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地域密着情報で、人と、店と、街をつなぐ。

ポータルサイト & フリーマガジン

■フリーマガジン■SNS

@JIMORE1

JIMORE1

■ポータルサイト（スマホ対応）

■ジモンキー
ジモアのキャラクター

●性別：不詳
●誕生日：12月9日
●好きなことば：『義』と『愛』

高田馬場出身、目白育ち、早稲田在住。
好奇心旺盛でお散歩好き。
いつもアリババ（馬場歩き）しながら、
街を散策している。
チャームポイントは、お尻のハート。

ジモア
www.jimore.net

QRコードで
アクセス▶

　　　　　　　　　2015.07.10　



ポータルサイト［ジモア］ 月間 約55万ページビュー

ポータルサイト「ジモア」フリーマガジン［ジモア］ 65,000部 発行（季刊）

▶ 地域の方（在住者・通勤・通学）に直接アピール

▶ 大手サイトや情報誌より低コスト

地域最大級のサイトで店舗情報を発信できます。
集客に役立つ情報が掲載できます。1日約200円のコスト

◎スマホ対応！ 
レスポンシブサイトデザインを採用。
地域密着なので全国区サイトよりも店舗が見つけやすい。

◎お客様（掲載店）が自由に更新可能
店舗ごとのIDで好きな時に記事内容を更新できます。

◎求人情報が掲載できる
更新管理可能な求人コーナーが設置できます。（オプション）

◎各店舗SNS連携&SEO対策に有効
店舗のサイト、ブログ、Facebook等とのリンクによる集客が可能。
ポータルサイトのジモアからのリンクはSEO対策にもなります。

◎コアユーザーや読者からの集客
ジモア会員へのメルマガをはじめ、FacebookやTwitterなどのSNSを通じて
情報を発信。お店紹介特集なども配信します。（別途メルマガ、SNS広告枠あり）

◎360°パノラマ写真
自慢の店内を最新のIT技術の360°パノラマ写真で紹介します。（オプション）

◎ポイントシステムアプリ
スマホで貯めるポイントアプリをご用意。リピーターを増やすための
サービスやクーポン発行も可能です。（オプション）

Twitter
フォロワー：約4,000人
アカウント：@JIMORE1

Facebook
アカウント：JIMORE1

▶ SNSによる口コミ効果

▶ 地域のジモアスタッフによる口コミ

■サイト｜トップページ

■SNS■スマートフォン版

■特集ページ■フリーマガジン

■カテゴリーページ

■店舗ページ（TOP）

「ジモア」は高田馬場・早稲田・神楽坂・目白エリアの地域情報メディアです。街やお店の情報、ニュース・イベントなどの
地域密着の情報発信を通じて、地元を楽しむための“キッカケ”となり、人と、店と、街をつないでいきます。

媒体コンセプト

1日
約200円の宣伝費！

★医療・健康情報誌「ジモアクリニックガイド」
　（5万部）も年1回発行しています

地域最大のフリーマガジンで、幅広い層にアピールできます。
季節に合わせた情報やクーポンが掲載できます。3ヵ月のPR広告が15,OOO円から

◎巻頭特集枠で選ばれたお店に
季節ごとの巻頭特集では、編集部に選ばれたお店として
編集記事を作成します。

◎クーポンでお店をアピール
店舗ページ枠ではサイズ別に広告枠をご用意。
季節に合わせたアピールや店主の写真やメッセージが掲載できます。

◎新聞折込で確実にお届け
店舗・ラック設置、ポスティング、街頭配布だけでなく、
新聞折込（3万部/朝日・読売・日経）でマガジンをご家庭にお届けしています。
店舗単独で新聞折込チラシを入れるより、精読率も高く低コストです。



媒体データ

■月間ページビュー（PV） 約527,000　■月間ユニークユーザー（UU） 約56,500

▶新宿区を中心に都内近郊から男性・女性ともにバランスよくスマホをメインにアクセスされています。

※2015年6月現在：Googleアナリティクス等より

■直帰率： 39.1％　■1セッションPV数： 5.2ページ　■ユーザー： 新規66%、再訪問35%　◎モバイルユーザー67% （タブレット含む）

■女性
■男性

［性別］

男女ともに
バランスよくリーチ

■25-34歳
■18-24歳
■35-44歳
■45-54歳

［年齢］

■55-64歳
■65歳以上

「18-34歳」の層が約4割。
若年層は女性ユーザーが多い

■モバイル
■PC
■タブレット

［デバイス］

スマホ（特にiPhone）からの
ユーザーが多い

■新宿区
■東京（新宿区除く）
■豊島区
■神奈川
■大阪

［エリア］

■愛知
■埼玉
■千葉
■その他
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新宿区を中心に
都内近郊ユーザーが多い

