
いばナビ広告掲載のご案内

https://ibanavi.net

〒310-0836茨城県水戸市元吉田町716-3
TEL：029-248-2344 MAIL：ibaraki@ibanavi.net

株式会社日宣メディックス



いばナビとは

茨城生まれ、茨城育ち、茨城県内にある様々なお店情報やイベント情報を発信しているWEBサイトです。

「いばらき」の良さを地域の皆さんに再発見してもらいたい！全国の皆さんにもたくさんの魅力をお伝

えしたい！そうして地域をもっともっと元気にしたい！という想いから生まれました。

●いばらき最大級の地域情報サイト



地元民が求めるコアな情報を発信

運営会社である日宣メディックスは、約35年間茨城県内の様々なお店やイベ

ントを取材・発信して参りました。地元密着企業だから収集できるニッチでコ

アな情報を、いばナビで発信しています。

いばナビの特徴(1)

取材に基づく信頼度の高い情報を発信

発信されているお店情報は、当社スタッフが現場で取材したり、ご掲載店様か

ら提供された情報から成り立っています。信頼できる情報を発信することで、

ユーザー様が安心してご利用いただける環境づくりを心がけております。

「茨城」の情報量は県内最大級

いばナビにご掲載中のお店様は約9500店以上に及び、茨城では最大級の情報

量を誇ります（2020年7月時点）。茨城県内の「食」「美容」「暮らし」「遊

び」「イベント」など、茨城の様々な魅力を日々発信しています。



いばナビの特徴(2)

●5つの地域情報誌と連動！

■クータ

(つくば/土浦/牛久)

毎月最終金曜日発行

発行部数130,000部

■ひたっち

(日立)

毎月25日発行

発行部数64,000部

■月刊にしも

(筑西/下妻/結城)

毎月25日発行

発行部数44,000部

■月刊こがも

(古河/境町)

毎月25日発行

発行部数52,000部

■月刊かしす

(神栖/鹿嶋/潮来)

毎月25日発行

発行部数50,000部

茨城の各エリアで毎月発行されている5つの地域情報誌と連動しています。

情報誌のクーポンはいばナビにも共通で掲載されており、多くの読者がいばナビに集まります。



ご掲載店舗数 月間ユーザー数 掲載口コミ数

9,500件 以上 約 37万人 30,000件 以上

いばナビデータ

いばナビのご利用者様は30代を中心に20代後半～40代前半の方が約7割を占め、多くの幅広い年代の方

にご利用いただいています。また、約7割近くが地元・茨城のユーザーであることも特徴です。

(※2020年7月現在)



