
に特化した情報サイト「いいものタウン®」。神崎郡

おかげさまで

利用者2500
0人突破

パソコンでも。 モバイルでも。

「Google」でも、「Yahoo」でも。

神崎郡の地域情報なら検索結果が上位に表示されます。

検索いいものタウン 検索神崎郡　地域情報

検索（ショップ・企業名など+）　いいもの

※「いいものタウン®」は登録済み商標（登録5948771）です。広告、情報の取扱において大事な情報を守ります。

登録

商標

情報発信に専門の

人材を確保できない。

ホームページをつくりたい
広告費をおさえたい。 パソコン・スマホの

操作が苦手。

ＳＮＳってどうやったらいいの？

お問合せ：TEL・FAX 0790-21-9003 メール：inquiry@iimono.town

WEB広告・PCでのお困りごとならご相談ください。

いいものタウン®

株式会社西谷通信工業　福崎営業所

兵庫県神崎郡（福崎町・市川町・神河町）内の人やモノに

スポットを当てた地域住民、神崎郡に興味のある方向けに

特化した地域情報発信サービスです。

暮らす

食べる

遊ぶ

イベント

知る

行政情報

企業・ショップ情報

求人情報

をだしたい。



へのWEB広告なら「いいものタウン®」。

パソコンでも。 モバイルでも。

の「わくわく」が見つかる！神河町 市川町 福崎町

「Google」でも、「Yahoo」でも。

神崎郡の地域情報なら検索結果が上位に表示されます。

検索いいものタウン 検索神崎郡　地域情報

検索（ショップ・企業名など+）　いいもの

※「いいものタウン®」は登録済み商標（登録5948771）です。広告、情報の取扱において大事な情報を守ります。

「ページビュー」「ユーザー」増加中！

神崎郡

神崎郡に興味のある⽅が増えています。

協賛企業・団体募集

協賛企業・団体リストページ：https://iimono.town/sponcerlist

「情報の連携で神崎郡内をもっと元気に。」

協賛として企業、団体とダイレクトに繋がる

ことでより新鮮、信⽤ある情報の発信を

⾏っています。

協賛企業・団体増加中！

「いいものタウン®」での協賛広告のメリット

ユーザーは神崎郡に在住者、神崎郡に関連のある

⽅がメイン。⽣活に密着した情報とあわせて商品

やサービス情報をご近所さんにお届けします。

ご近所さんに情報をお届け。
1

いいものタウンの⽬的は神崎郡エリアが元気に

なること。対象とする⼈⼝は⼤都市に⽐べ少な

いため広告料⾦も安価に設定しています。

コストを抑えた料金プラン。
2

広告を出稿いただくことで神崎郡の情報が強化。

地域内外のユーザー（住⺠）には地域への好奇

⼼、愛着⼼を。貴社へは認知、理解度として

利益を還元します。

神崎郡が元気に。
3

▼お問い合わせ▼

いいものタウン®

株式会社西谷通信工業　福崎営業所

TEL･FAX: 0790-21-9003
e-mail: inquiry@iimono.town

地域内の情報を集約・発信

￥1,000～（税込）

協賛リスト掲載
協賛リストへの掲載のみは￥1,000（初回）

にて承っております。記事、商品広告につい

ては別途お問合せ下さい。



貴社の情報発信をサポートします。

いいものタウンが毎⽉継続して貴社の商品や

サービス、業務内容を地域内に発信します。

情報発信、広告についておまかせください。

継続して情報を発信するのが大変。
1

貴社専⽤ページをサイト「いいものタウン」内に

作成します。事業内容、商品、求⼈情報などを

掲載します。

2

いいものタウンが貴社の情報発信部⾨として

HP、SNSで情報を発信。操作⽅法についても

ご相談ください。

3

事業内容、商品を知ってもらいたい。

パソコンやスマホでの発信が苦手。

こんな企業・団体様にオススメ。

企業

団体

への広告ならおまかせ♪神河町 市川町 福崎町

企業

団体

地域

内

地域

外

① HP・SNS
　 広告・情報

② 取材・情報発信

③ 興味・関心・理解

