
なるほど
福岡
Fukuoka

＼福岡をもっと、楽しく／



なるほど福岡は、福岡のグルメ・インスタ映え・観光・お役⽴ち�
情報を発信しているメディアです。

本資料は下記内容について説明しております。

資料をダウンロードいただき、ありがとうございます

・広告プラン、メリット・デメリットについて

・各広告の掲載イメージについて

・広告掲載にあたって、よくある質問

ぜひご⼀読のほどよろしくお願いいたします。
なるほど福岡・編集部⼀同



①お問い合わせ(メール)

②ご請求書発⾏

③ご⼊⾦確認

④素材提供や取材⽇の確認

⑤掲載⽇やスケジュール確認

⑥掲載の実施

なるほど福岡で広告掲載する場合の流れ



編集担当が直接対応することで低コストでの広告プランを実現してお�
ります。お電話や対⾯でのご相談は原則対応しておりません。

なるほど福岡での広告掲載について

・申し込み前の商談や対⾯でのご相談は実施しておりません

・お問い合わせはメールにて対応いたします

・掲載が決まり次第、メールにて内容のすり合わせを⾏います

ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なるほど福岡・編集部⼀同



数字で⾒る"なるほど福岡"

⽉間ページビュー数

380,000

※2022年3⽉データ

PV

メディア成⻑率
過去1年間

647 ％

Instagram
フォロワー�

49,000 ⼈

Twitter
フォロワー�

15,000 ⼈

SNS
リーチ数�

2,550,000

福岡県読者の割合

Instagam,Twitter合計/⽉間

回

73 ％

F1,M1層の割合

57 ％



⼥性
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男性
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20代
25.8%

30代
23.7%

10代
17.5%

40代
16.5%

50代
16.5%

サイトの訪問年齢層 サイトの利⽤者性別 Instagram�フォロワー性別

18-34歳

57％

⼥性

76%

男性

24%

なるほど福岡の利⽤者属性



SNS広告
掲載イメージ

Instagram Twitter

SNSアカウントを持っていなくても、なるほど福岡に掲載す�
るだけで1投稿5万〜10万⼈へ告知を⾏うことができます。
新店舗オープンのタイミングや、イベントの告知に最適

掲載費⽤

50,000円

内訳
・Instagramフィード投稿1回(最⼤写真10枚まで)

・Instagramストーリーズ投稿1回

・Twitter投稿1回
※3投稿分まとめて5万円での掲載



SNS広告
掲載イメージ

Instagram Twitter

メリット デメリット

・5万⼈以上に⾒てもらえる
・公式SNSのフォロワー増加
・バズや拡散が期待できる

・⻑期集客に向かない

・業種によっては向かない

なるほど福岡のSNSで宣伝するプラン
計64,000⼈以上にアプローチできる⼤⼈気広告

掲載イメージ：https://www.instagram.com/p/CdDawwiNy2W/

https://www.instagram.com/p/CdDawwiNy2W/


よくある質問〜SNS広告プランについて〜

Q.��Instagramのフィード投稿は何枚まで掲載可能ですか？

最⼤10枚まで可能です。動画も掲載できます。

Q．投稿⽂章はどうすればいいですか？

弊社にて作成しますのでご安⼼ください。

SNSマーケターが責任もって作成させていただきます。（投稿前に共有いたします）

Q.��投稿に必要な情報を、どこまで開⽰すればいいですか？

後⽇、質問内容をまとめたアンケート(フォーム)をお送りしますので、
そちらにご回答をお願いいたします。



Q.��InstagramやTwitterでリンク先(⾶ばしたいURL)を指定できますか？

可能です。下記内容であればリンク設置できます。

・Instagramフィード(通常投稿)：貴社のInstagramアカウント
・Instagramストーリーズ：貴社のInstagramアカウント＋公式HPや申し込みページなど
・Twitter投稿：貴社のTwitterアカウント＋公式HPや申し込みページなど

Q.��SNSの運⽤代⾏は⾏っていませんか？

弊社ではなるほど福岡の掲載のみ対応しております。

よくある質問〜SNS広告プランについて〜



Q.��SNS広告を打ったら、フォロワーがどれくらい伸びますか？

多くのお客様で1投稿に⽉100〜300フォロワーの獲得に貢献できておりますが、爆発的には増加しませ�
ん。フォロワー獲得には、お客様の継続的・戦略的なSNS運⽤が重要となります。

