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天神サイト 媒体概要

②主要コンテンツ

①天神サイトとは

西鉄福岡（天神）駅を中心とした天神エリアの最新情報を発信。
グルメ・ファッション・イベントなど、天神にすぐ行きたくなる
天神トレンドまるわかりの情報が目白押し。

2001年の立ち上げから多くの固定ファンを獲得し、コンスタント
にリピート率5割超えが続く読者安定型の情報サイト。

天神の“いま”がわかる
地域情報ポータルサイト

トピックス
グルメ
ファッション
イベント
映画

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

イベントやお得情報をニュース記事形式で紹介。
エリア内に新規オープンする飲食店を紹介。
エリア内の人気ショップ新アイテム情報やおすすめコーディネートを紹介。
エリア内で開催される注目のイベントを紹介。
最新映画の舞台挨拶や出演者インタビュー、試写会などを紹介。
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博多祇園山笠 (7月)

集客数日本一

期間中の人出

約350万人

いつ訪れても楽しめる
充実した観光資源

＜その他の主なイベント＞

博多どんたく (5月)

福岡国際映画祭 (9月)

中洲ジャズフェスティバル (9月)

大相撲九州場所 (11月)

福岡国際マラソン (12月)

福岡オープントップバス

福岡タワーとヤフオクドーム

アクロス福岡

西鉄福岡(天神)駅には毎日

約14万人が往来

主な商業施設は
西鉄福岡(天神)駅から

徒歩10分圏内

優れた回遊性

九州最大の
繁華街

って
どんな街?

天
神

キーワードは

近い・旨い・安い

抜群の交通アクセス網

天神バスセンター高速バス到着本数 1日約1,400台

航空網全国27都市 1日366便

東海道山陽新幹線 1日179便 九州新幹線 1日122便

(乗車時間11分)

福岡空港から天神まで
わずか15分 未満

世界40都市中4位

伝統の郷土料理、独自文化の屋台。
食の都を彩る立役者たち

農水産資源に恵まれた美食の街

食料品の物価指数

94.9円

抜群の交通アクセス網

20大都市中 No.1

福岡 ?

いま、なぜ



福岡における「天神」の優位性 を検証する

① 来街頻度

JR博多シティなど博多側の大型開発が定着した2014年9月に実施された市場調査レポートより抜粋。
【タイトル】「福岡県居住者の天神・博多の商業施設のイメージに関する調査結果レポート」

【調査元】福岡・九州の市場調査会社ジーコム 【実施期間】2014年9月～10月
【サンプル】福岡県在住の20歳以上の男女（男250名／女250名【計500サンプル】）

② 買物頻度

④ 街のイメージ

⑤ 街の魅力

⇒月間平均来街回数は、 天神4.5回 ＞ 博多3.6回 と天神が上回る ⇒月間平均買物回数は、 天神1.9回 ＞ 博多1.3回 と天神が上回る

③ 来街目的
⇒ ２つの項目を除く全項目で、天神が博多以上に「来街目的の充実」を達成 ⇒ 天神は博多に比して「賑わいがある」「おしゃれな」「若者の」

「親しみのある」「楽しい」「発見や刺激のある」「好きな」街である

と認識されている

⇒ 天神は博多以上に

街の魅力に富んでいる
と認識されている

博多の大型開発以降も変わらず

天神は福岡一の繁華街である



天神サイト月間PV数

約 850,000～ PV (PC・スマホ計)
※2019年12月現在

ユーザータイプ

リピーター 新規

リピーター

51%
新規

49%

性別

女性 男性

女性67%

男性33%

デバイス

モバイル PC タブレット

モバイル

75%

PC 15%

タブレット10%
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▼Twitterアカウント (2019年12月現在)

フォロワー：31,642
月間インプレッション：999,967

▼Facebookページ (2019年12月現在)

フォロー：12,104
月間投稿合計リーチ：56,668
記事単体最大リーチ：8,493

天神サイト公式アカウント経由なら、SNS上でも天神に関心の高いユーザーへ
効率的にリーチ可能です。

ソーシャルへの取り組み



事例紹介



【 天神スウィーツ総選挙(第1～３回) 】
http://tenjinsite.jp/senkyo/

事例紹介①

◎実績
・投票総数
・期間中PV
・ユーザー数

スウィーツ激戦区である福岡・天神エリアを“スウィーツの街”としての認知促進と、これを目的と
する来街者増大を図り、天神エリアのスウィーツ店とスウィーツ好きを巻き込み、2012年より
始まった集客コンテンツ。
2013年の第2回では結果発表当日、天神のライオン広場でイベントを実施。その模様は天神サイトの
Web速報に加え、FBS福岡放送のテレビ特番「元気まつり」の中でもリアルタイムで中継され、
大きな反響を創出。入賞した商品が後にそのままその店舗の人気商品になるなど持続的な成果を収め、
参加店舗とビジターのそれぞれから好評を博す人気コンテンツとなる。
現在はそのほか、2014年の辛メシ総選挙、そして2015年秋を予定しているやきとり総選挙と、
スウィーツ以外にも範囲を拡大。総選挙企画そのものがコンテンツとして定着している。