神崎郡への情報発信ならおまかせ。

1.￥5,000「企業ページ作成、SNS連動」※

2.￥5,000「いいものタウン内バナー設置、広告」※

3.￥1,500「企業ページ提供」

4.￥3,000 「チラシ、イベントの告知（HP・FB・Twitter）・求人」など

5.￥2,500 「SNS運用サポート」「WEBサポート」など

￥10,000（税抜）/月

￥10 ,000プラン（例）

※2018/10/20までのご契約、3ヶ⽉以上のお申込が必要です。

いいものタウン®

株式会社西谷通信工業　福崎営業所

TEL･FAX: 0790-21-9003
e-mail: inquiry@iimono.town

※各広告の詳細については別途「広告の種類と料⾦」を

 ご参考ください。

情報の流れのイメージ。

期間限定 記事1本（￥30 ,000相当）サービス

＋

￥15,000

相当



￥10,000/⽉ ご提案プラン
設定料⾦

￥10,000/月

いいものタウン（iimono.town）、SNSアカウン

ト内で貴社ページ、サービスを総合的にPRします。

トップページ

・貴社の新着情報をいいものタウン上で掲載します。

※イベント、商品情報、求⼈情報など

・画像2枚程度、100⽂字程度のボリュームになります。

トップページ

詳細ページ

+

1記事

カテゴリ内ピックアップ

カテゴリTOPバナー

1記事サービス

OR

￥30,000

相当

情報の流れのイメージ。

関連ページ

貴社HP

貴社SNS

貴社HP

貴社FACEBOOK

・どのページからも任意リンク先へ移動が可能

貴社HP

貴社SNS

貴社HP

貴社SNS

※３ヶ月以上のお申込が必要です。

￥15,000

相当

神河町 市川町 福崎町

いいものタウン®

株式会社西谷通信工業　福崎営業所

TEL･FAX: 0790-21-9003
e-mail: inquiry@iimono.town



求人広告の掲載なら

いいものタウン®なら4,000円/⽉（※協賛企業

の場合は ）で求⼈広告が出稿可能。－1,000円

定型フォームにご⼊⼒頂いて送信のみでOK。

低コストで求人広告を出したい！
1

神崎郡情報特化サイト「いいものタウン」内に

専⽤求⼈ページを作成します。神崎郡エリアの

住⺠の⽅はもちろん興味のある⽅へ事業内容、

商品、求⼈情報を効果的にPR

2
対象地域へ強力にPR。

いいものタウン ×求⼈。®

神崎郡に

強い！

への広告ならおまかせ♪神河町 市川町 福崎町

4,000円 /⽉※税抜

いいものタウン®

株式会社西谷通信工業　福崎営業所

TEL･FAX: 0790-21-9003
e-mail: inquiry@iimono.town

関⼼・興味を集約。だから強い。

スマホに最適化。求⼈専⽤ページを作成。

企業

団体

企業外観・イメージ写真

求人タイトル

SNS��

求人詳細

関連リンク

関連地域情報

2万PV

月

※2018/07現在



たとえば自分のWEBサイトを作りたい。

料⾦

￥100,000

・製作約2ヶ⽉

・独⾃ドメイン

・お問合せフォーム、スライダー、ブログ

※ページレイアウト（〜5ページ）

※サーバー契約費⽤、SSL、ドメイン維持⼿数料は別途実費

ホームページ

オリジナルデザイン ※自由にカスタマイズ、編集が可能

通販サイト

料⾦

￥50,000

・製作約2ヶ⽉

・独⾃ドメイン（別途申込必要）

・お問合せフォーム、スライダー、ブログなど

 機能は規定サービスに基づく

※SSL、ドメイン維持⼿数料は別途実費

料⾦

￥50,000

※SSL、ドメイン維持⼿数料は別途実費

ホームページ

既存サービス利用HP作成 ※サービスの範囲内で作成

・製作約2ヶ⽉

・独⾃ドメイン（別途申込必要）

・お問合せフォーム、スライダー、ブログなど

 機能は規定サービスに基づく

・WEBサイトを作りたい。

・通販サイトを作りたい。運用の方法

