
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

番号 所 在 地 電話番号

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

100円ショップ

呉服

3

暮らしのお手伝いサイト 経営のお助けサイトいさはやWEB情報室

24－0000

23－0000

22－0000

23－0000

information
→　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
→　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ａ広告 Ａ広告

Ａ広告 Ａ広告
　→おすすめコラム

　→補助金・助成金コーナー

　→何でも相談室

　→お店や商品、事務所・工場

　→特売・イベント情報

　→いさはやグルメマップ

　→医療・福祉・介護

　→生活べんり情報

　→諫早の三大まつり

　→融資に関するコーナー

　→相談コーナー

　→ビジネス支援図書館

　→各種関連団体リンク

　→その他情報

　→講習会・講演会

　→労務担当者必見情報

Ａ広告 Ａ広告

トップページ

生花

いさはやWEB情報室

共通商品券　６商店街共通商品券

○○○○ 時計・眼鏡・宝石 栄町1－1 22－0000

広告募集資料１－１

駐車場

呉服・婦人服・寝具

栄町1－3

栄町1－3

栄町1－7

栄町1－7

栄町1－10

22－0000

共通商品券取扱い店一覧
業　種

1
共通商品券の加盟店

2

　→お店や商品、事務所・工場

栄町○○○○

○○○○店

　→いさはやグルメマップ

　→生活べんり情報

○○○○店

○○○○

暮らしのお手伝いサイト

店　　名

　→知っ得べんり集
4

5

6

○○○○店

　→何でも相談室

　→医療・福祉・介護

　→諫早の三大まつり

　→特売・イベント情報

バナーのモデル（当所での作成
料は　２万円）

自社のホームペー
ジなどにリンクでき
ます

Ａ広告の料金は
１ヶ月あたり１万円
（会員以外は３万円）

検定情報 ＰＥＴ／ＣＴ

Ｄ広告

この項目（コンテンツ）
をクリックした結果の表

示です→→

Ｄ広告の料金は
１ヶ月あたり５
千円（会員の場合は
他の広告と複数割引が

あります）

２ページ目以降の画面の例

ジャンプボタン

Ｄ広告は各項目（コンテンツ）の結果として表示される会社名な
どにリンクさせる広告です！！

Ｂ広告
Ｂ広告の料金は　１ヶ月あたり５千円
（会員以外は２万円、会員の場合は他の広告との

複数割引があります）

Ａ広告は最大３０
コマで、クリック
するたびに順番が
かわっていきます

自社のホームページや別に登録した画
面（地図や会社案内など）にジャンプ
することができます（当所への画面登録

はＡ４版１枚あたり月千円です）



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

味どころ　○○○○ >>
←本日のオススメ料理
少人数宴会コース　飲み放題3000円～ 諫早市○○町
カウンター１０席　小部屋６（仕切り） 諫早×××　ナナメ前
焼酎キープあり　季節メニュー、 TEL0957-00-1111
魚介類多数あり 午後５時～１２時

　 日曜定休
ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 飲み放題 飲み放題 宴会 季節料理 一杯

中華飯店○○○○ >>
←コース料理３０００円、４０００円、５０００円
宴会場大１００人、中５０人、小２０人 諫早市○○町
単品料理：ちゃんぽん、皿うどん、エビチリ、 ××銀行様横を入り２０ｍ
×××など TEL0957-00-1111
駐車場２０台 年中無休

　
ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 中華 ちゃんぽん 宴会 忘年会 定食

101 衣料品・服地 601 ホテル・旅館
131 身の回り品・雑貨 631 旅・観光
141 時計・メガネ・宝石 641 みやげ・ギフト
151 ファッション 651 交通・車・二輪
171 理容・美容 661 スポーツ・健康

671 娯楽・遊技場

201 食料品・生鮮・菓子・パン 701 趣味・教養
211 飲料 731 音楽・楽器・ＣＤ
231 食堂・レストラン 751 文化・芸術
251 飲食店 771 書籍・文具・学用品
271 料亭・グルメ 791 教室・塾

401 家具・寝具 801 冠婚葬祭・パーティ
411 家電・電話・カメラ 811 イベント・会議・宴会
431 電気・ガス・水道・燃料 831 医療・薬・治療
451 住宅関連・家庭用品 851 印刷・出版
461 リフォーム・建築 871 修理・補修・手入れ
471 花・園芸・アウトドア 891 レンタル
491 不動産

