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フクブロとは？フクブロとは？

福井県に住んでいる私達が福井を楽しもう、それを県内外の人たちに見てもらいたい。
そんな思いでフクブロはスタートしました。
運営メンバ と 般ライタ がフクブロの記事を書いています 飲食系を中心に福井の運営メンバーと一般ライターがフクブロの記事を書いています。飲食系を中心に福井の
情報を宣告にお届けしています。2014年7月14日リリース。

指標 実績
月間ペ ジビュ 数 約 130 000月間ページビュー数 約 130,000PV
月間ユーザー数 約 65,000
Twitterフォローワー数 約 3,970人
Facebookファン数 約 930人
Youtubeチャンネル登録者数 約 240人
Instagramフォロワー数 約 1170人Instagramフォロワ 数 約 1170人
LINE@登録者数 約 100人

【PC】 【スマホ】
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媒体概要媒体概要

フクブロは2014年7月に開始、現在は月間60,000人が訪問。
男⼥⽐は男性4割・⼥性6割で、年齢は25〜44歳の年代が全体の66%を占めています。
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福井県内の情報ですが、県外からのアクセスも多くいただいてます。
福井に旅行などで来られる方、福井出身で今は県外にいる方、他にも理由は様々だと思います。

地域 全体のアクセス割合
福井 約 41％
大阪 約 16％
東京東京 約 13％
愛知 約 11％
神奈川 約 5％
石川 約 3％
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石川 約 3％



媒体概要媒体概要

ページを見られた回数を示すページビュー数（PV数）は月間110,000PVです。
アクセス端末はスマホ78％、パソコン18％、タブレット4％の割合。
隠れた価値を情報化することで、さらに伸ばしていきます。

月間130 000PV 年間1 560 000PV月間130,000PV →年間1,560,000PV

スマホが大半を占めています 新規のアクセスが多くなっています

スマホ

PC

タブレット

新規

リピーター
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バナー広告バナー広告

該当エリアにバナー広告を掲載する宣伝サービスです
・パソコン、スマホの両方に出ます。 月間65,000人訪れます
・貴社サイト又は過去記事への誘導のどちらにも対応できます
・読者に貴社商品を強烈に印象付けることができます。

月間65,000人訪れます
月間130,000回見られます

広告枠

広告枠
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バナー広告料金バナー広告料金

商品 掲載面 料金（税抜）
ファイル
形式

サイズ
（縦×横）

PC記事 PCトップ

形式 （縦×横）

A トップ&記事 50,000円 / 月
・gif
・Jpg
・png

300×250

if
B トップ&記事 36,000円 / 月

・gif
・Jpg
・png

145×145

C トップ 50,000円 / 月
・gif
・Jpg
・png

728×90
png

広告エリアによって表示のされ方が変わります
・A&Bバナ につきましては どのペ ジにも表示されます

スマホ ひと月あたりの費用となります。契約期間は最低３ヶ月契約となります
年間契約いただきますと1か月分お値引いたします

・A&Bバナーにつきましては、どのページにも表示されます。
・AバナーはすべてのAの箇所にランダムに表示されます。
・Bバナーは一固定となっております。
・Cはトップページメイン画像の下に表示されます。
・すべての広告はパソコン・スマホ両方に表示されます。

注意事項
・広告画像は貴社にてご用意ください。弊社が作成することも可能です（有料）
・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
・広告効果の最適化のため掲載中に表示場所を調整する場合がございます。
予めご了承ください。 。

5Copyright© フクブロAll rights reserved

予めご了承ください。 。
・広告内容が不適当と考えられる場合は、掲載をお断りする場合がございます。



記事広告料金記事広告料金

商品 料金（税抜）

記事広告事例

企業・事業所様向け 50,000円（取材、撮影、制作、込）

個人 店舗様向け 40 000円 材 撮影 制作個人・店舗様向け 40,000円（取材、撮影、制作、込）

訪問取材、撮影、記事制作まで行います
記事広告では宣伝したい内容を実際にお聞きして 記事に仕上げて記事広告では宣伝したい内容を実際にお聞きして、記事に仕上げて
いきます。お店の紹介、イベント、その他企画などにご活用ください。

掲載までの流れ

打ち合わせ 取材&撮影 記事制作 公開

打ち合わせにてどのように記事を仕上げていくか、ご相談させて
いただきますいただきます。
次に取材&撮影という流れになりますが、初回のお打ち合わせで
取材&撮影をさせていただく場合もございます。
記事作成ではこちらで記事を作りましたら、一度ご確認をいただき
まして、公開というながれになります。
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http://fukublo.jp/company/2016/10/06/12623/