・SNS運用サポート

・LINE®スタンプを作りたい。

・イラスト製作

・事務ソフト自動化（Office® Excel）

・グループ情報共有アプリ「iiplane」

ITコンシェルジュサービス

WEB、PC、SNSでのご要望に対応します。

「コンシェルジュ」とはお客様の様々なリクエストにお応え

するプロのこと。

いいものタウンの「ITコンシェルジュサービス」。

・パソコンの設定がよく分らない。

・SNSをはじめたいけどどうすればいいのか分からない。

・通信販売で商品を買いたい、売りたい。

・ホームページを作りたい。

・もっと業務を効率よくしたいなど。

ちょっとしたことからでもお気軽にご相談ください。

お客様の○○したい、を⼀緒に考えご提案、対応します。

単⽉

￥1,000

12ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥950 ￥900

基本料金（税別） ※お電話、訪問対応 

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

※上記はお客様リクエストに対して内容をご確認させて頂いた上でご提案させて頂くまでの

料⾦となっております。（初回1時間：同⽉内で2回⽬以降については同額のご請求となり

ます）実際に製作、設定をご希望させる場合は別途お⾒積させて頂いた上でのご対応となり

ますこと予めご了承ください。

いいものタウン®

株式会社西谷通信工業　福崎営業所

TEL･FAX: 0790-21-9003
e-mail: inquiry@iimono.town



4

広告の種類と料金① ※税別

ページ：トップページ

URL：https://iimono.town/

1

バナー広告（※①スライダー）

指定の商品、サービスのWEBページへ誘導します

。視覚的にサービス、商品の認知度を向上させます。

単⽉ 3ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥40,000

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥36,000 ￥30,000

※①④：枠が上限の場合はお申込頂けません。バナーデザインが必要な場合は別途\5,000

5社限定

2

特集記事（企業・商品・サービス）

打合せ内容に基づき、貴社業務、商品、サービスの特集

記事を作成、掲載します。

基本

￥30,000

ねこレポ

-￥10,000 +￥10,000

・1000⽂字・画像10枚程度・各カテゴリページにも掲載（※広告の種類と料⾦③）

・記事内から企業HPなどへのリンクが可能です。

・ の掲載が可能です。最⻑1年間

・作成と併せてFACEBOOK、TWITTERで紹介。（どなたでもページの共有ボタン

からSNS共有が可能です。）

・記事へのコメント可能

※基本フォームに沿った記事となります

写真、⽂章をご⽤意

「ねこレポ」とは？

いいものタウン所⻑「ねこさん」（キャラクター）がユーザー⽬線で体験、しゃべる、

”楽しさ”、”親しみやすさ”を第⼀にした特別な記事構成になります。また画像も

「イメージレポ」としてサービス、商品を"より"近く感じて頂けるプランになります。

「ねこさん」

3

みんなの情報ページ（商品・イベントのチラシなど）

貴社で作成されたチラシ、情報をいいものタウン上で共有、

掲載します。（FACEBOOKからのシェア、チラシの掲載）

￥2,000

1

2

3

4

1

単⽉ 3ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥6,000

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥5,400 ￥4,500

4

基本 ご⽤意頂くもの

・情報内容がわかるもの

※SNSでの発信ページ、チラシ、画像等

・200⽂字・画像2枚程度・各カテゴリページにも掲載（※広告の種類と料⾦③）

