○○○

所在地
○○○○

MAP

店舗画像

クーポン

□戻る

6
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トップページ構成トップページ構成

モバイル版チークオンライン

トップバナー

（テキスト）

トップバナー

（ピクチャー）

今月の特集データバンク検索

オンライン
ショッピング

メルマガ登録

プレゼントコーナー
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トップページ構成トップページ構成

ウェブ版とモバイル版のリンク部分

ＷＥＢ版 モバイル版

投稿コーナー

メルマガ登録

プレゼント

データバンク検索

オンライン

ショッピング

今月の特集

メルマガ登録



チークオンライン広告メニューチークオンライン広告メニュー
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広告商品メニュー広告商品メニュー

チークオンラインは東海地区 大の情報量を持つポータルサイト。「広告商品」販売枠は、

バナー広告をはじめ、タイアップ広告、企画広告やメール広告等、魅力的な商品を数多く

取り揃えております。

①トップバナー

②スクエア

③ショルダーバナー

④カデゴリバナー

⑤ピックアップ（タイアップ広告）

⑥チークプランナー

⑦企画広告

⑧店舗広告

⑨メルマガ広告

⑩オプトインメール

⑪モバイル版トップバナー



Ｐａｇｅ12

http：//www.cheek.co.jp

..バナー広告バナー広告

●トップページ

①トップバナー ¥400,000-/月
① トップバナー

②

③ＳＢ（ショルダーバナー）¥300,000-/月

②

サイズ：124×80ピクセル 13KB未満 Gif

掲載期間 枠数/社

3/91ヶ月

掲載開始日

毎月23日AM10:00～

スク
エア

ＳＢ

ＳＢ

枠数/社

1/31ヶ月

掲載開始日

毎月23日AM10:00～

サイズ：468×60ピクセル 40KB未満 Gif

掲載期間想定PV数

300,000 ローテーション

商品タイプ

想定PV数

300,000 ローテーション

商品タイプ

Flash 対応OK

Flash 対応OK

③

②スクエア ¥350,000-/月

サイズ：125×125ピクセル 13KB未満 Gif

掲載期間 枠数/社

11ヶ月

掲載開始日

毎月23日AM10:00～

想定PV数

300,000 貼 付

商品タイプ

Flash 対応OK

・Flash素材の入稿規定及び注意事項については媒体資料をご確認・または各代理店にお問い合わせ下さい。

・バナーのデータは基本的に持ち込みとなります。弊社にて作成する場合は別途費用となります。

・23日が日・祝の場合は前倒しで切り替わります。
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カテゴリバナー（第２階層バナー）カテゴリバナー（第２階層バナー）

第２階層以降に表示され、各カテゴリに伴う企業様の広告枠となります。それぞれの

カテゴリページに沿った広告を出す事でユーザーからのより高いレスポンスが期待できます。

③カテゴリバナーとは

◆グルメ→酒類メーカー

◆ヘアサロン→化粧品メーカー

広告主例 枠数

1ヶ月

掲載開始日

毎月23日

サイズ：468×60ピクセル 15KB未満 Gif  

掲載期間

合計5

想定PV数

10～20万 貼り付け

商品タイプ

Flash 対応OK

①トップページ（第1階層） ②各カテゴリー検索ページ（第２階層）

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

○○○○○

グルメ

グルメページ検索

カテゴリーバナー

■カデゴリバナー価格

グルメ ¥200,000-

ウェディング・ヘアサロン ¥150,000-

エステ・アミューズメント ¥100,000-

・Flash素材の入稿規定及び注意事項については媒体資料をご確認・または各代理店にお問い合わせ下さい。

・バナーのデータは基本的に持ち込みとなります。弊社にて作成する場合は別途費用となります。

・23日が日・祝の場合は前倒しで切り替わります。
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ピックアップピックアップ

御社の商品やサービス、イベントやキャンペーンを

チークオンラインテイストでユーザーに広告致します。

④ピックアップ（タイアップ広告）
掲載期間

1週間

掲載開始日

毎月23日

枠数

3枠

広告形態

テキスト（1行）

・入稿規定及び注意事項については媒体資料をご確認・または各代理店にお問い合わせ下さい。

Flash 対応OK

・23日が日・祝の場合は前倒しで切り替わります。

②タイアップページ 第2階層①トップページ 第1階層 ③リンク先ページ

御社ホームページ

または

ご指定のホームページ

タイアップ広告ページ

（弊社にて製作致します）

ピックアップＡ ¥200,000-

ピックアップＢ（御社ページに直リンクの場合） ¥150,000-

Ｂ

Ａ

トップページ テキスト広告

特典：タイアップ期間中のメルマガ配信日に

チークオンライン会員に対して告知をします。



Ｐａｇｅ15

http：//www.cheek.co.jp
チークプランナーチークプランナー（タイアップ広告（タイアップ広告②②））

イベント告知、おすすめ情報などがカレンダーに表示されます。

ユーザーは 新の情報を見ながら、休日のプランを計画する為のツールとなります。

⑤チークプランナーとは

掲載期間

1ヶ月

枠数

10社

広告形態

テキスト（全角35文字×1行）

掲載開始日

毎月23日

・掲載開始日はお申し込み月の23日から翌月の23日までとなります。

・23日が日・祝の場合は前倒しで切り替わります。

③イベント詳細（第3階層）①トップページ位置（第1階層） ②一覧ページ（第2階層）

●カレンダー拡大

誰もが憧れる

南の島で

バカンス！！

プレゼント

キャンペーン

実施中！！

☆ハワイ３泊４日の旅！！

●ページ上部タグ

※掲載イベントは各社1日1件とさせて頂きます。
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企画広告企画広告