▶新宿・豊島・中野区在住の方をメインに、高田馬場に通勤・通学されている方に愛読されています。

※2015年度：読者プレゼントアンケート等より

■女性
■男性 

［性別］

女性読者がやや多い

■30代
■20代
■40代
■50代

［年齢］

■60代
■10代以下
■その他

20代から40代の読者が
7割を占める

会社員・OL層と主婦層が
7割を占める

■新宿区
■豊島区
■東京23区
　（新宿/豊島/中野/文京区除く）
■東京23区外
■千葉

［エリア］

■埼玉
■神奈川
■中野区
■文京区
■その他

■会社員
■主婦
■学生
■公務員・教職員

［職業］

■自営業
■アルバイト・パート
■その他

新宿・豊島・中野・文京区で
7割を越える

□サイズ ・ 仕様

□発行エリア
□配 布 方 法

：

：
：

B5版（182mm×257mm） ・ 
フルカラー24ページ（中綴じ / 左開き）
新宿区高田馬場、早稲田、神楽坂、豊島区目白周辺エリア
●新聞折込（新宿区高田馬場 ・ 早稲田 ・ 落合など / 
   豊島区高田 ・ 目白など / 中野区の一部）
●店頭設置（約200ヶ所）　
●ポスティング ： 30,000部　
●企業送付 ・ 街頭配布　etc. 　　　  

□発行部数 ： 65,000部（うち新聞折込30,000部）　
□季刊発行 ： 1月 ｜ 4月 ｜ 7月 ｜ 10月

フリーマガジン［ジモア］

ポータルサイト［ジモア］

折込・配布エリア
高田馬場、早稲田、目白、雑司が谷、
落合、下落合、神楽坂、目白台など
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お申し込み・お問い合わせ COCOLONE株式会社 ジモア編集部 TEL：03-6427-4653　E-mail：info@jimore.net 
〒107-0062 東京都港区南青山5-15-9 フラット青山204   

掲載の流れ

▼ 掲載後は下記のプロモーション及びコンサルティングを無料で提供。

 ▼ フリーマガジン掲載には下記特典を無料サービスいたします。

広告スケジュール/入稿規定
【カテゴリーページ広告】発行日の3週間前金曜日（申込締切）

【フリー広告（純広告）】
※カテゴリーページ内の
　フリー広告も同様

◎カテゴリーページのフリー広告サイズは別紙をご覧ください。

編集部制作：発行日の3週間前金曜日（申込締切）
▶制作完了は発行日の前月15日まで
完全データ入稿：発行日の2週間前金曜日（申込締切）
▶入稿は発行日の前月20日まで

【タイアップ広 告】発行日の1ヶ月前（申込締切）

※掲載サイズは裁ち落としです。　※提供原稿は考査上、修正をお願いする場合がございます。

■Webサイト無料掲載｜基本情報および簡易情報をジモアサイトに無料掲載（特集掲載店様はサイト内の特集ページにも掲載されます）
■ジモア新聞（Webマガジン）｜取材等による来店促進記事の制作
■SNSプロモーション｜Twitter / Facebook等によるプロモーション＆送客支援
■メルマガ配信｜トピックスとして、ジモアメルマガによる情報発信

☆店舗検索のもとになる、カテゴリーは９つに分かれ、
   その中でさらに細分化されます。
①グルメ　②美容&健康　③スクール＆カルチャー　④住まい＆暮らし
⑤アミューズメント　⑥ショッピング　⑦病院＆薬局　⑧公共施設　⑨地域

☆店舗・施設につき基本セット5ページ（＋求人情報）にて構成されます。
①TOPページ / 基本情報　②紹介記事　③メニュー / スタッフ紹介等　
④クーポン　⑤地図　⑥求人情報（オプション）
◎お店のひとこと（タイムリーな情報発信コーナー）

■販促戦略立案｜クーポン掲載および分析、店舗ツール（リーフレット/カード等）のご提案
■ジモア新聞（Webマガジン）｜取材等による来店促進記事の制作
■SNSプロモーション｜Twitter / Facebook等によるプロモーション＆送客支援
■メルマガ配信｜トピックスとして、ジモアメルマガによる情報発信

ポータルサイト［ジモア］

フリーマガジン［ジモア］

フリー広告
（純広告）
1ページ/表2/
表3/表4

（182×257mm）
※裁ち落とし

お申込 掲載内容
ヒヤリング 原稿作成 原稿ご確認 掲載

お申込
ページ設置
（5ページ）
※取材撮影はオプション

更新マニュアル
ご送付 編集・更新 掲載

①TOPページ / 基本情報　

②紹介記事　

③メニュー / スタッフ紹介等　

④クーポン　

⑤地図　

⑥求人情報（オプション）

1

2

3

4

5

フリー広告（純広告）
2ページ

（257×364mm）
※裁ち落とし

基本セット掲載イメージ


