川崎「アゼリア情報コーナー」｢街標ペーパー｣｢Ｆｂ制作・ネットワーク｣「川崎３点企画」

2013 年８月 8 日現在

｢川崎３点企画｣

川崎の３つの企画を
お得なセットでご提案
｢街標ペーパー｣誕生記念

期間限定企画
是非この機会に！

アゼリア 情 報コーナ ー
(クーポンステージ又は情報ステージ)
掲出料月額 15,000 円～

街標 川崎ペ ーパ ー

フェイスブック制作

(地域密着型フリーペーパー)

(原則いいネット会の登録が生じます)

１枠月額 8,000 円～＊フォーマット制作費含む
Ｆｂ｢街標川崎｣に掲載

基本制作 15,000 円～＊いいネット会費月額 5,000 円～

掲載無料＆投稿・取材サービス
お問合せ

スマホでも閲覧可能
㈱京映プランジュ ０４５（５４８）９６１７

川崎「アゼリア情報コーナー」｢街標ペーパー｣｢Ｆｂ制作・ネットワーク｣「川崎３点企画」

原則年間契約での企画です。

いずれも詳しい各企画書、料金表ありますのでお問合せ下さい。

＊消費税は別途生じます。

各媒体名
アゼリア情報コーナー

媒体条件
＊原則年間契約となります。

15,000 円(A3 情報 S）
32,000 円(A1 情報 S)
38,000 円(B0 クーポン S)
62,000 円(B0 情報 S)
＊いずれも A4 ラック付き

街標ペーパー
１枠月額 8,000 円
＊フォーマット原稿制作費含む
＊原則 Web 又はパンフからの制作となります。
＊４ヶ月同一原稿となります。Web 上の原稿修
正は可能ですが、3 回以上の変更は有料とな
ります。

☆｢街標川崎」等での投稿、取材サービスあり ☆｢街標川崎」等での投稿、取材サービスあり

フェイスブック制作＋会費
基本制作費 15,000 円～
いいネット会登録＝会費生じます。
月額 5000 円・1 万円・３万円プラン
＊初回登録費はサービス(5000 円又は１万円)
いいネット会員は様々な特典があります。
＊打合せや進行内容で見積変更あり
＊非会員は制作費３万円～

☆｢街標川崎」等での投稿、取材サービスあり

セットプラン

アゼリア 25,000 円～
セットプラン
アゼリア 62,000 円～
セットプラン

13,000 円～15,000 円の場合
他の企画セットで１枠を 3,000 円引き。 他の企画セットでＦｂ制作費半額。
他の企画セットで上記より 3,000 円引 又はＦｂ制作を半額
又はいいネット会費を 3,000 円引き
き又はＦｂ制作を半額
25,000 円～38,000 円の情報コーナーをご契約頂きますと
「ペーパー１枠 5000 円引」又は「いいネット会費無料～」。＋｢Ｆｂ制作 5000 円｣をお選び頂けます。＊いいネット会費 5,000 円引き
62,000 円の情報コーナーをご契約頂きますと
「ペーパー１枠無料＋「いいネット会費無料～」＋「Ｆｂ制作無料」で制作します。
＊いいネット会費 5,000 円引き

＊年間契約を途中解約されますとＦｂの制作費はご請求させて頂きます。又、スマホや街標掲載の掲載サービスはなくなります。予めご了承願います。
＊｢いいネット会｣は月額 5,000 円、１万円、３万円プランがあり、プランにより特典は異なります。詳細の企画書がありますので、お気軽にお問合せ下さい。
今話題の地域密着型Ｆｂ「街標川崎」と
｢街標川崎.com｣の｢川崎のお店ページ｣
に掲載されます。又、ポータルサイト｢カ
ワサキオンライン｣とも連動しますので
情報の拡散が期待できます。
PC でも、スマホでも貴店の閲覧が可能
です。

この機会にお申込み頂きますと、Ｆｂ「街標川崎」と
｢スマホ｣の店舗ページに 無料掲載のサービス
をさせて頂きます。 ドメインは machishirube.com となります。
さらに｢街標川崎｣等での 取材や投稿サービスも
あります。
＊ユーザー特典のご提供をお願いします。
お問合せ
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川崎「アゼリア情報コーナー」｢街標ペーパー｣｢Ｆｂ制作・ネットワーク｣「川崎３点企画」

Ｆｂ｢街標・川崎｣の「オススメのお店」に掲載。取材や投稿で情報発信をします。
ｆｂ｢街標川崎｣のトップ（カバー）画面
カバー画面の下の｢アプリボタン｣から「オススメのお店」
ページに入ります。