・情報ページから企業HPなどへのリンク（1つ）が可能です。 の掲載が可能です。※最⻑1年間

※求⼈情報については「広告の種類と料⾦①-2（⑤求⼈広告）」を別途お申込ください。

トップページ

※表⽰価格は協賛前の初回基本価格になります。協賛後は各広告について表⽰価格より\1,000OFF

※協賛前の複数⽉にかかる広告については初⽉は基本価格、翌⽉以降は協賛価格での対応になります。



広告の種類と料金①-2 ※税別

ページ：トップページ

URL：https://iimono.town/

5

求人広告

貴社求人ページを作成、掲載します。

￥4,000

単⽉

・求⼈情報ページには画像2枚（トップ画像とチラシなど）程度と求⼈内容の掲載が可能です。

・30⽇以下の掲載であっても1ヶ⽉分の料⾦が発⽣します。

※1ヶ⽉：掲載開始⽇〜翌⽉同⽇

・採⽤決定などで情報を取り下げられる場合はご連絡ください。

・企業情報（写真、商品情報等）をPRされる場合は別途企業ページプランをお申込ください。

・企業ページ内のみでの求⼈告知は⽉額利⽤料（\1,500のみ「参考：広告の種類と料⾦②」）

5

6

企業ページ利⽤中の場合は ￥2,000

※各町（神河町・福崎町・市川町）ページにも掲載

掲載頂ける求人内容
内容 | 給与 | 内訳 | 給与体系 | 雇⽤形態

応募資格 | 募集⼈数 | 勤務地 | 交通費

休⽇ | 勤務時間 | 備考 | 選考⽅法 | 応募書類等

6

オープン・リニューアル情報

オープン、リニューアル情報の発信をお手伝いします。

無料

利⽤料⾦

・オープン前のお店やスポット情報をエリア内に発信。

※オープン、リニューアルに伴う求⼈情報については別途求⼈広告プランをお申込ください。

・画像2枚、200⽂字程度

※オープン、リニューアルに伴う詳細情報については別途記事をお申込ください。

※該当する各カテゴリページ（⾷べる、暮らす、遊ぶ等）にも掲載

企業ページ（商⽤利⽤可）を別途

お申込いただくことで企業ページ内

でも情報の告知が可能です。

トップページ

※表⽰価格は協賛前の初回基本価格になります。協賛後は各広告について表⽰価格より\1,000OFF

※協賛前の複数⽉にかかる広告については初⽉は基本価格、翌⽉以降は協賛価格での対応になります。

協賛割引なし



広告の種類と料金② ※税別

ページ：企業ページ（サンプル）

URL：https://iimono.town/000-00000

企業専用ページ（レイアウト1）

Hpとしてもご利用頂ける商用利用可能（商品、サービスの

告知可）な詳細企業ページ（レイアウト1）の作成します。

初期費⽤

￥10,000

ご利⽤料⾦(※⽉額)

￥1,500

・URL：https://iimono.town/**** （※****は任意に指定可能）

・任意のレイアウト可能（メインページ（1ページ）のみの製作となります。）

・ご契約期間中のコンテンツ内容差し替えは何度でも可能です。

※⼤幅なレイアウト変更については別途相談

表⽰内容

・企業外観写真（フルワイド）

・ 会社概要 ）・WEBサイトURL企業名・ （所在地・連絡先・営業⽇

・FACEBOOKの企業ページがあれば情報取得機能・所在地、地図

・事業内容・運営⽅針・キャッチコピー

・取扱商品、サービス（10点程度まで）

・お問合せフォーム・商⽤広告可能

※他の地域情報表⽰無し

※ページのSNSシェアボタン無し

※コメント機能無し

※6ヶ⽉、1年より契約期間が選択可能。（1年 10% OFF）

協賛割引なし

ポイント

※6ヶ⽉、1年より契約期間が選択可能。（1年 10% OFF）

ページ：企業ページ（サンプル）

URL：https://iimono.town/archives/6456

企業専用ページ（レイアウト2）

Hpとしてもご利用頂ける商用利用可能（商品、サービスの

告知可）な詳細企業ページ（レイアウト2）の作成します。

初期費⽤

￥5,000

ご利⽤料⾦(※⽉額)

