
お年寄りとの接点が無い、ＰＲの仕方がわからない

説明しても信用してもらえない…、

そんな皆様からシルバーネットが注目されています。

4  独自の配布方法を構築
シニア向けのフリーペーパーは、デリバリ
ー（配布）の方法が難しいとされています。
お年寄りのいる場所を把握して、タイミング
良く配布しないと、紙面が無駄になってしま
うからです。
弊紙は老人クラブの組織力と、病院や公共施設
の動員力をフルに活かすことで、効率的な配布
方法を構築しています。
また、高齢者施設で回し読みをされたり、回覧
板を利用して地域で回し読みされるケースもあ
り、実際の読者数は発行部数を上回っています。

メディアの特徴
1  読者対象は高齢者です
高齢者のみに読者対象を絞り込んでいます。
明快なコンセプトによって読者を引きつけ、
広告効果を高めています。

2  レスポンスメディアとして
情報の発信だけでなく、読者からのレスポン
スでも実績を残しています。紙面の投稿コー
ナーを充実させたり、寄せられた川柳を本に
して全国発売。「読者の集い」なども主催して
出会いの場も提供しています。

3  こだわりの編集も好評
１面の特集記事では「遺言」「健康」「福祉サ
ービス」など、高齢者が関心のあるテーマを
わかりやすく解説。街で見つけてきたホット
な話題から「イベント情報」「人気連載コラム」
「投稿コーナー」まで、８ページとは思えない
充実した内容こそ弊紙の最大の特長となって
います。

5  病院に強いシルバーネット
弊紙の特筆すべき特徴として、病院に強いこ
とが挙げられます。患者さんに対して公平で
有益な情報を提供することで、ドクターから
も熱い信頼をいただいており、仙台市内の大
きな病院のほとんどに配布されています。

ためになる、おもしろいと、仙台の高齢者に大好評
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FAX 022（274）1037
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お問い合わせ先

みやぎシルバーネット   　担当 千葉

25年　の実績があるシニア向け情報紙　フリーペーパー

＜魅力的なシルバー市場＞

シルバーネット　 検索 余暇介護 終活医療健康

［媒体資料］

65才以上
24.21％

高齢化が進む仙台市

仙台市の統計情報より（2020年10月）

（257,965人）

創刊時の1万部から、コツコツと増やし続けてきた読者が小紙の最大の宝。
お知り合いに「この新聞、おもしろいよ」とＰＲしてくださった読者、「川柳が楽
しいです。記事も為になりますよ」と利用者さんに紹介くださった介護施設の
職員さん。25年の歩みは、大きな大きな小紙のエネルギーとなっています。

毎月200通以上も寄せられる川柳投稿やお手紙

集大成となる関連図書も発刊川柳は書籍化され全国で大ヒット中！

余暇介護 終活医療健康



■配 布 先
　　地　下　鉄 泉中央駅・黒松駅・台原駅・北四番町駅・勾当台公園駅・広瀬通駅・仙台駅・五橋駅・河原町駅・

 長町一丁目駅・長町南駅　　　　　※南北線の11駅・13箇所のアドスタンドに設置

　　老人クラブ 100カ所あまりの老人クラブや高齢者団体に配布。部数はトータルで約5,000部。

　　老壮大学　 市民センターが月１回程度開催している高齢者向けの生涯学習の学舎

　　公共施設等

 　　●市民センター　　　 全６０館

 　　●老人福祉センター 全８館（台原・大野田・高砂・小鶴・郡山・泉・亀岡・沖野）

 　　●老人憩の家　　　　 一部（虹の丘・長命ヶ丘・南中山・泉ヶ丘・向陽台・寺岡・緑ヶ丘・荒巻・他）

 　　●その他 仙台市シルバーセンター・せんだいメディアテーク・生涯学習支援センター・県図書館・福祉プラザ

 仙台市消費生活センター・みやぎＮＰＯプラザ・市民活動サポートセンター・宮城社会福祉センター・他
 宮城県年金協会・仙台市＆岩沼市シルバー人材センター・シニアネット仙台・向陽台地域包括支援センター
　　　　　　　　 カメイアリーナ仙台・元気フィールド仙台・青葉体育館・茂庭荘・花祭壇・ひより台居宅介護支援事業所
 宮城県警察・長町駅プラザ・名取駅プラザ・泉大沢シニアタウン・メデカマンション桂・コミュニティセンター他

