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期間限定のお試し広告プラン



WEBマガジン運営の趣旨

>コンセプト

毎日の暮らしに、もっと情熱を。

自分が暮らす街、自分と暮らす家族。

生活の基盤である「ご近所」と「家族」との向き合い方で、人生はさらに豊かになる。

向き合い方は人それぞれだけど、できれば素直に、できるだけ熱くて前向きに。

たったそれだけで、いままで身近すぎて気づかなかった街の魅力や、

家族のありがたさが、もっともっと見つかるはずです。

毎日の暮らしに、もっと情熱を 。

「まるごと。」はご近所さんたちとともに、この街で暮らす魅力を追求していきます。



サイトリニューアルの理由

>まるごと安佐南&安佐北ブログ。とは!?

まるごと安佐南&安佐北ブログ。は、

広島市安佐南区・安佐北区で暮らす｢楽しさ｣｢お得さ｣｢おもしろさ｣を、

毎日熱く伝えるキュレーションメディアです。

2017年まで毎月発刊していたフリーマガジン「まるごと安佐南&安佐北。」の休刊と同時に、

ひっそりと立ち上げていたブログ版。

独自取材、読者からの情報、さまざまな提携先からの情報を編集し、毎日記事をアップしています。

そうして約1年10カ月、

地味に毎日記事を上げていたら多くて1日8000人以上の読者のみなさんが

サイトに訪れてくれるようになり、遂に1ヶ月18万pvを超えるようになりました。

そして、毎日のように記事掲載の依頼や読者さんからの情報が、編集部に届くようになりました。

そこでこのたび、ご近所の読者のみなさんにもっと利用していただきやすいメディアにするために、

大きくリニューアルに取り組みはじめました。



サイトリニューアルに取りかかるまでの歩み

>地域情報WEBマガジン創刊からリニューアルまで

地道にコツコツと投稿を毎日続け、1ヶ月8万8000人以上の

ご近所さんが見に来てくれるブログになってきました。

>2017年12月

毎月7万部が休刊

に。。。

月刊フリーマガジン

>2017年12月

3ヵ月の期間限定で創刊

ブログ版スタート

1日約5人のアクセスが続く。。。

>2018年4月

3ヵ月後、そのまま投稿し

続けるが挫折の危機が！

1日約200~300人のアクセスに増え、

3ヵ月を過ぎてもそのまま続行。だ

が、何度も挫折の危機が続く。。。

>2019年10月

1日多いときで8000人以上のアク

セス、1ヶ月18万PV以上となり、

リニューアルを開始中。

なんとか1周年！

2018年12月

1日約600人のアクセスに。



創刊理念

>まるごと安佐南&安佐北ブログ。の創刊理念とは・・・

誰のために？

●｢この街のことを、ご近所のことを良く知らない｣｢実はもっと地域とつながりたい｣｢もっと家族を

大切にしたい｣と思っている広島市安佐南区・安佐北区で暮らす約39万人の人たち

何を、どのように提供する？

●正確で信頼感のある、この街の｢楽しさ｣｢お得さ｣｢おもしろさ｣が感じられる情報。

●前向きなご近所&家族ライフをおくるための刺激を与える記事・広告・イベントなどさまざまな仕掛け。

●それらの情報を、スマートフォンで気軽に読めるWEBサイトとSNSで共有していく。

すると、どんな価値を生むのか？

●広島市北部の経済活動・地域活動が活発になる！

●ご近所のことを知ることで、毎日の暮らしがさらに楽しく・豊かに・行動的になる！

●ご近所・家族・そして自分と熱く向き合うきっかけになる！



まるごと安佐南&安佐北ブログ。のアクセス解析

2019年10月の人気記事ランキングです。※サイト強化リニューアル前です。

今月は｢開店・閉店」情報が一番
人気でした。ご近所のお店情報
は注目度が大きいようです。

地域のお祭り情報・
イベント情報もアク
セス数は多いです。

家族で気にな
る行政・学校
などの情報は、
長い期間、ア
クセス数の上
位に入ります。

グルメ情報はやはり
人気が高いです。

女性
57.3%

男性
42.7%25-34歳

32%

35-44歳

35%

45-54歳

17%

18-24歳

7%

55歳~

9%

※生活情報メディアでは珍しく、
男性読者が多いです。※幅広い年齢層の方に見ていただいています。



まるごと安佐南&安佐北ブログ。の主なコンテンツ(1)

