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M e d i a G u i d e
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あの頃のぱーぷるが、より楽しく、
お得なアプリになって再始動！

UP	DATE：2021.11.30



Concept

2

100年に⼀度のパンデミック・・・。
⾏動制限により⼈々が孤⽴し、過剰な同調が求められ、⾃粛要請によって
さらに⼈と⼈との関係が分断されてしまったのではないでしょうか。
「会いたい⼈に会えない」「⾏きたい場所に⾏けない」など
先の⾒えない不安やストレスを抱える⽇々が約1年半も続きました。

そんなコロナ禍だったからこそ、改めて
⼈との繋がり、街との繋がりの⼤切さに気づかされたのではないでしょうか。
どんな時も、いつまでも、⼈々と街をつなぐパートナーでありたい。
⼈々（people）と奈良の街をつなぐパートナー（partner）＝ぱーぷる（par-ple）
奈良のタウン情報誌で守り続けてきた、あの頃の想いがさらに強くなりました。
コロナ禍で⼈との繋がり、街との繋がりが新たに⽣まれ変わったように、
私たちも、アプリとWEBというカタチで⽣まれ変わりました。

奈良の⼈々と街をつなぐパートナーとしてできること。
・奈良に暮らす⼈々が楽しく過ごせる、最新の地域情報をお届けすること。
・奈良に暮らす⼈々が使える、便利でお得なサービスをお届けすること。
・奈良に訪れる⼈々が、奈良の魅⼒を感じられる情報とサービスをお届けすること。
私たちは「より楽しく、お得で、便利な暮らしの情報とサービス」を提供します。

ぱーぷる編集部

人々と奈良の街をつなぐパートナーとして、
みなさまのビジネスをサポートします。

パートナー for ピープル
p a r t n e r p e o p l e

人と奈良の街をリアルにつなぐ



奈良県民が暮らしを楽しめる情報や
奈良に訪れたくなる企画を“みんなで発信できる”

奈良県随一のスマホアプリ＆ポータルサイトです！

⽉間 60万を超えるユーザーが集うウルトラメディア

REBORNぱーぷるとは

B級から高級まで
グルメ

いい場所いっぱい
おでかけ/イベント

地元チームを応援
スポーツ

大切な居場所
住まい・暮らし

ぱーぷるmamaの
子育て・教育

裏ネタもあるある
奈良ニュース

新しい仕事を求めて
求人情報

奈良のいいもの
ショッピング

こんなお店がオープン
新店情報

おトクに使おうクーポン 奈良で懸賞プレゼント



これらの相乗効果によって

⽉間ユーザー数 600,000を超える
20～40代のプラットフォームを有しています。

ユーザー数 約550,000/⽉ DL数 約22,000 Facebook 約16,000
Instagram 約14,000

Twitter 約7,700
LINE 約1,400

WEB APP SNS

ぱーぷるのユーザーは、中⾼⽣、⼤学⽣などの若者から、教育意識の⾼い⼦育て世代、さらには
奈良に訪れる県外のユーザーまで幅広く、新しい情報を積極的に取り⼊れる感度の⾼いアクティ
ブなユーザーです。お客様のターゲットに合わせたセグメントも可能です。みなさまの⽬的に
合ったアプローチ⽅法を、企画⼒、取材⼒、編集⼒のあるスタッフがご提案します。

県内の20〜40代をターゲットとした記
事型メディア。検索エンジンやSNS、
WEB広告からの流⼊を確保し、⽉間55
万ユーザーを誇ります。アプリとも連
動し、お客様のブランディングをお⼿
伝いします。

奈良の⼦育て情報アプリ「ぱーぷる
mama」のユーザーがREBORNぱーぷ
るへバージョンアップ。店舗検索や求
⼈検索、プッシュ通知、ポイント機能
などアプリならではの機能が活⽤でき
ます。

ぱーぷるオフィシャルSNSのフォロ
ワーの「つながり」を使って、より多
くのリーチが⾒込めるので、効率的に
PR効果を狙うことができます。ご予算
に合わせたSNS広告のご提案も可能で
す。