毎月の企画により注目商品や注目店の特集を行います。通常の店舗広告とは異なり、

ユーザーからの注目度があがり、御社商品、サービスにスポットをあてます。

⑥企画広告とは

掲載期間

1ヶ月

掲載開始日

毎月23日

枠数

10枠

広告形態

画像（jpeg）
テキスト

想定PV数

200,000 企画広告 ¥50,000-

・Flash素材の入稿規定及び注意事項については媒体資料をご確認・または各代理店にお問い合わせ下さい。

・23日が日・祝の場合は前倒しで切り替わります。

②特集枠該当店舗一覧（第2階層） ③店舗広告ページ（第3階層）①特集コーナーバナー位置（第1階層）

特集コーナーバナー

誌面連動特集 特集

企画広告①

企画広告②

企画広告の掲載順番は画面表示ごとに

ランダムで表示されます。

※既に店舗広告の契約をされている広告主様が対象になります。今企画から契約される広告主様は同時に店舗広告の契約もして頂きます。
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店舗広告店舗広告

チークオンラインの持つ10,000店もの東海エリアデータバンクの中から、優先的に登録店舗が上位検索。

管理画面からクーポン割引内容を変更可能。※携帯からも簡単に変更可能。

⑦店舗広告 （グルメ・ヘアサロン・エステ・ウェディング・アミューズメント）

※掲載順は画面表示ごとにランダム表示。

通常価格（6ヶ月契約） ¥85,000-
【初期費用￥25,000+￥掲載料10,000/月×6ヶ月】

特別価格（3ヶ月分無料） ¥55,000-
【初期費用￥2,5000+掲載料￥10,000/月×3ヶ月】

看板画像サイズ

125×130pic

掲載開始日

毎月23日AM10:00～

広告形態

画像（jpeg）
テキスト

メニュー画像サイズ

200×133pic
15KB未満

想定PV数

500,000

・23日が日・祝の場合は前倒しで切り替わります。

【ページ構成】

・店内写真1枚
・住所
・連絡先

・メニュー（写真2～3枚）
・定番メニュー（テキスト）

・地図 ・予約
・クーポン
（管理画面）



Ｐａｇｅ18

http：//www.cheek.co.jp
メール広告メール広告--①①

メルマガ広告 本文スペース ￥50,000-

チークオンライン会員に２週間に１通、お店が発行するクーポンやプレゼントを
最新の情報と合わせて発行します。低コストで多くのユーザーに御社商品やサービスを訴求できます。

メルマガ広告 ヘッダ ￥100,000-

■ メルマガ広告

本文スペース①

全角36文字×５行以内

こんにちは！
編集部の○○○です。
近メッキリ春らしさが待ちに戻って

嬉しい毎日ですね。
新のお得情報をお届けします。

○○○○○○
○○○○○○○○ ○○○○○○○○

ヘッダ

全角36文字×５行以内

1社限定

配信日

毎月2回

原稿サイズ

36文字×5行（URLを含む）

広告形態

テキスト5社まで

本文スペースヘッダ

本文スペース②

本文スペース③

⑧メルマガ広告

携帯にも同様に配信可能です。

※文字数は携帯用に変更させて頂き
ます。

チークオンライン

こんにちは！！
久しぶりに晴れ？

○○○○○○○○
○○○○○○
○○○
○○○
○○○○○○○

絞り込み検索の条件

ジャンル
駅・沿線
市区町村
店名・電話番号
料理
宴会コンパに使える

□戻る

ＣｈｅｅｋＯＮＬｉｎｅメール

長期契約して下さった方から優先的に上部位置に掲載されます。
ＨＴＭＬメールは配信できません。
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..メール広告メール広告--②②

ユーザーが選択した興味のあるジャンルの
お得な情報・クーポンを1社ＤＭとして配信することができます。
通常のメールマガジンとは違い、より高いレスポンスが期待できます。