最も人気のテーマです。読

者からの情報提供が多く、

いち早く届けます。

開店・閉店 イベント・おでかけ グルメ 学校・教育

ご近所の大規模イベントか

ら、小さなイベントまで紹

介しています。

フリーマガジンのときは難

しかった写真多めの記事で、

おいしさを見つけます。

ご近所の学校・教育関連の

情報です。注目の子どもア

スリートの取材も行います。

安佐南区・安佐北区で暮らす人以外には役立たない(!?) 情報で、この街の魅力に迫ります。



まるごと安佐南&安佐北ブログ。の主なコンテンツ(2)

今後、最も力を注ぐテーマ

です。最新情報をキュレー

ションして発信します。

季節行事・しきたり 病院・医療・介護 お得・クーポン

意外に知らない行事・しき

たりの情報で、家族と地域

のつながりを深めます。

まるごと。らしい取材で、

遠い存在である病院や先生

の魅力をわかりやすく紹介。

ご近所の各施設と提携し、

最新情報をはじめ、お得な

情報を紹介します。

百貨店・スーパー



まるごと安佐南&安佐北ブログ。の主なコンテンツ(3)

まだ記事数は少ないですが、

今後、不動産物件を読者目

線で紹介していきます。

求人 お店 ヒト

働き場としての魅力・強み

を、従来の求人情報サイト

とは違った目線で迫ります。

ご近所のお店を紹介。店長

さんなどヒトの魅力にまで

迫った記事を展開させます。

ご近所で注目のヒトをイン

タビュー。未来のスターも

発掘するかも!?

不動産・住まい

これらのテーマ以外も視野に入れながら、さまざまな目線で、この街のニーズにこたえていきます。



広告について

この度、大幅リニューアルにあたって、

まるごと安佐南&安佐北ブログ。の

期間限定｢まるごとパートナー企業様｣を募集させていただきます。

｢まるごとパートナー企業｣とは、｢まるごと安佐南&安佐北ブログ。｣の運営・リニューアルを支えていただける企業・団体様のことです。

今回、期間限定のお試し広告プラン｢編集タイアップ広告制作プラン｣をご用意させていただきました。

反響を高めるため、記事のご掲載だけでなく、SNS広告も活用する、大変お得なプランです。

まるごとブログ。読者に喜んでいただいたり、利用していただけるよう、がんばって記事制作・PRをいたします！

ぜひともご協力のほど、よろしくお願いいたします。



広告について

期間限定のお試しタイアップ記事制作プラン【1】

｢まるごと安佐南&安佐北ブログ。｣タイアップ記事を

起点に、エリアをしぼったSNS広告も展開します。

広告
プラン【1】

記事広告［ライトプラン］

1記事 3万5000円（税別）

内容

編集部スタッフが、｢まるごとブログ。｣のタイアッ

プ記事を取材・制作します。

□文字数800文字以内

□画像5枚まで

＋SNS（Instagram/Facebookなど）

※安佐南区・安佐北区エリアで広告配信

※1週間（合計2万円分のSNS広告で配信)