レポーターが取材し、｢街標川崎｣等の投
稿やブログなどで情報を発信します。
取材にふさわしいネタやユーザー特典等のご用
意をお願いする場合があります。

アプリボタン

「オススメのお店」のページ
カテゴリー別にお店を紹介します。近々、｢街標.com｣と
連動します。より目立つ有料のバナー企画もあります。

＊ページのデザインが変更
になる予定です。

＊一部有料の場合やユーザー特典のご提供企画もあります。又、セットプランや会員割引もありますので、お気軽にお問合せ下さい。

お問合せ
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ＰＣ用(スマホ兼用)サイト｢街標.ｃｏｍ｣に掲載。いつでもどこでも情報が手に入る
ＰＣ用｢街標.com｣のトップ画面

スマホ用｢街標.com｣の画面

街標.com は「横浜エリア版」と「川崎エリア版」の２種類が
あり、各エリアのお店がカテゴリー別に紹介されています。

スマホでもＰＣ画面と同じように見ることが出来ます。
＊Ｆｂ制作の場合は｢チェックインクーポン｣等の設定も行います。

お問合せ
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「街標・川崎」「街標.com」
「いいね！会」連動

◆Ｆｂ｢いいネット会｣の月額会費(プラン別)◆
｢いいネット会｣料金表

ビジネス用「フェイスブック」

スタート期間限定「半額キャンペーン中！」
2013 年 3 月 1 日現在

初回に会員登録費が 1 ヶ月分生じます。年間契約となります。消費税は別途生じます。

項目

非会員価格

会員月額 5,000 円プラン

会員月額 10,000 円プラン

会員月額 30,000 円プラン

サーバー、街標．ｃｏｍ＋街標
川崎＋スマホ街標にリスト掲載
いいネット・協賛カード発行

年間 15,000 円

無料

無料

無料

なし

無料

無料

無料

チェックイン店舗 POP
＋スタンド各 2 店

初回セット 1 万円
２回目以降 5,000 円

初回無料
２回目以降 2,000 円

初回～４回無料
５回目以降 2,000 円

初回～９回無料
10 回目以降 2,000 円

チェックインクーポン設定
年間計画書(歳時記)
投稿用素材集

5,000 円（エリア条件あり）
8,000 円
3,000 円

2,000 円（エリア条件あり）
無料
毎月 500 円

無料（エリア条件あり）
無料
無料

無料（エリア条件あり）
無料
無料

投稿（ブログ含む）

＠5,000 円～（3 回連動）

月３回無料、以降 3,000 円

月５回無料、以降 2,000 円

月 10 回無料、以降 2,000 円

取材
＊投稿、ブログ含む場合あり

①電話＋資料 8,000 円
②現地（体験含む） 12,000 円

①３回無料
②２回５０％OFF、追加２０％OFF

①５回迄無料
②２回無料、追加３０％OFF

①10 回迄無料
②５回迄無料、追加５０％OFF

コンテンツ(アプリ)ページの
企画制作費

２頁 30,000 円～(年間 1，5 万円)
以降１頁 20,000 円～

２頁 20,000 円～（年額 5,000 円）
以降１頁 15,000 円～

２頁 10,000 円～(年額無料)
以降１頁 10,000 円～

２頁無料(年額無料)
以降１頁 5,000 円～

上記用スマホ制作
ｆｂ広告付き＆代行

7,000 円（年間 5,000 円）
掛金 20％（最低 5,000 円）

3,000 円（年間無料）
代行費のみ 2,000 円～

無料
ｆｂ毎月 2,000 円付き

無料
ｆｂ毎月 5,000 円付き

コンサルタント
バナー広告
ｆｂの企画制作費（基本版）

２H5,000 円
5,000 円～
30,000 円～

月２H 2,000 円
1 箇所５０％OFF、追加３０％OFF
15,000 円～

月２H 無料
1 箇所無料、追加５０％OFF
10,000 円～

月１０H 無料
５ヶ所無料、追加５０％OFF
初回無料、追加 10,000 円～

いいネット会主催企画
広告やオプション割引（目安）
ｆｂビジネスいいね！会

紹介の場合のみ参加可
原則定価（セット割引あり）
１部＋２部＝＠4,500 円

年間 5,000 円協賛
5～30％OFF
＠4000 円

年間１万円協賛
10～３０％OFF
＠3,000 円

年間５万円協賛
10％～40％OFF
毎回＠無料

＊打合せ内容によっては別途費用が生じます。回数が限られる場合があります。＊ユーザー特典をお願いする企画があります。＊投稿は｢街標川崎｣｢街のいいね！｣
｢ブログ｣など、当社判断で発信させていただきます。原稿や写真等のご提供をお願いします。＊バナー広告の箇所は当社の判断で掲載させていただきます。

本企画・制作のお問合せは

街標プロジェクト(株式会社京映プランジュ) ０４５（５４８）９６１７ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｐｌａｎｊｕ.ｃｏ.ｊｐ/