求人広告料金求人広告料金

商品 料金（税抜）

求人ページ掲載例

求人広告枠 15,000円 /月（掲載1ヶ月）

1ヶ月あたりの費用となります。契約期間は1ヶ月から契約可能です
期契約 だ 方 途中解約 能

毎月一回記事形式にて読者にお届け
福井の情報サイトとして運営し、福井県の方に様々な情報を手帰郷
してきました。フクブロで求人度出すことにより、地元の人を採用

長期契約をしていただいた方でも途中解約可能です

したい場合に効果が期待されます。
毎月第３月曜日に記事を公開します。次回掲載までの間の1ヶ月間フ
クブロサイト内に掲載されます。
掲載する求人の情報を入力する資料がございます。そちらに記入し
ていただいた内容を掲載いたします。

注意事項
・広告画像は貴社にてご用意ください。弊社が作成することも可能です（有料）
・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
・広告の順番は受付順にて行っておりますが、順序を変更する可能性もございます。
広告内容が不適当と考えられる場合は 掲載をお断りする場合がございます
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一覧から「詳細を見るを押すと詳細が表示されます

・広告内容が不適当と考えられる場合は、掲載をお断りする場合がございます。



お問合せ先お問合せ先

お申し込みはこちらお申し込みはこちら
http://fukublo.jp/sp_inquiry

お 電 話 で も 気 軽 に お 問 合 せ 下 さ い

080‐3749‐8220 担当：坪田080 3749 8220 担当：坪田

バナー&記事広告だけではなく、コラボ企画をやりたいなどの
相談もお待ちし おります
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ご相談もお待ちしております。



広告掲載基準広告掲載基準

●広告掲載基準
広告掲載につきましては、掲載審査をさせていただいております。以下の広告については、掲載をお断りさせていただきます。
また 部の業種（消費者金融 非科学的広告 ギャンブル ダイヤルQ2 在宅ワ ク ねずみ講 ネットワ クビジネスまた一部の業種（消費者金融、非科学的広告、ギャンブル、ダイヤルQ2、在宅ワーク、ねずみ講、ネットワークビジネス、
出会い系サイト、風俗、美容整形・エステ等のコンプレックス系など）については、掲載をお断りする場合がございます。詳しくは、お問い合わせください。
1. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なもの
2. 法律、政令、省令、条例、条約、公正競争規約に違反、またはそのおそれがあるもの
3. 許可・認可のない広告主によるもの
4. 詐欺的なもの、誤認を生じさせるおそれのあるもの又は虚偽であるもの
5. 医療、医療品、化粧品において効能・効果性能等を厚生省が承認していないもの
6. 暴力、賭博、麻薬、売春等の行為を肯定または美化するもの、又は犯罪行為を誘発するおそれのあるもの
7. 写真、イラスト、コピーで以下の内容が含まれているもの
8. 醜悪、残虐、猟奇的で嫌悪感又は不快感を与えるおそれのあるもの
9. 商標権、著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの
10 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害、営業妨害のおそれのあるもの10. 名誉毀損、信用毀損、プライバシ の侵害、肖像権の侵害、営業妨害のおそれのあるもの
11. 非科学的又は迷信に類するもので迷わせたり、不安感を与えるおそれのあるもの
12. 詐欺的または健全性を欠いた経済行為に係るもの
13. 宗教団体の勧誘又は布教活動の係るもの
14. 内外の国家、民族等の尊厳を傷つけるおそれのあるもの
15. 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触するおそれのあるもの
16 わいせつな図画 またはそれを連想させる文言が含まれているもの16. わいせつな図画、またはそれを連想させる文言が含まれているもの
17. その他弊社が不適切だと判断したもの。
●免責事項
1.当社の原因によらない停電・天災などの不可抗力、各通信会社・各プロパイダ会社・各データセンター側の都合、システムメンテナンス・保守点検を行う場合、
その他の原因により本広告が掲載されずに広告主様に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.メールソフト・ブラウザなどによっては、文字化けがおこり正常に表示されない場合があります。これが原因で広告主様に損害が生じた場合、
当社は一切責任を負わないものとします。
3.ただし上記問題が生じた場合、別途協議の上、可能な限りのフォローを行わせていただきます。
●広告原稿の入稿
広告原稿の入稿は電子メールでおこない、掲載開始日の5営業日前の18時までとします。
●キャンセルについて
正式申し込み後のキャンセルについては 広告掲載費の100％のキャンセル料金を申し受けます
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正式申し込み後のキャンセルについては、広告掲載費の100％のキャンセル料金を申し受けます。