お申込み期間 2019.12月中旬頃まで

おすすめ
テーマ

安佐南区・安佐北区を対象とした

□イベントやキャンペーンの告知

□開店情報 □求人情報など

タイアップ記事を
制作してご掲載

まるごとパートナー様

店舗・施設・ホームページ

2019年12月まで限定で｢広告パートナー企業様｣を大募集中です！

誘導

掲載ページを
SNS広告でも
拡散

掲載ページを
SNS広告でも
拡散

Facebook広告で

推定9万回の表示
見込み。利用する
SNS・範囲などは
要打合せ。

SNS広告は安佐南区安佐北区
エリアを中心に(範囲設定も可
能)、予算を集中して拡散させ
ます(1週間予定)。



広告について

期間限定のお試しタイアップ記事制作プラン【2】

｢まるごと安佐南&安佐北ブログ。｣タイアップ記事を

起点に、エリアをしぼったSNS広告も展開します。

広告
プラン【2】

記事広告［レギュラープラン］

1記事 6万5000円（税別）

内容

編集部スタッフが、｢まるごとブログ。｣のタイアッ

プ記事を取材・制作します。

□文字数2000文字以内

□画像20枚まで

＋SNS（Instagram/Facebookなど）

※安佐南区・安佐北区エリアで広告配信

※1週間（合計3.5万円分のSNS広告で配信)

お申込み期間 2019.12月中旬頃まで

おすすめ
テーマ

安佐南区・安佐北区を対象とした

□開業・開店 □イベント □病院クリ

ニック □求人情報 □飲食店(忘年会企画

など) □商業施設・住宅・不動産関連など

タイアップ記事を
制作してご掲載

まるごとパートナー様

店舗・施設・ホームページ

2019年12月まで限定で｢広告パートナー企業様｣を大募集中です！

誘導

掲載ページを
SNS広告でも
拡散

SNS広告は安佐南区安佐北区
エリアを中心に(範囲設定も可
能)、予算を集中して拡散させ
ます(1週間予定)。

掲載ページを
SNS広告でも
拡散

Facebook広告で

推定9万回の表示
見込み。利用する
SNS・範囲などは
要打合せ。



そして、安佐南区・安佐北区のご近所で、

忘年会をしたい読者さんと、

忘年会を楽しんでいただこうとする飲食店さんのための企画です！

次のページへGO！



広告について

特別企画【忘年会広告プラン~~撮影込み~~】

｢まるごと安佐南&安佐北ブログ。｣タイアップ記事を

起点に、エリアをしぼったSNS広告も展開します。

広告
プラン【3】

記事広告［レギュラープラン］

1記事 5万5000円（税別）

内容

編集部スタッフが、｢まるごとブログ。｣のタイアッ

プ記事を取材・制作します。

□文字数800文字以内

□プロカメラマンによる撮影込み

（8点まで/撮影時間1時間以内）

＋SNS（Instagram/Facebookなど）

※安佐南区・安佐北区エリアで広告配信

※1週間（合計2万円分のSNS広告で配信)

お申込み期間 2019.11月末頃まで

2019年11月末まで限定で｢広告パートナー企業様｣を大募集中です！

誘導

掲載ページを
SNS広告でも
拡散

ご利用されているグルメサイトへのリンク誘導も可能です。



広告プランの流れについて

>制作・配信スケジュールのイメージ

お打合せ 取材 初稿・校正 記事公開ご契約
SNS広告
1週間配信

アクセス
レポート
ご提出

記事広告プランのご留意事項

■ライトプラン・レギュラープランともに、プラン料金込みで記事

広告を、編集部で制作いたします。

■現在、サイトリニューアルを進めておりますが、リニューアル後

も記事は削除せず、そのまま移行させます。

■制作した記事は、本ブログがある限り、半永久的にインターネッ

ト上に公開されます。

■SNS広告配信の運営は、編集部で行います。

■SNS広告の配信エリアは半径3㎞以上～広島市全域などお打合せで

確定させます。

■広告配信後、約1ヵ月後に簡単なアクセスレポートをご提出します。

■■■お問合せ・ご相談はこちらまで■■■
▶メールの場合 marugoto@mediasion.co.jp ▶お電話の場合☎082-503-5035（担当/株式会社ザメディアジョン 佐々木和也）

