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「地域情報ネットワーク発行の
3紙をフル活用して効果を出す」
という神ってる紙わざ！

反響事例 pick up!

　毎年 12 月 15 日から 18
日にかけて行われる、春日
若宮おん祭。17 日の午前 0
時に執り行われる遷

せんこう

幸の儀で、若宮神を若
宮神社からお旅所へお遷しします。参道の
すべての明かりが消され、神に従う人々の

「ヲー、ヲー」と地の底から涌きいずるよう
な、警

み さ き

蹕（神事などの際、先払いがかけ声
で人々を制すること）の声が聞こえてきま
す。古式の作法にのっとった厳かな行事で、
奈良にいるなら一度は参列したいものです。

を

●掲載媒体　ならら 2 月号
●広告形態　表 2 広告
●サイズ　1/2 ページ　　●業種　自治体
●内容　下北山村の村内ツアー告知
●ポイント　ツアーの参加者を募集する内容
です。広告の他、記事ページでも取り扱いし
ダブルで読者の目に留まるようにしました。
また、集客力に定評のある「マイタウン」の
クローズアップ記事でとりあげました。そし
て、「ことまま」を含めた 3 紙の読者プレゼン
トに村の特産品を提供していただき、情報を
掲載しました。このように、いただいた金額

（ならら 1 誌分）で 3 倍の広報をできる、とい
うのが地域情報ネットワークの『紙わざ』。
●結果　17 組 36 名のお申込みがありました。
オフシーズンのツアーの成功に貢献できま
した。「ならら」の広告は春のネイーチャー
ツアーに相応しいグリーンの広告が印象的
と、読者から好評でした。

昨年から行き始めた修二会。寒～い中、足も痺れながら聴聞す
ること 1 時間、お坊さんたちの「南無観自～在♪南無観自～在
♪」とリズムの良い声明が始まりました。今回の私の目的はコレ。
去年は何もわからずじまいでしたが、今回はオペラのような声明
を楽しみつつ、奈良の新たな魅力に触れることができました。修
二会がお好きな方はぜひならら 2 月号、読んでみてくださいね♪

代表取締役社長　若林 良仁

弊社は 1987 年 3 月 3 日に発足、今年で創業 30 年を迎えた。
奈良県で初めての戸別配達方式によるフリーペーパーの発刊、
マイタウン奈良の誕生である。この頃にはまだ、ポスティング
という言葉はなかった。奈良、生駒、天理、郡山の北和 4 市 16
万世帯に配布員 250 人で情報紙をお届けする。仕事は担当エリ
アを決める地図作りから始まった。住宅地図をコピーして切り
抜き、区域番号を割り振っていく地道な作業である。次は配布
員の募集。求人広告を打つが 50 区域ぐらいが集まらない。配布
日は早朝から社員が総出で配布に出掛ける、そんなことが 5 ～ 6
年は続いた。

配布員の方を弊社ではインフォメイトと呼んでいる。情報を
共有する仲間という意味だ。その当時、働いている人は子育て
ママばかりであった。紙面づくりにも積極的に参画し、活気あ
るタウン紙にづくりに貢献していただいた。今ではインターネ
ットの普及で情報紙の役割も変わってきているのかなと思うが、
この地域に住む人々の明日の暮らしに役立つ情報をお届けする
という基本理念だけは失いたくない。

代表取締役会長　若林 清

若のつぶやき

 「ヲー、ヲー」

30年前、奈良初、戸別配達方式
フリーペーパー発刊。



日 月 火 水 木 金 土

月刊大和路
ならら6月号
広告申込〆切

マイタウン奈良
5月20日号
広告申込〆切

マイタウン奈良
6月3日号
広告申込〆切

マイタウン奈良5月20日号配布期間

チラシ
5月20日号分
申込・搬入〆切

マイタウン奈良4月29日号配布期間

月刊大和路
ならら5月号
広告申込〆切

チラシ
4月29日号分
申込・搬入〆切

マイタウン奈良
4月29日号
広告申込〆切

マイタウン奈良4月15日号配布期間

チラシ
4月15日号分
申込・搬入〆切

マイタウン奈良
4月15日号
広告申込〆切

マイタウン奈良4月1日号配布期間

26 27 28 30 31 4/129

2 3 4 6 7 85

9 10 11 13 14 1512

16 17 18 20 21 2219

●月刊大和路ならら
　4月号発行
●マイタウン奈良
　4月1日号発行

●マイタウン奈良
　4月15日号発行

●チラシ
　4月15日号分
　チラシ搬入受入開始

●チラシ
　4月29日号分
　チラシ搬入受入開始

23 24 25 27 28 2926

30 5/1 2 4 5 63

7 8 9 11 12 1310

14 15 16 18 19 2017

●月刊大和路ならら
　5月号発行

●マイタウン奈良
　4月29日号発行

●マイタウン奈良
　5月20日号発行

●チラシ5月20日号分
　チラシ搬入受入開始

GW休暇期間4/29・30・5/3～7

GW
休暇期間

GW
休暇期間

GW
休暇期間

●ことまま5・6月号発行

マイタウン奈良　4月15日発行
マイタウン奈良30周年記念号vol.2
テーマ：未来の奈良はきっとこんなに素敵
ヘアサロン／医療

マイタウン奈良　5月20日発行
新大宮エリア特集
病院特集・健康特集

マイタウン奈良　4月29日発行
GWアウトドア特集
母の日グルメ特集

マイタウン奈良　6月3日発行
ママ会グルメ特集
虫歯の日、歯医者特集

月刊大和路ならら　4月1日発行

快　慶
美と真理の探究者

月刊大和路ならら　5月1日発行

大和路バス100年史

ことまま　4月25日発行

巻頭特集

ママ応援特集
中面特集

おけいこ特集

＊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。

「マイタウン奈良」の営業として入社して間もなく
半年が経ちます。様々なお客様とお会いする際に、

「ご苦労様」「頑張ってください」などのお言葉を頂
くことがあります。そんな一言のおかげで前向きな
気持ちになり、誰かのために行動しようと動き出せ
ます。「自分に返ってくることなんかなくていいの。
でも自分ができる行いは無限大よ」といった祖母の
言葉を、今になってやっと深く実感しています。

今年は、義父が残してくれた梅の木を主人と二人、見よう
見まねで世話をしております。自分が世話をするようになると、
今まで気にも留めなかった他の梅の木にも目がいくようになり
ました。剪定から手をかけてきた分、たくさんの花を咲かせて
くれると感慨深いものがありました。花の下で子供たちとつく
しを採ったりと、春を楽しんでおります。花が終わると梅の実
が生ります。花を楽しんだ後は実を収穫し、梅酒・梅干し作り
…。自家製梅酒は絶品です !!　　　　　　　管理部　山崎由紀

マイタウン奈良　プランナー

西 野  利 鷹 梅の花
My favorite