各メディアの特性を活用することで
幅広い世代や特定のターゲットへの

アプローチが可能です！

× ×

2021.12⽉現在

REBORNぱーぷるとは

さらに、Yahoo!、 SmartNewsとも連携！

※連携媒体を含む



REBORNぱーぷるは、メディアの影響⼒の強み、機能的な強み、そしてノウハウをもったスタッフ
の強みと3⽅向において、他媒体にはないストロングポイントを有しています。
タウン情報誌ぱーぷるを発⾏していたときからの⼈と街とのつながり、取材⼒、企画⼒、デザイ
ン⼒といった、⻑年にわたって培った強みをベースに、WEBとアプリにおけるデジタル思考なノ
ウハウをプラスして、より効果的なメディア媒体となりました。

低コストでお店や会社のPRが可能
奈良で長年培ったノウハウによって

最適なご提案をします！

REBORNぱーぷるの強み

奈良県随一の
ユーザー数を誇る
ウルトラメディア
60万UUを超える⺠間のメ
ディアは他にありません。
さらにSNSとも連動するこ
とで⼈と街をつなげます。

1,980円/月額
低コストから
始められる

店舗掲載など低コストで
始められるプランから独
⾃チャンネルの開設まで
幅広いプランがあります。

狙うターゲットに
合わせた

アプローチが可能
アプリでは登録ユーザー
の年齢や住居エリア、⼦
育て世代などセグメント
することができます。

こんなユーザーが利用しています！
● 年齢層：20〜49歳
ぱーぷるmamaユーザー(9歳までの⼦どもがいる⼦育て世代)も多数
● スマホ使⽤率：87%、PC使⽤率：11%、タブレット使⽤率：2%

P o i n t !
●リアルタイムな情報を配信しています。
●データ解析による効果測定が可能です。次のアクションの確度を高めます。
●SNSから簡単にシェアしてもらうことができます。
●能動的にユーザーへ情報を配信できます（アプリのプッシュ通知）。
●ユーザーがアクションした情報を集積することができます（アプリのお気に入り機能）。



REBORNぱーぷるの強み

プッシュ通知
（アプリ）

ユーザーがアプリを開いて
いなくても、直接端末に配
信されるので、ダイレクト
なアプローチが可能です。
狙いの属性に合わせた配信
も可能です。

機能の強み

独自チャンネル

お客様独⾃のチャンネルを
開設することが可能です。
いつでもタイムリーに情報
配信でき、チャンネルを持
つことによってブランディ
ング効果もアップします。

お客様用
管理画面

メニューやクーポン、PR⽂
など⾃由に投稿・変更でき
るほか、⽇々の記事も作成
でき、ユーザーに向けてお
客様ならではのアプローチ
ができます。

営業・編集スタッフの強み

取材力

ディレクターがお客
様のアピールポイン
トをしっかり捉え、
引き出していきます。
⻑年ぱーぷるを共に
作ってきた信頼でき
るライター、カメラ
マンも充実。

集客、ブランディン
グ、伝えたいことな
どお客様のニーズに
合わせて、提案しま
す。今まで培ったノ
ウハウや様々な事例
も活⽤し、プランニ
ングしていきます。

ライティングから記
事構成、デザイン
ワークまで、より読
みやすく、⾒やすい
画⾯を制作します。
クリエイターも⻑年
ぱーぷるに携わって
きた制作陣です。

企画力 制作力

1 2 3



REBORNぱーぷるの料金プラン

純 広 告

最も表⽰回数が多い広告枠です。単なる広告ではなく、御社のHPやLPのリンク添付可能です。
毎⽉1回バナーデザインを変更し、クリック率向上など対策を講じます。（バナーデザイン費⽤を含む。）

ポータルサイトTOP、全記事枠

広告箇所 表示

スマホアプリ -

ポータルサイト（スマホ） ○

ポータルサイト（PC） ○

1

PC版 スマホ版

menu 1ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉

料⾦（税込） 198,000円 1,089,000円
(181,500円/⽉)

1,980,000円
(165,000円/⽉)

ポータルサイト全記事に表⽰させる広告枠です。バナー制作費を含みます。
毎⽉1回バナーデザインを変更し、クリック率向上など対策を講じます。（バナーデザイン費⽤を含む。）

ポータルサイト全記事内枠

広告箇所 表示

スマホアプリ -

ポータルサイト（スマホ） ○

ポータルサイト（PC） ○

2

menu 1ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉

料⾦（税込） 99,000円 544,500円
(90,750円/⽉)

990,000円
(82,500円/⽉)



