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地域情報紙とポイントを連動し広告効果を⾼める取り
組みを進める

[ 中⼩・ベンチャー ] メディア・ソリューション・センター  明光企画  ちりつも  ＱＲコード

マイクリップ登録する 記事を利⽤する

  

メディア・ソリュ・センター、ポイント発⾏で地域情報紙の広告効
果向上

(2018/10/4 05:00)

【⽴川】メディア・ソリューション・センター（東京都⽴川
市、井⼿将典社⻑、０４２・５９５・６６６５）は、フリーペー
パーを発⾏する明光企画（千葉県市川市）と共同で、独⾃のポイ
ント発⾏システムと連動した新たな広告事業を始めた。ポイント
と連動し、地域の情報紙の広告効果やイベントの誘客につなげ、
ユーザーの新しい囲い込みにつなげるのが狙い。タイムライン広
告の配信や地域イベントの誘客、ポイントラリーを使った回遊施
策にも役⽴てる。

メディア・ソリューション・センターが開発したポイント発⾏
システム「ちりつも」を使い、明光企画の地域情報紙４紙に２次
元コード「ＱＲコード」を掲載している。広告を⾒た⼈が、ちり
つもをインストールしたスマートフォンアプリケーション（応⽤
ソフト）でコードを読み込めばポイントがたまる。ポイント数に
応じて協賛店の商品などに引き換えられる。２０２０年５⽉末ま
でに、協賛店を現⾏⽐１２・５倍増の４０００店を⽬指す。

明光企画との協業では、千葉県⻄部と東京都東部の⼀部地域に
配布する無料の地域情報紙にポイントがたまる仕掛けを施し、広
告効果を⾼めている。

明光企画によると、ユーザーの約５割が数カ⽉たっても情報紙
から継続的にポイントを取得している。これまで２０―４０代⼥
性の反響が多かったが、ポイントを絡めることで３０―５０代男

性の利⽤にもつながっているという。

(2018/10/4 05:00)

◆PR◆【10/17講演】GEアディティブ ⽇本統括責任者 トーマス・パン ⽒

【PR】■10/30東京でセミナー開催■岡⼭県が恵まれた操業環境を解説■事前登録制

【PR】最新の技術・研究成果が集結！ 新事業や技術⾰新のタネが⾒つかります
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⽇刊⼯業新聞社トピックス

【参加募集】2019年
員研修「フレッシャ
⽂コンクール」

DVD「研削加⼯の基
ジェスト版視聴可）

『機械技術１０⽉号
り・エッジ仕上げの
⾃動化・ロボット化
（25⽇発売）

『⼯場管理１０⽉号
と現場⼒低下に打ち
略ロードマップ”（毎
売 ）

【募集開始】第31回
秀新技術・新製品賞

セミナースケジュール

はじめてのディープラーニングを
画像処理⼊⾨―初級編 〜Tensor
始めるAI導⼊とビジネス応⽤〜

ディープラーニングを使った画像
⾨―中級編 〜TensorFlowで始め
⼊と画像認識の実践的⼿法

品質・納期・原価のトラブルを防
先の重要管理点と指導法

第13回企業⼒ランキング／トヨタ、４年連続⾸位 ⾞３社「存在感」⽰す第13回企業⼒ランキング／トヨタ、４年連続⾸
位 ⾞３社「存在感」⽰す

東京モーターショー／マツダ、圧縮着⽕実現次世代ガソリンエンジン東京モーターショー／マツダ、圧縮着⽕実現次世代
ガソリンエンジン

モンゴルから⽇本への送電、「技術的にできる」－ソフトバンク孫社⻑

富⼠フイルム[提供リンク]

そのもの株式会社[提供リンク]

エコスタイル[提供リンク]

⼭⽥養蜂場[提供リンク]