※｢押し売り｣は一切しませんので、お気軽にお声がけください！

■プロカメラマンによるキレイな写真を撮影されたい場合、1時間未

満で2万円(税別)～、撮影内容に応じて別途かかります。

■記事の編集権はメディア側に帰属します。

■記事内には広告である旨を明記します。

■広告審査が入ります。ご掲載できないジャンル、文言、画像など

があります。

■サイトリニューアルが完成後、正式な広告プランは作成します。

■その他、特別な広告のご相談もありましたらお声がけください。

■まだ不慣れではありますが、より良いサービスを開発するために、

協力し合えたら幸いです。よろしくお願いいたします。



■■■イベント情報のご提供方法について■■■

下記の情報を、marugoto@mediasion.co.jp (件名/「イベント情報掲載希望」)にお送りください。

【施設名】
【ご担当者名】
【正式イベント名】
【開催日時】
【開催場所(会場名・住所)】
【イベント内容】
【目玉イベント】
【お問合せ先・電話番号】
【ホームページ】
【イベント参加料】
【その他の特記】

情報募集について

>まるごと安佐南&安佐北ブログ。の記事ネタをお送りください！

イベント情報を募集中！
この「まるごと安佐南&安佐北ブログ。」への情報提供のお願いです。

イベント情報をはじめ、キャンペーン情報、新サービス情報などお得な情報、

楽しそうな情報など、地域の読者一人一人に喜んでいただける情報をお待ちしています。

※画像データ、チラシなどのデータ(PDF)もお送りください。画像データは複数

枚をいただけると、いい感じの記事になります。

※ご提供いただいた情報がすべて大きくご掲載できるわけではありませんので

ご了承くださいませ。

※基本、いただいた情報をもとに校正なしでご掲載させていただきます。

万が一、ミスなどありましたら訂正しますので、お手数ですがご連絡ください。

【会場の住所】
【電話番号】
【営業時間】
【休日】
【駐車場(台数)】
【料金】
【その他】

mailto:marugoto@mediasion.co.jp


■■■読者プレゼントのご提供方法について■■■

下記の情報を、marugoto@mediasion.co.jp

(件名/「読者プレゼント提供するよ」)にお送りください。

【施設名・企業名・店舗名】
【ご担当者名】
【内容】
【電話番号】
【メールアドレス】
【プレゼント内容】
【その他の特記】

情報募集について

>まるごと安佐南&安佐北ブログ。の読者に喜んでいただける情報をぜひ！

読者プレゼントを募集中！
随時、大募集中です！ぜひ、ご協力をよろしくお願いいたします。

※詳しくは、こちらからご連絡させていただき、お打合せできたらと存じます。

mailto:marugoto@mediasion.co.jp


運営会社情報

>まるごと安佐南&安佐北ブログ。を運営する株式会社ザメディアジョンとは!?

人づくり・街づくりをミッションとする広島発の創業31年の企業です。

人づくり・街づくりをテーマに、出版・WEB・住宅マーケティング・人材採用のビジネスを行っています。

2018年に創業30周年を迎え、広島をはじめ、全国で新たな挑戦に取り組んでいます。

プロ野球チップス
のカード図鑑を全
球団制作し、全国
発売させました。

毎年、グルメ関連本な
ど地元情報誌を発行し
ています。

さまざまな
書籍を発行
しています。

出版だけでは
なく、さまざ
まな制作物に
取り組んでい
ます。

住宅関連の
マーケティン
グサポートは
全国で展開し
ています。

広島県主催の
採用セミナー
やガイドブッ
クの制作も任
されています。



まるごと安佐南&安佐北ブログ。の媒体概要

■媒体名 まるごと安佐南&安佐北ブログ。

■URL           http://www.marugoto.love

■運営会社 株式会社ザメディアジョン

http://www.mediasion.co.jp

［本社］〒733-0011 広島市西区横川町2-5-15横川ビルディング

tel.082-503-5035     fax.082-503-5036

■運営責任者 佐々木和也 株式会社ザメディアジョン空中戦事業部

■サイト開設 2017.12月

■読者数 1ヶ月8万8070人(uu)（※2019年10月実績)

■閲覧数 1ヶ月18万6179ページビュー(pv) （※2019年10月実績）



安佐南区・安佐北区で暮らす人以外には役立たない!? WEBメディア

株式会社ザメディアジョン