REBORNぱーぷるの料金プラン

純 広 告

スマホアプリ「TOPページ」にバナーを掲載します。御社のHPやLPのリンク添付も可能です。
毎⽉1回バナーデザインを変更し、クリック率向上など対策を講じます。（バナーデザイン費⽤を含む。）

スマホアプリバナー枠

広告箇所 表示

スマホアプリ ○

ポータルサイト（スマホ） -

ポータルサイト（PC） -

3

スマホアプリ
TOPページ

menu 1ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉

料⾦（税込） 66,000円 363,000円
(60,500円/⽉)

660,000円
(55,000円/⽉)

TOPページ
1枚目

スマホアプリ「TOPページ」最上部スライドバナーに掲載します。御社のHPやLPのリンク添付も可能です。
毎⽉1回バナーデザインを変更し、クリック率向上など対策を講じます。（バナーデザイン費⽤を含む。）

スマホアプリスライダー枠

広告箇所 表示

スマホアプリ ○

ポータルサイト（スマホ） -

ポータルサイト（PC） -

4

Menu 1ヵ⽉ 6ヵ⽉ 12ヵ⽉
1枚⽬

料⾦（税込） 66,000円 363,000円
(60,500円/⽉)

660,000円
(55,000円/⽉)

2枚⽬以降
料⾦（税込） 59,400円 326,700円

(54,450円/⽉)
594,000円

(49,500円/⽉)

TOPページ
2枚目以降



REBORNぱーぷるの料金プラン

「撮影・取材まで全てお任せしたい」
そんな、あなたにオススメ！

イチオシ！

記 事 広 告

おまかせプラン1

menu 1回 6回 12回

原稿制作費 55,000円/本 49,500円/本 44,000円/本

SNS広告制作費
拡散実費 33,000円/本 27,500円/本 22,000円/本

プッシュ通知 1本 6本 12本

クーポン 1本 10本 20本

求⼈ 1件 3件 6件

※価格は全て税込⾦額です。

とにかく価格重視！記事をたくさん書いてPRしたい！
そんな、あなたにオススメ！お得プラン

2

イチオシ！

menu ライト レギュラー プレミアム

⽉額 19,800円/⽉ 29,800円/⽉ 59,800円/⽉

毎⽉投稿記事上限数 2本 4本 10本

クーポン 1本 3本 20本

求⼈ なし 3件 6件

クーポンプラン
3

求人プラン
4

1ヵ月2,980円(税込)
年間契約

1,980円(税込)/月

1ヵ月9,980円(税込)
年間契約

6,980円(税込)/月
※ スマホアプリのみの投稿です。
※ 毎⽇9時に更新します。

※ スマホアプリのみの投稿です。
※ 1件の応募の料⾦です。



REBORNぱーぷるの基本プラン

チャンネルプラン

※価格は全て税込⾦額です。

月額165,000円
⾃分たち専⽤のチャンネルが持てる
プランが登場！

◎チャンネルのため、とにかく目立つ！
◎無制限で記事を自由に配信できる！
・お店のサービスへのリンクが貼れる！
・動画も載せられる！
・商品ページの誘導もできる！
・予約投稿もできる！
・クーポンも出せる！
・求人情報も載せられる！

広告効果大！投稿すればするほどお得

●注意事項
・1⽇1回記事配信を⽬安とします。
・チャンネルに関係のない記事投稿はできません。
・ぱーぷる編集部の記事内容チェックが⼊ります。

※年間契約となります。



※価格は全て税込⾦額です。

REBORNぱーぷるのオプションプラン

オ プ シ ョ ン ① ア ラ カ ル ト

アンケート/イベント参加募集など 料⾦

応募フォーム制作 55,000円

応募フォーム+応募者管理 110,000円

アンケート
応募フォーム例イベント参加応募フォーム例

60万UUの「REBORNぱーぷる」の記事からアンケートやイベント募集フォームへ誘導。
魅力的な企画でユーザーの興味を惹き、募集を促進します。
アンケートはリアルタイムで結果を確認できます。



オ プ シ ョ ン ② ラ ン デ ィ ン グ ペ ー ジ 制 作

商品の注文や問い合わせ・イベント予約など
ユーザーのアクション誘導に活用ください。

ランディングページとは、商品の注⽂やお問い合わせ、イベントの予約、無料会員や試供品の申
込み、または求⼈募集への申込みといった、ユーザーからのアクションに結びつけることに特化
したページです。

ランディングページはいわばチラシや誌
面広告に近いPRページです。ページで商
品やサービスの営業トークを表現します。
60万UUの「REBORNぱーぷる」で告知
することで、ランディングページへ誘導。
ランディングページの豊富な情報量に
よって、ユーザーの興味を惹き、アク
ションを促進します。
またSNS投稿やWEB広告の飛び先にする
など、外部サイトでの流用も可能です。

REBORNぱーぷるのオプションプラン

REBORNぱーぷるへの出稿が
1本無料!