広告・サービスの種類

 店舗情報のご掲載
詳しいお店情報をご掲載いただけます。ご掲載プランは無料と有料の2種類をご用意。

お客様のお悩み・ご要望に合わせたプランをご提案いたします。

 Googleマイビジネス運用
店舗情報のご掲載に付属するオプションサービスとして

Googleマイビジネスの登録・運用代行もおこないます。お得にご利用いただけます。

 バナー広告
いばナビ内に設置されたバナーからご指定のサイトに誘導します。

 メルマガ広告
いばナビ会員に向けたメールマガジン内にご指定の広告メッセージを差し込み配信します。

年代・性別・お住まい地域でターゲティングすることも可能です。

 イベント情報のご掲載
茨城県内で開催されるイベント情報を無料でご掲載いただけます。

 プレゼントコーナーへのご協賛
いばナビ内の「HAPPYプレゼント」コーナーに商品協賛いただけるお店様・企業様を募集しております。

いばナビでは下記の広告・サービスをご利用いただけます。



店舗情報のご掲載

https://ibanavi.net

詳しいお店情報をご掲載いただけます。ご掲載プランは無料と有料の2種類をご用意。
お客様のお悩み・ご要望に合わせたプランをご提案いたします。



こんなお悩みをお持ちの店舗様にオススメです

ホームページがない…

いばナビは低コストで掲載可能！

気になったお店を検索して調べることが当たり前の今、お店への興味・関心を

より高めさせるため、WEBに載せること、そしてその内容がとても重要です。

いばナビは、ページ制作のポイントを抑えながらつくりこみをサポート

するので安心♪

いばナビは情報量が充実したオリジナル性の高い店舗ページをつくれます。

自店のホームページ代わりに活用でき、動画の掲載も可能！

さらに求人ページは簡易採用LPにも使えます。



こんなお悩みをお持ちの店舗様にオススメです

ホームページはあるけど…

いばナビは店舗情報の修正・更新作業もしっかりサポート！

最新かつ詳しい情報を発信することで、反響の出やすいページづくり

をお手伝いします。スマホ対応で見やすさも◎♪

いばナビに掲載することでWEBからの顧客訪問の間口が広がります。

さらに、ホームページやSNSページへの導線を増やすことが可能です。

自社のホームページ・SNSのアクセスアップのためにいばナビを活用している

店舗様も多くいらっしゃいます。



店舗情報 掲載イメージ

（例）ベーシックプランの場合

メニュー 写真

載せ放題!!

お店TOP



店舗情報 ご掲載プラン・料金表

プラン 料金 サービス内容

ベーシックプラン
8,000円/月
＊初期費用15,000円

検索1位/メニュー4P無制限/写真4P無制限/おしらせ10件
クーポン10枚/求人8件/オリジナルスライダー3枚 他
＊取材・撮影込み

載せられる情報量は無制限！オリジナル性の高いページをつくれ、ホー
ムページ代わりに活用できる上位プラン。

フリープラン
無料
＊取材料5,000円/回

基本情報/写真2枚/クーポン1枚

基本的なお店情報を載せられます。
原稿とお写真をご提供いただければ、完全無料にてご掲載いただけます。

※消費税は別途 ※初期費用は初月のみ発生いたします ※撮影はプロカメラマンによるものではございません
※ベーシックプラン及びオプションは原則、最低12ヶ月契約です。その後は1ヶ月ごとの自動更新となります。(YouTube広告は除く)
※ベーシックプランは申込から掲載までおよそ3週間程の目安となります。※プランの内容は予告なく変更される場合がございます

オプション 料金 サービス内容

Googleマイビジネス
通常＋10,000円/月

＋5,000円/月
Google検索やGoogleマップ上にお店やサービスの情報を掲載し、
ユーザーに見つけてもらいやすくします。

求人アルゾweb転載 ＋2,000円/月
茨城の求人専門サイト「求人アルゾweb」にも求人情報を掲載すること
で、より多くの求職者に訴求できます。

YouTube動画広告 ＋20,000円～/月
YouTubeにて6秒の動画広告を配信できます。
閲覧率が高く、ターゲットを詳細に設定することも可能です。

●選べるオプション ※ベーシックプランの場合のみ



プラン別 機能比較表

機能 内容 ベーシックプラン
(8,000円/月)

フリープラン
(無料)

表
現
力
ア
ッ
プ

お店TOP キャッチコピー・紹介文・基本情報・写真2枚を掲載できる ● ●

ピックアップ お店TOPに季節のオススメを4点掲載できる ● ‐

メニュー メニュー詳細と写真を掲載できる 4ページ×無制限 -

写真 フォトギャラリーページを作成できる 4ページ×無制限 -

おしらせ キャンペーンなどのおしらせ情報を発信できる 10件 -

クーポン クーポンを掲載できる 10枚 1枚

テイクアウト テイクアウトメニューを掲載できる 無制限 -

求
人

募集内容 募集要項を掲載できる(応募フォーム付) 8件 -

注目情報 採用担当者のメッセージなどを掲載できる 1件につき10項目 -

オリジナルスライド画像 お店TOPにロゴ入りスライド画像を表示 3枚 -

動画 YouTubeにアップした動画を1つ掲載できる ● -

カラー変更 デザインカラーを変更できる PC版のみ -

Googleストリートビュー 店内を360度見渡せるパノラマ画像を掲載できる
●※埋込タグを
お持ちの方のみ

-

ジャンル検索 登録ジャンルが増やせる 5つ 2つ

いばナビレポート いばナビスタッフ目線の紹介文を掲載できる ● -

アク
セス
アッ
プ

検索順位 サイト内検索結果の順位が上がる 優先1位 -

PR広告枠 同エリア同ジャンルのお店を見ているユーザーに広告を表示 ● -

サイトTOP表示(おしらせ更新時) サイトTOPの「店舗からのおしらせ最新情報」に表示 ● -

運
用

ページの編集 管理画面で情報を編集できる ● -

アクセス統計 アクセス数を確認できる ● -

更新代行サポート いばナビスタッフがページの更新を代行します ● -
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Googleマイビジネス運用（オプション ＋5,000円/月）

●Googleマイビジネス(GMB)とは..

