
月号8
〒630-8357
奈良市杉ヶ町14-1
第一西田ビル2F
地域情報ネットワーク株式会社
TEL.0742-27-1061
FAX.0742-27-1039

地域情報NWニュースレター

平成28年8月1日発行

Local
information
network

●告知方法　ポスティング
●サイズ　ハガキサイズ
●配布数　1,000 部　→　反響 6 件
●業種　美容室　　●内容　開店 PR
●配布方法　媒体に挟み込まず配布
●ポイント　ハガキの形状は「チラシ」とし
て見る先入観が軽減され、読み手に内容が
入りやすくなります。また、丈夫な上に場
所を取らないので保存率の高さは抜群です。
作成の際は通常のチラシよりも情報量が少
なくなるので、要点を絞ることをオススメ
します。
☆料金例
印刷料金　2,920 円　配布料金　4,644 円
計 7,564 円 ( 税込 )
※印刷料金は「プリントパック」さん利用で、

上質紙 180、両面 4 色、100×148mm、1,000
部印刷、7 営業日以内発送の場合。

ハガキの
ポテンシャルを見よ

反響事例 pick up!
横の繋がりで
ポスティングの品質向上！
ポスティング協同組合の合宿研修

6 月末に開催しました私立・国立 幼稚園展。今年で 5 回目を迎
えますが、例年と比べると 2 倍以上の来場者があり、大盛況に終わ
りました。来年の入園を考える人から、生後間もないけれど、先の
ことを考えて話を聞きにくる人など様々でした。最近では幼稚園が
減り、子ども園へ移行する動きがありますが、たくさんの方にお越
しいただき、幼稚園の良さを知ってもらえたなら嬉しい限りです♪

代表取締役社長　若林 良仁

今年も日本ポスティング協同組合の研修会に参加してきまし
た。同研修会ではポスティング業界の発展と品質向上のため、
組合員同士で講義や情報交換を行います。弊社からは若手社員 3
名で参加。講義とグループワークが繰り返される 2 日間を過ご
しました！

今回は営業部門の研修会ということで、チラシ販促の反響率
の上げ方に重点が置かれました。チラシを打って一度は反響が
出ても地域の情勢は次々に変貌します。同じやり方だけでは継
続した反響をとるのは難しいので、エリアの選択や配布方法を
常に考えなければなりません。依頼してくださったお客様のお
役に立つには、まだまだ学ぶことが多いです。

次回の研修は 7 月末。管理部門の研修で配布員のモチベーシ
ョンアップや配布品質の向上方法について学びます。ポスティ
ング会社同士の連携で業界全体の品質を上げていきます！

「日本市」は、奈良県内の㈱中川政七商店
で誕生したブランドです。和モダンなデザイ
ンがお洒落で、音色だけでなくデザインにも
魅了されています。実は今、高校時代の友人
が同企業の社員として働い
ており、この風鈴は私の心
を癒してくれるだけでなく

「友人に負けられないぞ～」
と、パワーも届けてくれる特
別な風鈴なのです。仕事は
違っても、一緒に奈良を盛
り上げたいです！

日本市の風鈴に

若のつぶやき



日 月 火 水 木 金 土

チラシ
10月1日号分
申込・搬入〆切

マイタウン奈良
10月1日号
広告申込〆切

マイタウン奈良9月17日号配布期間

チラシ
9月17日号分
申込・搬入〆切

マイタウン奈良
9月17日号
広告申込〆切

マイタウン奈良9月3日号配布期間

月刊大和路
ならら9月号
広告申込〆切

マイタウン奈良
8月20日号
広告申込〆切

チラシ
8月20日号分
申込・搬入〆切

マイタウン奈良
9月3日号
広告申込〆切

●月刊大和路ならら
　8月号発行

31 8/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 山の日 12 13

14 15 16 17 18 19 20

●チラシ
　8月20日号分
　チラシ搬入受入開始

マイタウン奈良8月6日号配布期間

マイタウン奈良8月20日号配布期間

●マイタウン奈良
　8月6日号発行

●マイタウン奈良
　8月20日号発行

●マイタウン奈良
　9月3日号発行

●マイタウン奈良
　9月17日号発行

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 9/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 敬老の日 20 21 22 秋分の日 23 24

月刊大和路
ならら10月号
広告申込〆切

●月刊大和路ならら
　9月号発行

●チラシ
　9月3日号分
　チラシ搬入受入開始

●チラシ
　9月17日号分
　チラシ搬入受入開始

●チラシ
　10月1日号分
　チラシ搬入受入開始

盆休み

マイタウン奈良　8月6日発行
お母さんの夏休み〜クーポン特集〜
病院特集

マイタウン奈良　9月3日発行
秋のおけいこ大特集
グルメ特集

マイタウン奈良　8月20日発行
健康大特集「水素のパワーをご存じ？」
あなたのとっておき隠れ家スポット

マイタウン奈良　9月17日発行
エリア特集「ならやま大通り」
美容特集

月刊大和路ならら　8月1日発行

富本憲吉と安堵
うぶすなの地へ

月刊大和路ならら　9月1日発行
式年造替もいよいよ終盤
いざ行かん、春日の杜へ！

ことまま　8月25日発行
巻頭特集
〜安心・安全〜
ソトごはん、ウチごはん
中面特集
七五三特集

＊予告は断りなく変更する
　場合があります。Next Issue 次号予告

広告・ポスティング〆切カレンダー
・チラシの搬入受け入れ開始は、搬入締切日の

3日前です。
・10万部を超えるお申し込は、締切日の前週ま

でにお声がけいただくようお願いいたします。

学生時代、考古学を学び発掘調査に明け暮れた
「掘女」です。多くの文化財を残し活かしながらも、
新しく進化し変わり続けるいにしえの都にずっと夢
中です。奈良の良いところは掘れば掘るほど出て
きます。私の夢はまだ誰も知りえぬ
奈良の良さを発掘し広く伝えること。
マイタウン奈良のプランナーとして今
日も探索しています！

日本人が最も知らない「ケビン」と名のつくハリウッド俳
優、それが Kevin Kline! コメディーからシリアスまで何でも
ござれ、ブロードウェイじゃ出てきただけで客席が沸く人気
者♥追随者なき日本一のケビン狂のわたくし、これまでの成
果は舞台 9 回、サイン 3 つ、会話もどき 2 回、握手 1 回、そ
して激レアは K.K. の吸いさし 1 本っ! でも Don’t call me 変態、
これも NY の美観を守るため。次回目標は熱いハグです !!

月刊大和路ならら編集長　鈴木元子

マイタウン奈良　プランナー

才 治  朋 子 名優ケビン・クライン
My favorite