PV UU
2012.12 2,052 1,243
2013.01 9,520 5,415
2013.02 17,070 9,621
2013.03 10,676 5,382

※データは第2回開催分

【右2点】結果発表当日に合わせてライオン広
場ではイベントが開催された。

【下】受賞の名声を販促ツールとして店舗が
活用することで、総選挙企画のブランド化が
推進する相乗効果が創出されている。

◎クライアント：天神委員会

◎投票期間：2012.12.21
～2013.3.8

2013.3.16 結果発表

：15,646票
：39,318
：20,581



【 福岡夜博 】事例紹介②

◎実績
・期間中PV
・ユーザー数

グルメやイベントなど、楽しみどころが盛りだくさんの「夜の福岡の魅力」の認知促進と、これを
目的とする来街者増大を図り実施された、行政キャンペーンの特設サイト。「福岡夜博」と題し、
イルミネーションに彩られた夜の福岡で、ジャズライブ、著名人のトークセッション、
キャリアワークショップ、食べ歩きツアー、利き酒フェアなど、博多から天神まで
福岡の商業地域が一体となって、さまざまなテーマで夜の時間帯にフェアやイベントを実施。
想定ターゲット層と天神サイトオーディエンスの親和性から、天神サイト配下が特設サイトの
展開先に選定。期間中、オープニングイベントへの参加者募集、イベント告知や店舗詳細などを掲載。
なお「福岡夜博」によるサイト流入数は2,946件。not providedを除くと3番目の検索回数を記録した。

http://tenjinsite.jp/yoruhaku/

PV UU
2013.12 160 134
2014.01 6,077 3,980
2014.02 25,766 16,147

◎クライアント：福岡市

◎Web展開期間：2015.2.1
～2015.2.28

イベント期間：2014.12.26～2015.2.28

：32,003
：20,261



商品概要



Ａ／トップページ スライドバナー広告
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訴求力の一番高いトップページのスライドバナー表示されます。
トピックスと同時にバナー広告を展開することでより効果的な宣伝効果があります。

広告商品

メニュー名 ： スライドバナー広告
掲載形態 ： ローテーション型（3シーン、4シーン目に掲載）

掲載タイプ ： 枠掲載型
枠数 ： 最大2枠
掲載期間 ： 営業日12時～（※時間は要相談）

掲載期間 ： 2週間単位～（長期契約割引あり）

広告料金 ： 80,000円＠2週間掲載

130,000円＠4週間掲載

※消費税は含まれておりません。

※上記金額にはバナー制作費は含まれません。

広告仕様（レギュレーション）

バナーサイズ ：900×450（※単位px） 2019年12月納品分/ 900×506（※単位px） 2020年1月～
画像ファイル ： JPG、GIF 50KB以内
リンク先 ： 1URL
同時出稿数 ： 2社
バナー差し替え： 可（※1回のみ）

入稿締め切り ： 3営業日前

A
A

A



Ｂ／トップページ 固定バナー広告
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トップページに固定掲載するバナーです。
トピックスと同時にバナー広告を展開することでより効果的な宣伝効果があります。

広告商品

メニュー名 ： 固定バナー広告
掲載形態 ： 固定型
掲載タイプ ： 枠掲載型
枠数 ： 2枠
掲載期間 ： 営業日12時～
掲載期間 ： 2週間単位～（長期契約割引あり）

広告料金 ： 70,000円＠2週間掲載

110,000円＠4週間掲載

※消費税は含まれておりません。

広告仕様（レギュレーション）

バナーサイズ ： 640×150（※単位px）
画像ファイル ： JPG、GIF 50KB以内
リンク先 ： 1URL
同時出稿数 ： 2社
バナー差し替え： 可（※1回まで）

入稿締め切り ： 3営業日前

BB
B
B



記事広告
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天神サイトライターによる取材＆執筆で記事広告として掲載。
同時にバナー広告を展開することでより効果的な宣伝効果があります。

広告商品

メニュー名 ： 記事広告
掲載形態 ： 記事型
枠数 ： 1枠
掲載期間 ： 営業日12時～
掲載期間 ： 最長2年間閲覧可能

広告料金 ： 70,000円＠取材あり

50,000円＠取材なし

※消費税は含まれておりません。
※掲出を下げる際は要連絡。
※交通費は含みません。

※撮影はライターが行います。カメラマンが必要な際は別途相談。

広告仕様（レギュレーション）

文字数 ： 約800字
画像枚数 ： 約8枚
校正 ： 2回まで
原稿差し替え ： なし
入稿締め切り ： 5営業日前

C
C



インフィード広告
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トピックスの間に表示されるので、ユーザーの目に入りやすい広告です。
※記事広告の出稿が必要