901 スーパー・コンビニ
931 ＩＴ関連
951 金融・保険
999 その他

（１）Ａ広告（トップページ）を行う場合 （２）Ａ広告は行わずＢ、ＤまたはＥ広告を行う場合

　　④Ｂ、ＤまたはＥ広告の４コマ目から　　④Ｂ、ＤまたはＥ広告の３コマ目から

　　②２コマ目のＡ広告（Ａ広告は併せて２コマ
まで）

　　③Ｂ、ＤまたはＥ広告２コマまで ２千円

１千円１千円

　　①１コマ目のＢ、ＤまたはＥ広告

　　②２コマ目のＢ、ＤまたはＥ広告

　　③３コマ目のＢ、ＤまたはＥ広告

１万円

５千円

３千円

９総合・その他

５千円

３千円

２食・飲・グルメ

４住まいとくらし

６観光・スポーツ・娯楽

７趣味・教養・教育・文化

８生活

広告料金の割引表（抜粋）

広告募集資料１－２

お買い物・サービス情
報のジャンル（カテゴ

リー）　　→→

　　①１コマ目のＡ広告

お店や商品、事務所・工場の検索

１衣・ファッション

写真やロゴマーク

写真やロゴマーク

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いさはやWEB情報室
お買い物・サービス情報

　→いさはやグルメマップ

暮らしのお手伝いサイト

　→お店や商品、事務所・工場

　→知っ得べんり集

　→何でも相談室

　→医療・福祉・介護

　→諫早の三大まつり

　→特売・イベント情報

　→生活べんり情報

Ｅ広告

この項目（コンテンツ）
をクリックし、さらに「飲
食店」を選択した結果

の表示です→→ Ｅ広告の料金は
１ヶ月あたり５千円
（会員以外は２万円、会員の
場合は他の広告との複数割引

があります）

２ページ目以降の画面の例

パソコンや携帯から自由に内容の書き換えができます（枠を借りる
＝レンタル広告＝という考え方です）

味どころ　○○○○

中華飯店○○○○

自社のホームページや別に登録した画
面（地図や会社案内など）にジャンプ
することができます（１カ所のみ無料、
ただし当所への画面登録は有料です：Ａ４

版１枚あたり月千円）

Ｅ広告では　右の
ジャンルを１広告
あたり３個まで登

録できます

会員だけの
割引特典で

す



1 ←本日のオススメ料理 1

2 少人数宴会コース　飲み放題3000円～ 2 諫早市○○町
3 カウンター１０席　小部屋６（仕切り） 3 諫早×××　ナナメ前
4 焼酎キープあり　季節メニュー、魚介類多数あり 4 TEL0957-00-1111
5 5 午後５時～１２時
6 　 6 日曜定休

ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 飲み放題 宴会 季節料理 一杯

1 ← 1

2 素泊り：¥5700 　朝食付き¥6500 【サービス・税込み】 2 諫早市○○町
3 和室1室洋室40室（シングル39室　ツイン1室） 3 諫早インター　車３分
4 歯ブラシ・ヘアドライヤー・浴衣・・・・・・ 4 TEL0957-00-1111
5 駐車場１０台分 5 チェックイン午後３時～
6 　 6 チェックアウト午前１０時

ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ ホテル ビジネス 宿泊

1 ← 1

2 水漏れ、水回り、排水管修理 2 諫早市○○町
3 トイレ通管、台所通管＝基本料金￥００００ 3 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-000-000
4 水漏れ修理＝基本料金￥００００ 4 ２４時間いつでもＯＫ
5 5

6 　 6

ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 修理 トイレ 水漏れ 排水

1 ← 1

2 時計・めがね・アクセサリー 2 諫早市○○町
3 望遠鏡・双眼鏡 3 ××××様　ウラ
4 ○○スタンプ加盟店 4 TEL0957-00-1111
5 5 駐車場あり
6 　 6 日曜定休

ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 時計 めがね 宝石 アクセサリー スタンプ 修理

1 ←オススメ品＝○○○○（100g・・・・円） 1

2 嬉野茶、八女茶、茶器、・・・・ 2 諫早市○○町
3 贈り物用に各種品揃え 3 駅前お茶の間通り
4 おいしいお茶の飲み方お教えします 4 TEL0957-00-1111
5 ○○スタンプ加盟店 5 駐車場あり
6 　 6 日曜定休

ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 茶 抹茶 ギフト 法事 スタンプ みやげ

1 結婚式場・パーティ・同窓会会場 1

2 大広間３００人収容、チャペルあり 2 諫早市○○町
3 美容室・貸衣装あり 3 諫早×××　徒歩３分
4 和室３室・洋室40室（シングル30室　ツイン10室） 4 TEL0957-00-1111
5 宿泊：¥6000 ～　朝食付き¥7000～ 5 チェックイン午後３時～
6 　 6 チェックアウト午前１０時

ｷｰﾜｰﾄﾞ＝ 結婚式 パーティ 貸衣装 ホテル

月額５，０００円
複数割引ありお買い物・サービス情報の例

写真

>>

味どころ　○○○○ >>

写真

写　　真
（またはロゴ

マーク）

>>

写真

○○○○サービス

ビジネスホテル△△△

写真

○○○○時計店 >>

写真

○○○○茶補 >>

○○○○ホテル >>

味どころ　○○○○

割烹　○○○○

中華飯店○○○○

○○○○時計店地図と写真

味どころ　○○○○○○○○時計店

○○○○ホテル

リンクは広
告料金に含
まれます

ホーム
ページが
なくて

も、当所
にＡ４版
１枚を月
額千円で
登録でき

ます

登録件数がふえたらキーワード検索を追加しますので必ず記入してください