お店情報をGoogleに登録できるサービス。
住所、営業時間、電話番号、ホームページ、サービスの写真、建物
の写真、などあらゆる情報を登録し公開することでGoogle検索や
Googleマップ上で見つけてもらいやすくします。

ベーシックプランなら、
いばナビとセットでGMBの運用が可能！

2つのツールを同時に更新・管理することができます。

いばナビに
店舗情報を掲載

GMBに
店舗情報を掲載



バナー広告

https://ibanavi.net

いばナビ内に設置されたバナーからご指定のサイトに誘導します。



バナー広告

いばナビのバナー広告は表示される位置の違いで2種類あり、

ご指定のサイトに誘導します。

■ibanavi.netシステム関連のメンテナンス等による障害について
以下は広告掲載補填の対象外となります。
深夜等の時間帯にibanavi.net関連システムがメンテナンスのため、広告配信を中止した場合。
事件・事故等により過度のアクセスが集中することによって、ibanavi.net関連システムの障害等を抑止する、あるいは障害等を招き、
広告の掲載を中止した場合。
ibanavi.netのコンテンツ（配色、デザイン等を含む）を模したもの。

■広告の責任の所在
広告掲載の結果、広告内容により問題が生じた場合や弊社が損害を受けた場合、そのすべては広告主に対応、負担していただきます。

■広告の審査について
広告や広告のリンク先は弊社「広告掲載基準」に準拠した審査をさせていただきます。場合によっては広告やリンク先の修正をお願いす
ることがあります。ibanavi.netのサイト内やページ内で、広告主の業種や広告内容による競合(同載)調整は行いません。広告主名の表
記は原則必須項目となります。

①スーパーバナー

②レクタングル
バナー ①スーパーバナー

[PC版]

②レクタングル
バナー

[スマホ版:サイトTOP]

②レクタングル
バナー

[スマホ版:店舗詳細]

①スーパーバナー



バナー広告

●料金表

商品名 ①スーパーバナー ②レクタングルバナー

配信先
PC (全ページヘッダ部)
スマホ (サイトTOP、TOP以外ヘッダ部)

PC (全ページ右上)
スマホ (全ページフッタ部)

広告枠数 表示1枠／3クライアントまで 表示1枠／3クライアントまで

掲
載
料

(1ヶ月掲載) 150,000円/1ヶ月 100,000円/1ヶ月

(3ヶ月掲載) 140,000円/1ヶ月 90,000円/1ヶ月

(6ヶ月掲載) 130,000円/1ヶ月 80,000円/1ヶ月

(12ヶ月掲載) 120,000円/1ヶ月 70,000円/1ヶ月

月間推定表示回数／推定ク
リック率 ※

400,000回～／0.10～0.14％ 400,000回～／0.08～0.12％

広告仕様
PC:(H)60×(W)468ピクセル 100KB以内
スマホ:(H)125×(W)720ピクセル

(H)250×(W)300ピクセル 100KB以内

表示形式 JPG JPG

バナー制作代行 JPG 10,000円～(静止画) JPG 10,000円～(静止画)

備考

別途、「配信設定費5,000円/1掲載」を承ります。自社ホームページや関連サイトのみリンク先設定可能です。データ入稿
の際は、掲載開始より7営業日前にお願いします。内容によりご変更を依頼する場合があります。
ベーシックプランの店舗詳細ページには表示されません。
※推定表示回数／推定クリック率はその数値を保障するものではございません。



メルマガ広告

https://ibanavi.net

いばナビ会員に向けたメールマガジン内にご指定の広告メッセージを差し込み配信します。

年代・性別・お住まい地域でターゲティングすることも可能です。



メルマガ広告

いばナビ会員に向けたメールマガジン内にご指定の広告メッセージを差し込み配信します。
年代・性別・お住まい地域でターゲティングすることも可能です。

指定のサイトへ誘導

いばナビメルマガ広告

配信日 毎週木曜日 (変動あり)