￥1,500

・URLは https://iimono.town/archives/*** （※***の指定不可）

・基本レイアウトのみ（メインページ（1ページ）のみの製作となります。）

・ご契約期間中のコンテンツ内容差し替えは何度でも可能です。

※⼤幅なコンテンツ変更については別途相談

表⽰内容

・※企業外観写真（800px×800px） 企業名

・会社概要（ ・WEBサイトURL所在地・連絡先・営業⽇

・FACEBOOKの企業ページがあれば情報取得機能・所在地、地図

・事業内容・運営⽅針・キャッチコピー・取扱商品・サービス（10点程度まで）

・お問合せフォーム・商⽤広告可能・他の地域情報表⽰・関連記事の表⽰

※SNSシェアボタン・コメント機能

ポイント

※6ヶ⽉、1年より契約期間が選択可能。（1年 10% OFF）

他社情報あり

1

2

1

2

広告可

広告可

ユーザーの利便性向上のため、企業ページのお申込の有無に限らず「企業・団体名」

「所在地」「連絡先」「営業⽇（時間）」※上記 については登録させて頂いております。⻘⽂字

企業ページ

協賛割引なし

※表⽰価格は協賛前の初回基本価格になります。協賛後は各広告について表⽰価格より\1,000OFF

※協賛前の複数⽉にかかる広告については初⽉は基本価格、翌⽉以降は協賛価格での対応になります。



広告の種類と料金③ ※税別

ページ：カテゴリページ（※例 「⾷べる」）

URL：https://iimono.town/umaimon

1

バナー広告（※①スライダー）

指定の商品、サービスのWEBページへ誘導します

。視覚的にサービス、商品の認知度を向上させます。

単⽉ 3ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥10,000

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥9,000 ￥7,500

※①⑤：枠が上限の場合はお申込頂けません。バナーデザインが必要な場合は別途\5,000

5社限定

2

特集記事（企業・商品・サービス）

打合せ内容に基づき、貴社業務、商品、サービスの特集

記事を作成、掲載します。

基本

￥30,000

ねこレポ

-￥10,000 +￥10,000

・1000⽂字・画像10枚程度・トップページにも掲載（※広告の種類と料⾦①）

※基本フォームに沿った記事となります

※記事の詳細については「広告の種類と料⾦① 特集記事」をご参考ください。

写真、⽂章をご⽤意

3

みんなの情報ページ（商品・イベントのチラシなど）

貴社で作成されたチラシ、情報をいいものタウン上で共有、

掲載します。（FACEBOOKからのシェア、チラシの掲載）

￥2,000

1

2

5

1

単⽉ 3ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥4,000

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥3,600 ￥3,000

5

基本 ご⽤意頂くもの

・情報内容がわかるもの

※SNSでの発信ページ、チラシ、画像等

・200⽂字・画像2枚程度・トップページにも掲載（※広告の種類と料⾦①）

・情報ページから企業HPなどへのリンクが可能です。・ の掲載が可能です。最⻑1年間

4

「⾷べる」「暮らす」「遊ぶ」「イベント」「各町のトップ

ページ」などカテゴリページへの広告プラン。

※カテゴリに沿った内容を出稿いただくことで効果的にPRが可能です。

3

5

4

ピックアップバナー

いいものタウン内の貴社企業ページへ誘導するバナーを設置

します。（※企業専用ページ「レイアウト2」・記事・情報ページの作成が別途必要です。）

単⽉ 3ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥4,000

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥3,600 ￥3,000

8社限定

1

例：食べる

※表⽰価格は協賛前の初回基本価格になります。協賛後は各広告について表⽰価格より\1,000OFF

※協賛前の複数⽉にかかる広告については初⽉は基本価格、翌⽉以降は協賛価格での対応になります。



広告の種類と料金④ ※税込

ページ：協賛リストページ

URL：https://iimono.town/sponcerlist

協賛リストへの掲載

「協賛リスト」へ貴社名（サービス名）・所在地を記載しま

す。企業PR、地域貢献のひとつとしてご利用ください。

初回のみ

￥1,000

協賛リスト

※貴社名（サービス）名→いいものタウン内貴社ページ →（商⽤告知は別途お申込要）

貴社HP（SNS）の形で設定させて頂いております。

・初回のみ（永続）

・貴社SNS、HPなどの情報をフォロー、発信。

（※原則として広域情報を対象。限定的な商品、サービス」

 についてはフォローできない場合が有ります。）

※他の広告プランお申込いただいた場合は広告料⾦のうち￥1080を協賛リストへ登録充当分と

してりますので掲載⾦は不要です。

税込

協賛リストへの掲載でもっと利用しやすく

例：

カテゴリバナー広告

指定の商品、サービスのWEBページへ誘導します

。視覚的にサービス、商品の認知度を向上させます。

5社限定

単⽉ 3ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥4,000

6ヶ⽉(※1ヶ⽉)

￥3,600 ￥3,000

5

みんなの情報ページ（商品・イベントのチラシなど）

貴社で作成されたチラシ、情報をいいものタウン上で共有、

掲載します。（FACEBOOKからのシェア、チラシの掲載）

￥2,000

基本 ご⽤意頂くもの

・情報内容がわかるもの

※SNSでの発信ページ、チラシ、画像等

+

・￥3,600×3（カテゴリバナー広告）＋￥2,000（みんなの情報）+税

＝￥13,824

・初月 ￥3,600+税 ＝￥3,888（うち￥￥1,080を協賛リスト掲載に充当）

・次月以降は ￥2,600（￥3,600-￥1,000として算出）×2。

・+￥1,000（※みんなの情報 ￥2,000-￥1,000）+税 ＝ ￥10,504

協賛リスト申込無し

協賛リスト申込有（新規協賛企業）（各広告基本価格より￥1,000OFF）

・￥2,600（￥3,600-￥1,000として算出）×3。

・+￥1,000（※みんなの情報 ￥2,000-￥1,000）+税 ＝ ￥9,504

協賛リスト申込済（既存協賛企業）（各広告基本価格より￥1,000OFF）



広告の種類と料金⑤ ※税別

SNSを利用した広告

いいものタウンFACEBOOKで広告。

いいものタウンのFACEBOOK広告で貴社商品、サービスを

PR。

ご利⽤料⾦

￥2,000～

いいものタウンのアカウントからFACEBOOK広告

を⾏います。細かな条件設定で精度の⾼いターゲ

ティングが可能です。

（※2000円のご予算で〜2000⼈程度へのリーチ）

毎日700～800人（※5/26）の方にいいものタウンの記事を

見ていただいています。（1日あたり）
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