Q．どれくらいの期間で掲載可能ですか？

Q．掲載後のリーチ数は共有してもらえますか？

写真や掲載⽂章素材をいただいてから、3営業⽇以内に掲載させていただきますが、
SNSでの最⼤の反響を得るために、弊社で⽇時を提案させていただく場合がございます。

掲載から1週間後のリーチ数、インプレッション数など全て共有いたします。

よくある質問〜SNS広告プランについて〜



Q.��Twitterだけ、Instagramだけなど1つのSNSの発信だけでいいのですが。

SNS広告プランは『Instagramストーリーズ、フィード投稿、Twitter投稿』でセットとしていますので
ご了承ください。

Q．SNS広告で取材は来てもらえるのですか？

申し訳ございません。写真素材はお客様にご準備いただいています。

取材をご希望の場合、別途取材費30,000円を頂戴しております。

Q.��なるほど福岡アンバサダー(他のインフルエンサー)の紹介は可能ですか？

弊社での斡旋は⾏っていないため、出来かねます。

申し訳ございません。

よくある質問〜SNS広告プランについて〜



【取材費(別途交通費について)】
福岡市博多区・中央区：無料

福岡市上記以外：+5,000円
福岡市外：+10,000円

取材記事プラン

記事広告

集客経路・掲載イメージ

トップページ

検索結果
PR

なるほど福岡の編集部が取材を⾏い、体験記事や取材レポートと�
して掲載いたします。公式HPやSNSでは伝えきれない4,000⽂字�
以上の⽂章で貴社の魅⼒を引き出します。

※記事はずっと残り続けます。

掲載費⽤

100,000円
内訳
・取材費⽤

・記事作成費⽤

・写真撮影費⽤



取材記事プラン

記事広告

掲載イメージ：https://www.naruhodo-fukuoka.com/indoorgolfclub

メリット デメリット

・第三者⽬線で感想やリアルな�� 

 様⼦が掲載される

・魅⼒を4,000字以上でお伝え

・商品の想いを取材を通して

 お伝えします。

・掲載まで1週間かかる

・ジャンルによってはGoogle
��での上位表⽰は難しい場合も

なるほど福岡サイト内で魅⼒を伝える記事を作成

商材・サービスをユーザー⽬線で伝えるプラン

集客経路・掲載イメージ

トップページ

検索結果
PR

https://www.naruhodo-fukuoka.com/indoorgolfclub


福岡市中央区・博多区 無料

中央区・博多区以外の福岡市 ＋5,000円

福岡市以外 ＋10,000円

Q.��取材記事は、福岡県内ならどこでも対応可能ですか？

可能です。

しかし、出張に際して下記の出張費がかかってきますのでご確認お願いします。

よくある質問〜取材記事プランについて〜



Q.��取材記事の⽂字数は、どれくらいになりますか？

4,000〜5,000⽂字以内での記事作成になります(※取材内容に応じて変わります)
⽂字数によるお⾒積り内容の修正はございませんので、ご安⼼ください。

Q.��取材記事に掲載する写真の枚数はどれくらいになりますか？

15枚ほどの掲載となります。

Q.��取材から掲載までは、どれくらいの期間がかかりますか？

取材⽇より7営業⽇前後を予定しております。
お急ぎの⽅は、特急プランをご⽤意しております。

特急プランは＋50,000円で2営業⽇以内の記事投稿となります。

よくある質問〜取材記事プランについて〜



PR

なるほど福岡サイト内の特集記事にて

サービス・商材を上位表⽰させていただくプランです。

特集記事プラン

集客経路・掲載イメージ

検索結果の上位 特集記事

掲載イメージ：https://www.naruhodo-fukuoka.com/personaltraining-kashii

メリット デメリット

・検索から集客したユーザーは

 来店、⾏動意欲が⾼い

・最短即⽇で掲載できる

・魅⼒を伝えられる⽂字数に限�
りがある

・Googleの検索から狙って送客�
したい⽅向け

https://www.naruhodo-fukuoka.com/personaltraining-kashii


PR

特集記事プラン

集客経路・掲載イメージ

検索結果の上位 特集記事の上部に掲載

例えば「⻄新のフィットネスジムおすすめ10店」といった特集記�
事で、 ⼀番⽬に留まる最上位箇所に掲載できるプランです。

ユーザーが特集記事を⾒つける経路は「Googleでなるほど福岡の�
記事を⾒つけ、読む」となります。

【希望の特集記事がない場合】

別途、記事作成費⽤：50,000円
※すでに記事がある場合は、⼀位�
掲載枠として⽉額費⽤のみです。

掲載費⽤

⽉5,000円〜
※順位や記事内容によって変わります

内訳

・掲載費⽤
・原稿修正費⽤(⽉1回まで)