想定配信数
約6,900通 (※2020年7月時点

※ターゲティングなしの場合)

原稿仕様
・広告形態/テキスト形式
・文字数/300文字程度
・リンク先/2箇所まで URLのみ

料金 有効配信数×5円

備考
一部の広告主様の業種によっては掲載をお断りさ
せていただく場合もございます。

SAMPLE



イベント情報のご掲載

https://ibanavi.net

茨城県内で開催されるイベント情報を無料でご掲載いただけます。



イベント情報のご掲載

いばナビは茨城県内のイベント情報もご紹介中！イベンターさんは無料でご掲載いただけます。

●イベント情報の掲載方法

所定の「イベント情報記入フォーム」と画像1点を

Eメールにてお送り下さい。

こちらで登録・公開作業をさせていただきます。

公開完了しましたらお知らせ致します。

※開催場所が茨城県外のもの、一般の方が参加できないもの、セール等お店の広告・宣伝が主目的と思われるものなどは規定によりご掲載いただけ

ませんので予めご了承下さい

etc...

スポーツ

地域の祭りコンサート

講演会 マルシェ



プレゼントコーナーへのご協賛

https://ibanavi.net

いばナビ内の「HAPPYプレゼント」コーナーに商品協賛いただける
お店様・企業様を募集しております。



プレゼントコーナーへのご協賛

いばナビ内の「HAPPYプレゼント」コーナーに商品協賛いただけるお店様・企業様を募集しております。

いばナビ会員様向けのプレゼントコーナーです。会員登録をしたらもらえるポイントを使ってお
好きなプレゼントに応募できます。賞品は月替わり。毎月25日に切り替わります。茨城の特産
品や地のものをご紹介・プレゼントすることで地元の魅力を再発見してもらうことを目的にして
おり、毎回約400名前後の応募をいただいております。

【企画内容】

●ページURL：https://ibanavi.net/happy/
●応募期間：毎月25日～翌月24日まで

お店の商品をプレゼントとして
いばナビで紹介しませんか？
約1ヶ月間掲載され続けるので
商品のPRに活用できます☆

・プレゼントコーナー大好き♪茨城に住んでいても知らなかった美味しいものがあってためになります^^(女性)

・賞品届きました。家族もとても気に入った様子なのでお店に買いに行きたいと思っています！(女性)

・やった～！当たりました！賞品がとどいたらツイッターに写真付で投稿します！！(男性)

・いつも応募しています。なかなか当たらないですが、どうしても欲しくなってネット注文しちゃいました♪(女性)

応募者さんの声



プレゼントコーナーへのご協賛

プレゼント協賛

賞品数 1回1点まで／最大紹介数5点

掲載料 無料（プレゼントをご提供下さい）

当選発表 サイト内にてニックネームのみ発表

備考

・応募受付期間中は現時点での当選確率/応募者数がリアルタイム
で表示される仕組みとなっております
・弊社で発行している地域情報誌に、プレゼントコーナーの告知と
して賞品の紹介文とお写真を掲載させていただく場合がございます
・衛生管理上、生もの・温度管理が必要なものに関しては発送作業
もご負担いただきます。その他、賞品の発送を依頼させていただく
場合がございます。
・賞味期限が極端に短いものなど、内容によっては掲載をお断りさ
せていただく場合がございます

商品の紹介文(約200文字)

いばナビご掲載ページへのリンク

商品名

商品の写真(1枚)

掲載イメージ

商品情報掲載サイトへのリンク

＊期間中、下記のようなイメージで
商品名・紹介文・お写真などを掲載
させていただきます



＊ご注意・お問合せ＊

https://ibanavi.net

・各広告サービスは、予告なく料金や仕様が変更になる場合がございます。

・弊社が定めた広告掲載規定に基づき、掲載をお断りさせていただく場合や表現の修正等をお願いする

場合がございます。

●お問合せ先

TEL. 0120-397-004

TEL. 029-248-2344

FAX. 029-212-7444

MAIL. ibaraki@ibanavi.net

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町716-3

(株)日宣メディックス いばナビ運営室

●ご注意