広告商品

メニュー名 ： 記事広告
掲載形態 ： 記事型
枠数 ： 1枠
掲載期間 ： 営業日12時～
掲載期間 ： 1週間

広告料金 ： 100,000円＠記事広告付

※消費税は含まれておりません。

※撮影はライターが行います。カメラマンが必要な際は別途相談。

広告仕様（レギュレーション）

文字数 ： 約800字
画像枚数 ： 約8枚
校正 ： 2回まで
原稿差し替え ： なし
入稿締め切り ： 5営業日前

D D



特集ページ
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トピックスの間に表示されるので、ユーザーの目に入りやすい広告です。
※記事広告の出稿が必要

広告商品

メニュー名 ： 特集
掲載形態 ： 特集ページ＋記事3本＋Aバナー
掲載期間 ： 営業日12時～
掲載期間 ： 要相談

広告料金 ： 300,000円＠記事広告付

※消費税は含まれておりません。
※上記金額にはバナー制作費は含まれません。
※Aバナー掲載は2週間です。
※記事はアーカイブに残りません。
※撮影は取材の際にライターが行います。カメラマンが必要な際は

別途相談。

広告仕様（レギュレーション）

文字数 ： 約800字
画像枚数 ： 約8枚
校正 ： 2回まで
原稿差し替え ： なし
入稿締め切り ： 5営業日前

E

E



天神サイト 広告商品一覧
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商品名 ①Aバナー ②Bバナー
③記事広告
取材あり

④記事広告
取材なし

⑤インフィード広告 ⑥特集ページ ⑦バナー作成 料金

掲載形式
スライド

ローテーション
固定 記事 記事 インフィード広告

特集ページ
記事3本、Aバナー

リサイズ/10,00～
オリジナル/30,000～

※要相談
2週間 4週間

①のみ ● 80,000 130,000 

①＋③ ● ● 150,000 200,000 

①＋③＋⑦ ● ● ● 150,000
（※）

200,000
（※）

①＋④ ● ● 130,000 180,000 

①＋④＋⑦ ● ● ● 130,000
（※）

180000
（※）

②のみ ● 70,000 110,000 

②＋③ ● ● 140,000 180,000 

②＋③＋⑦ ● ● ● 140000
（※）

180000
（※）

②＋④ ● ● 120,000 160,000 

②＋④＋⑦ ● ● ● 120000
（※）

160000
（※）

③のみ ● 70,000 

③＋⑤ ● ● 100,000 

③＋⑤＋① 180,000 230,000 

③＋⑤＋①＋⑦ 180,000
（※）

230,000
（※）

④のみ ● 50,000 

④＋⑤ ● ● 100,000 

④＋⑤＋① 180,000 230,000 

④＋⑤＋①＋⑦ 180,000
（※）

230,000
（※）

⑥のみ ● 300,000 

⑥＋⑦ ● ● 300000
（※）

※バナー制作費については要相談

※インフィード広告は１週間の掲載



広告掲載について
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1. 各商品共通事項
<掲載基準>
広告内容についてはラブエフエム国際放送の広告掲載基準に準拠し、広告原稿中に広告主の社名または商品、イベント名が明記され
ていることが必要です。
<広告責任の所在>
広告の責任は広告主にあります。広告内容、リンク先ホームページにおいて問題が生じた場合は広告主の責任において処理をお願いし
ます。
<同業他社との同時掲載ついて>
同業他社との同時掲載の配慮は行いません（事前に他社の情報は公開致しません）。
<原稿差し替えについて>
掲載期間中に広告バナーの差し替えやリンク先の変更は1回のみ可能です。
<掲載開始終了時間について>
掲載開始初日は、0時または昼12時を広告掲載開始時間とし、終了時は終了日の23時59分59秒までとなります。

2. 広告の保証掲載期間
2週間契約の場合は14日間保証、4週間月契約の場合は28日間保証（月末29日～31日はサービス期間）となります。

3. バナーについて
入稿形式は .gif 又は .jpg のみとなります。

この資料内の表記価格はすべて参考価格（税抜）です。随時お見積りいたします。
この資料に紹介している商品は2019年2月現在で存在しているものです。

―お申込み、問い合わせについては―
ラブエフエム国際放送株式会社

担当：深江 TEL：092-734-5462／FAX：092-734-1982／MAIL：fukae＠lovefm.co.jp