炭⽔化物抜きはもう古い！富⼠フイルムが新しい糖質ケアを考案

3粒で10パック分の納⾖菌！NHKガッテンも注⽬の腸活にいい？

太陽光、実際に投資してみたので報告します。

国⽴⼤学で研究「年齢の下り坂を緩やかにする」その⽅法

https://popup.taboola.com/jp/?template=colorbox&utm_source=nikkancojp&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-pc:Below%20Article%20Thumbnails-2:
https://www.nikkan.co.jp/brand/jimtof/2018/news/topics.php?from=denshiban_ariticlefooter
https://www.nikkan.co.jp/brand/jimtof/2018/news/topics.php?from=denshiban_ariticlefooter
https://www.nikkan.co.jp/brand/jimtof/2018/news/topics.php?from=denshiban_ariticlefooter
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490885
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490886
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490884
https://www.nikkan.co.jp/brand/jimtof/2018/?from=denshiban_ariticlefooter
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490749
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490768
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490784
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490770
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490776
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490785
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490767
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490777
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490778
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490751
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490750
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490752
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490744
javascript:;
https://adserver.adtechjp.com/?adlink/15015.1/4643597/0/170/AdId=10604227;BnId=1;guid=TAa5a71735-1d57-11e6-94b1-00163ec02029;itime=645647127;gdpr=0;
https://twitter.com/nikkan_bizline
https://www.facebook.com/nikkan.BusinessLine
https://page.line.me/nikkan
https://www.youtube.com/user/monodzukurichannel
https://corp.nikkan.co.jp/p/social-media-policy
https://corp.nikkan.co.jp/p/kawaraban/index
https://biz.nikkan.co.jp/fresh/
http://corp.nikkan.co.jp/topics/view/562
http://corp.nikkan.co.jp/topics/view/560
http://corp.nikkan.co.jp/topics/view/561
https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/index.html
http://corp.nikkan.co.jp/seminars/view/1897
http://corp.nikkan.co.jp/seminars/view/1898
http://corp.nikkan.co.jp/seminars/view/1914
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00361288
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00446829
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00448361
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00399340
http://tr.webantenna.info/rd?waad=lQ3NrugJ&ga=WAVGuU-1
https://sonomono.jp/nt/kiji/1ohrmr_y_ycd/?wmpref=ycd&wmpkey=1oh_y_img033text046&aso=yahoo&ame=display&aca=%25E3%2580%2590DN%25E3%2580%2591-CD_1oh_y_ycd
https://www.taiyo-co.jp/article/12/?utm_source=ydn&utm_medium=display&utm_campaign=ycd_LP14&utm_content=B02T10
http://pr.3838.com/?prid=pad_ab_aaa_A19_CS1931


2018/10/4 メディア・ソリュ・センター、ポイント発⾏で地域情報紙の広告効果向上 | 中⼩・ベンチャー ニュース | ⽇刊⼯業新聞 電⼦版

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00490784?isReadConfirmed=true 3/5

わかる！使える！ＮＣ旋盤⼊⾨
＜基礎知識＞＜段取り＞＜実作
業＞

ムダをなくして利益を⽣み出す
⾷品⼯場の⽣産管理 第２版

あたらしいアンチエイジングス
キンケア ⾷事、⼊浴、運動、睡
眠からのアプローチ

わかる！使える！研削加⼯⼊⾨
＜基礎知識＞＜段取り＞＜実作
業＞

図解！本気の製造業「管理会
計」実践マニュアル 経営カイゼ
ン（コストダウン、在庫管理、
原価計算）にしっかり取り組む

誰も教えてくれない 「⽣産管理
システム」の正しい使い⽅

【来場募集】2018 洗浄総
合展（10/17〜10/19 東
京）

【参加募集】2019年度の
新⼊社員研修「フレッシャ
ーズ産業論⽂コンクール」

【来場募集】モノづくりマ
ッチングJapan
2018（10/17〜10/19 東
京）

【来場募集】先端材料技術
展2018（10/17〜10/19
東京）

【来場募集】IVI公開シン
ポジウム2018-Autumm-

2018年"超"モノづくり部
品⼤賞受賞企業発表！⼤賞
は⽇⽴の超⾳波探触⼦！

【来場募集】Japan Robot
Week 2018（10/17〜
10/19 東京）

国内外の⼯業団地情報をワ
ンストップ検索！⼯業団地
のポータルサイトオープン

わが社のモットー／匠(18/10/04)

おすすめコンテンツ

PR
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10⽉17⽇(⽔)〜10⽉19⽇(⾦)

10⽉17⽇(⽔)〜10⽉19⽇(⾦)

イベントスケジュール

2018洗浄総合展

モノづくりマッチングJapan201

モノづくりフェア2018

PR

【⽇刊⼯業新聞 電
込は⽉単位、お得な
です！

【来場募集】IVI公
ウム2018-Autum
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⾷品⼯場の⽣産管理 
第２版
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【スイスホテル南海⼤阪】全⽇本空
権⼤会 特別優待の案内

2018/10/04

「⼾建住宅⽤宅配ボックス COMBO
ボ）専⽤取付け⾦具」を発売

2018/10/04

時期別の葉酸サプリメントが記念⽇
⽉10⽇は『プレミンの⽇』夫婦ある
「クスッと笑える川柳」⼤賞も同⽇

専⾨紙ヘッドライン

専⾨紙

【鉄鋼新聞】Ｈ形鋼市況、東⻄で１０
伸。メーカー強気、台⾵影響も

【鉄鋼新聞】新⽇鉄住⾦の溶接軽量Ｈ
マートビーム」、コンビニ向け採⽤拡
２００店舗

【鉄鋼新聞】「素材技術で新市場に挑
ーズ『ＥＶ化』企業編」（２）〈古河
駆動モーター⽤第２世代巻線、３倍に

総合ガイド 新規会員登録／ログイン

利⽤規約 登録情報の確認・変更

プライバシーポリシー よくある質問

特定個⼈情報に関する基本⽅針 電⼦版広告掲載ガイド

ソーシャルメディアポリシー 電⼦版広告掲載アーカイブ

特定商取引に基づく表記 著作権

免責事項 電⼦版に関するお問い合わせ

⽇刊⼯業新聞電⼦版について ⽇刊⼯業新聞社について

⽇刊⼯業新聞社コーポレートサイト

会社概要

Corporate Profile (English)

企業理念

事業紹介

次世代育成事業⾏動計画

⼥性活躍推進法⾏動計画

採⽤情報

お問い合わせ

知りたい 発信したい

ネットワークに 
参加したい ⼈材を育てたい

経営アドバイス・ 
外部評価を受けたい

調査・分析 
をしてほしい

⽇刊⼯業新聞社の使い⽅ガイド
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