購入ボタンなど



制作内容 1ページ3項目展開 1ページ3項目展開
＋WEBフォーム 2ページ以上

ランディングページ作成
（デザイン含む） \200,000 \250,000 \300,000〜

（内容により要御⾒積）

ランディングページ項⽬追加 \30,000/1項⽬ \30,000/1項⽬ \30,000/1項⽬

ランディングページ更新
（写真・テキスト更新）

\10,000〜/1回
（内容により要御⾒積）

\10,000〜/1回
（内容により要御⾒積）

\10,000〜/1回
（内容により要御⾒積）

取材・ライティング \50,000/1回 \50,000/1回 \40,000〜
（内容により要御⾒積）

撮影 \50,000/1回 \50,000/1回 \40,000〜
（内容により要御⾒積）

●ランディングページの内容は原則1テーマ（商品・サービス）です。
●ランディングページを活⽤したFacebook広告やリスティングなどのWEB広告は別途ご相談ください。
●弊社との新規ご契約の場合は、制作費⽤を前⾦で頂戴いたします。

ラ ン デ ィ ン グ ペ ー ジ 制 作 プ ラ ン ・ 料 ⾦

ヘッダー
（メインビジュアル）

1項目目

購入ボタンなど

ヘッダー
（メインビジュアル）

送信

ランディングページ
（1ページ3項目展開） WEBフォーム

ヘッダー
（メインビジュアル）

ランディングページ
（複数ページ）

ページナビゲーション

※購⼊ボタンなどからWEB
フォームに⾶ばします。

制作のお申込スケジュール

お申込 掲載内容
お打合せ

デザイン・
コーディング取材・撮影 ページ

ご確認

※詳細なスケジュール、納品⽇はご相談ください。

2項目目

購入ボタンなど

3項目目

購入ボタンなど

1項目目

購入ボタンなど

2項目目

購入ボタンなど

3項目目

購入ボタンなど

2ページ目～

ページナビゲーション

1項目目

購入ボタンなど

2項目目

購入ボタンなど

3項目目

購入ボタンなど

REBORNぱーぷるのオプションプラン

※価格は全て税込⾦額です。

ページ構成



オ プ シ ョ ン ③【楽天市場】奈良のギフト専門店ナラノコト出店

自社の商品を全国にお届けしませんか？
楽天市場「月間優良ショップ」取得の実績と

Amazon、Yahoo!ショッピングの運営ノウハウで
通販の販路拡大に！

地域の暮らしに寄り添い、奈良の魅⼒を発信し続けるお店と、弊社が培ってきた技術・情報・ヒ
トを組み合わせて「奈良の新しい魅⼒・価値」を届けます。
オンラインショップとしてだけでなく、WEBノウハウ、⾼いデザイン性を誇る素材をご提供する
ことで、県内だけでなく、県外からも魅⼒を感じていただける、愛される店舗づくりを全⾯バッ
クアップ！煩雑な受注業務などを全てナラノコトがサポートいたします！

取材・撮影 必要に応じてご対応

ページ制作 5〜10点（⽬安）

集客 広告選定出稿やポイント付与

宣伝 弊社SNSやメルマガにてPR

注⽂受付 弊社にて実施

配送 取りまとめ弊社⇒発送御社より

お客さまサポート 弊社にて実施

掲載プラン＆料金

年間契約
税込27,500円/月
＋売上の20%

REBORNぱーぷる出稿
6本無料!!

■請求締め⽇：毎⽉末■請求書発⾏：請求
締め⽇⽉の翌⽉10⽇までに弊社宛でご発⾏
ください。■⽀払い⽇：請求締め⽇付きの
翌々⽉末まで。■⽀払⽅法：銀⾏振込

REBORNぱーぷるのオプションプラン