Q.��特集記事の検索順位は、すぐに上がりますか？

新規作成記事の場合、Googleの特性上、半年〜1年ほどかかります。
すでに検索上位を取れている記事であれば、即⽇効果が⾒込めます。

Q.��CVR(コンバージョン率)を教えてください

1位掲載の場合、2〜10％となります。

Q.��1ヶ⽉間だけでお試しで掲載をしてみたい。

申し訳ございません。

最低6ヶ⽉間〜よりの掲載となりますので、ご了承ください。

よくある質問〜特集記事プランについて〜



Q.��ランキングはどんな根拠でつくっているんですか？

読者の検索需要がある順に掲載しています。

Q.�どうしても1位枠掲載にしたいのですが、無理ですか？

記事の状況次第ですので、担当より改めてご連絡させていただきます。

Q.��成果報酬型で掲載したい。

申し訳ございません。

成果報酬型のプランはございませんので、ご了承ください。

よくある質問〜特集記事プランについて〜



Q.��複数のプランをセットで頼みたいんですが、何か割引とかはありませんか？

2つのプランをセットで10%オフ。
3つのプランをセットで20％オフとさせていただいています。

Q．特集記事の⽂章量・写真の量はどれくらいになりますか？

⽂字数は300〜400⽂字
写真の枚数は、最⼤3枚となります。

Q.��最短どれくらいで掲載できますか？

必要な素材（情報・写真）をいただいてから、3営業⽇以内に初稿のお渡しとなります。
原稿修正が無ければそのまま掲載いたします。

よくある質問〜特集記事プランについて〜



Q.��掲載順位によって費⽤は異なりますか？

2位は、1位の⾦額の半額。3位は1位の3分の1の⾦額となります。

1位 5,000円/⽉

2位 2,500円/⽉

3位 1,600円/⽉

(例)�5,000円/⽉の場合

※⼗の位より切り捨て

よくある質問〜特集記事プランについて〜



なるほど福岡のサイト内

全てのページから⾒てもらえるプランです

バナー広告

メリット デメリット

・看板のようにたくさんの⼈

 に⾒てもらえる。

・掲載まで最も早い

・どんな業種でも掲載OK

・⽂章で伝えられない

・バナー画像の⽤意が必要

集客経路・掲載イメージ

全記事に出現



バナー広告

街の看板のように、なるほど福岡のサイトへバナー掲載できま�

す。バナー画像とリンク先URLがあれば即⽇掲載可能です。

SNSや取材記事などと違い、業種を選ばずに掲載できます。

集客経路・掲載イメージ

全記事に出現
掲載費⽤

⽉30,000円〜
※掲載位置によっても変わります

内訳

・バナー設置費⽤
・遷移先のリンク掲載



プラン 解決したい悩み ポイント おすすめ業種

特集記事
競合が福岡県内に多い

公式サイトでの集客が難しい

競合より上位に表⽰できる

(Googleの上位表⽰に強いため)
美容院�/�ジム�/�医院・クリニック�

エステ�/�買取店�/�習い事

取材記事
たくさんの写真で伝えたい

想いを伝えてブランディングしたい

4,000字以上・写真15枚以上の記事
インタビューで想いが伝わる

すべての業種

SNS広告
⾃慢のメニューがある

イベントの告知をしたい

⾃社のSNSアカウントがある

情報感度の⾼い顧客にアプローチ

⾃社のSNSアカウントのタグ付け可
飲⾷店�/�イベント業者�/�商業施設

観光団体�/�観光施設

バナー広告 福岡の⽅に幅広く⾒てほしい ⽉間350,000回以上⾒られる
不動産�/�⼈材系(求⼈含む)

通販サイト

どのプランがいいか迷ったら…



よくある質問�〜広告全体について〜

Q.��なるほど福岡の記事は、どこから読まれますか？（流⼊経路について）

ユーザーの80％以上が、検索結果からの流⼊です。
Googleで「◯◯」と調べ、上位に「なるほど福岡」の記事があるため、多くの読者に読まれています。

Q.��途中で内容修正したい場合、追加費⽤はかかりますか？

取材記事・SNS広告プランの場合、修正2回まで無料、
特集記事プランの場合、⽉1回まで無料とさせていただいています。
それ以降については、5,000円/回の修正費⽤をいただいております。

Q.��PRタグを外してもらうことはできますか？

当サイトではステルスマーケティング防⽌の観点から、広告については

すべて【PR】マークを付けさせていただいております。
ご了承のほどお願いいたします。



お申し込み・お問い合わせについて

※下記内容をメール・LINEにてお送りください

Mail：info@cocol.co.jp
LINE：＠641qnvjh
担当：稲吉

①メールアドレス

②企業名

③担当者名

④業種

⑤依頼店舗名

⑥問い合わせ背景

⑦検討状況

⑧検討プラン



広告掲載実績

多くのお客様にご利⽤いただいております。



会社名

所在地

代表

問い合わせ先

福岡県福岡市中央区清川1-9-19�渡辺通南ビル503

杉岡�玲⽣

info@cocol.co.jp

運営企業