⑨オプトインメールとは

□オプトインメール

ＣｈｅｅｋＯＮＬｉｎｅメール

本文

全角36文字×100行以内

○○○からのお得な情報です。

チークオンラインだけの口コミ情報をあなたに

36文字×5行（URL含む）

配信日

月～金でご指定の曜日

原稿サイズ広告形態

テキスト1日につき１社1件

枠数

□グルメ □ヘアサロン □エステ

□ウェディング □トラベル

地域選択
□栄 □名駅 □

□10代 □20代前半 □20代後半

住まいエリア（栄を中心として）
□北エリア □南エリア □西エリア

職業 □会社員

広告主選択項目会員選択項目

会員Ａ

□グルメ
□エステ

会員Ｂ

□グルメ
□ヘアサロン

会員Ｃ

□グルメ

グルメ エステ ヘアサロン ウェディング

広告主
配信イメージ図

1,000通→ ￥50,000-

5,000通→ ￥150,000-

10,000通→￥250,000-
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モバイルトップバナーモバイルトップバナー

⑩トップバナー（テキストタイプ） ￥200,000-

(ピクチャータイプ)

ーＰＲ－

夏の注目コスメ！

いち早くＧＥＴ！

●トップページ
テキスト文字の自然な印象が使い勝手を求める

携帯ユーザーの興味を強く訴求します。

言葉で伝えるタイプの広告に適しています。

存在感が際立つピクチャーバナータイプは

視覚的に大きな効果をもたらします。

インパクトを求める広告に適しています。

掲載期間

1ヶ月

枠数

3枠

表示形態

Gif（3KB以内）ローテーション

画像形態サイズ

224×29ピクセル

掲載期間

1ヶ月

枠数

3枠

表示形態

テキスト 大全角8文字×3行

広告形態

ローテーション

特典：オープニング企画：ＰＣ版トップバナーを掲載すると、携帯バナーも掲載されます。



Ｐａｇｅ21

http：//www.cheek.co.jp

広告商品一覧表広告商品一覧表

NO. 商品名 商品カテゴリ 仕様 枠数（何社） 掲載ページ 掲載期間 価格（円）

① トップバナー 468×60pic 3 １ヶ月 400,000

② ショルダーバナー 124×80pic 3 １ヶ月 300,000

カテゴリーバナー（グルメ） 468×60pic 1 １ヶ月 200,000

カテゴリーバナー（ヘアサロン） 468×60pic 1 １ヶ月 150,000

カテゴリーバナー（ウェディング） 468×60pic 1 １ヶ月 150,000

カテゴリーバナー（エステ） 468×60pic 1 １ヶ月 100,000

カテゴリーバナー（アミューズメント） 468×60pic 1 １ヶ月 100,000

ピックアップ（タイアップ広告Ａ） 全角30文字×1行 １週間 200,000

ピックアップ（タイアップ広告Ｂ） 全角30文字×1行 １週間 150,000

⑤ 企画広告 特集企画 特集コーナーバナー 10 １ヶ月（２週間） 50,000

⑥ 店舗広告 店舗検索 カテゴリ検索 - トップ→各カテゴリページ ６ヶ月（初期費用別途） 10,000

⑦ チークプランナー イベント紹介 全角50文字×2行 10 トップ→チークプランナー １ヶ月 100,000

NO. 商品名 商品カテゴリ 仕様 枠数（何社） 掲載ページ 配信日 価格（円）

メルマガ広告（ヘッダ） 全角36文字×5行 1 月２回 100,000

メルマガ広告（本文スペース） 全角36文字×5行 5 月２回 50,000

オプトインメール（1,000通）×50円 全角36文字×100行 ー 月～金の間で指定 50,000

オプトインメール（5,000通）×30円 全角36文字×100行 ー 月～金の間で指定 150,000

オプトインメール（10,000通）×15円 全角36文字×100行 ー 月～金の間で指定 250,000

NO. 商品名 商品カテゴリ 仕様 枠数（何社） 掲載ページ 配信日 価格（円）

⑩ テキストバナー（モバイル） 全角8文字×3行 3 １ヶ月 200,000

⑪ ピクチャーバナー（モバイル） 224×29pic 3 １ヶ月 200,000

9

バナー トップページ

バナー 各カテゴリー

携帯バナー モバイル広告

③

④

⑧

⑨

テキスト
トップページ→タイアップページ

メール広告 メール広告



管理体制管理体制
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管理体制及び役割管理体制及び役割

株式会社名古屋流行発信 株式会社アルファポイント

Ｃｈｅｅｋ Ｏｎｌｉｎｅ媒体主
・雑誌との連動企画

・ｺﾝﾃﾝﾂ企画

・Ｗｅｂ制作、システム構築

・サーバー管理

媒体販売総代理店

株式会社ロコ

・代理店統括

・店舗、企業顧客管理

・新商品、サービス提案

販売代理店

・広告販売

・顧客管理

・広告主フォロー

広 告 主

企業、店舗（グルメ、ヘアサロン、エステ、ウエディング、アミューズメント）

企業・店舗の

広告情報提供

企業、店舗情報
の保守・管理

広告内容の変更依頼 広告期間終了の通知

アフターケア

企業・店舗広告情報
提出

特集企画の決定

親サービス、広
告プランの提案



「商品案内」
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