　　老人ホーム エバーグリーンシティ寺岡・そんぽの家Ｓ八乙女・長生園・せんだんの里・サニーライフ仙台・ギャラリー杜の音 

 高齢者優良賃貸住宅（バイタルケア花壇・ザ・キャッスル北仙台・アイ・フローラル中野・つばきハウス西花苑）

 ニチイケアセンター　仙台中山吉成・泉大沢シニアタウン　他

　　医療機関 東北大学病院／仙台市立病院／仙台オープン病院／仙台医療センター／西多賀病院／県立がんセンター 

 東北労災病院／JCHO仙台病院／JCHO仙台南病院／仙台循環器病センター／広南病院／JR仙台病院

 仙台赤十字病院／石巻赤十字病院／徳洲会病院／東北医科薬科大学病院／東北医科薬科大学若林病院

 仙台東脳神経外科病院／せんだんホスピタル／泉病院／松田病院／仙塩病院／仙塩利府病院

 イムス明理会仙台総合病院／星陵クリニック／しかない整形外科／仙台胃腸クリニック／周行会佐藤病院

 東北整形外科・仙台北整形外科／泉整形外科／宮町整形外科／朴澤耳鼻咽喉科／星内科小児科医院．

 宮城県結核予防会／ 訪問看護総合センター／長町病院／各地の整骨院／他   

　　毎日新聞 　 仙台市・塩釜市・多賀城市の毎日新聞に約8,270部折込　　　※毎日系の販売店のみ

　　商業施設　 モリヤ（7店舗）、スーパービッグ（2店舗）、サンマルシェ（2店舗）、ヨークベニマル（10店舗）、

 ヤマザワ（茂庭店・中田店）、ビッグハウス八乙女店、コロナワールド、サンマリ（向山店・沖野店）

 鶴ケ谷ショッピングセンターアバイン、鶴ヶ谷生鮮いちば、食彩館イトー名取店、ゆりあげ食彩館

 金港堂本店、紀伊國屋書店仙台店、よしのや本間 仙台愛子店

　　金融機関 杜の都信用金庫

■配布先の詳細（10.2月現在）
◎地下鉄　　1500

◎老人クラブ　5400

◎その他の高齢者団体　800

◎公共施設等・他　　6150　
◎病院関係　　4150
◎毎日新聞　11000

◎スーパー　5400

◎銀行　600

■毎日の部数変更の履歴
9400 2015.9月号～

■発行部数　 35,000部　　※仙台市に大半の33,000部を配布。　　

■配布エリア　 仙 台 圏 　※仙台市と名取市・岩沼市・多賀城市の一部

■発 行 日  毎月23日～27日頃

■サ イ ズ 　 タブロイド判・カラー８頁

■配布方法　 老人クラブ、病院、公共施設、毎日新聞の折込など、ピンポイントの独自の配布方法を構築

■そ の 他 　 長い実績（平成８年11月創刊）　・　川柳コーナーには多数の投稿有り

■原稿締切 毎月１５日頃までにデータでご提出ください。

 枠取りの締切は毎月５日頃ですが、ご希望の枠がお取りできないこともございますのでご了承ください。

仙
台

＜広告の制作料は、別途お見積り申し上げます。＞

シニア世代の読者が多い毎日新聞にも折込

※クライアント様のため、読者のため、地球のために、ロスのない効率的な配布を目指しています。
　　弊紙は「配布」というものをとても大切にしており、人任せにせず自社で配布を行っています。読まれずに廃棄される紙面が多いのでは、広告効果も高めら

れませんし、広告料を抑えることもできません。読み応えのある紙面作り、資源を大切にするという意味でも「配布」は重要と考えています。25年の経験で得た

ノウハウを駆使しながら、効率的な配布先を選択し、紙面がたまたま残っていた時は「再配布」を行って、１部も捨てない究極の配布方法を目指しております。

※クライアント様のため、読者のため、地球のために、「ロス率ゼロの100％完全配布」を実現。
　　弊紙では「配布」というものをとても大切にしており、業者任せにせず自社で配布を行っています。読まれないで廃棄される紙面が多いのでは、広告効果も高

められませんし、広告料を抑えることもできません。読み応えある紙面作り、資源を大切にするという意味でも「配布」は重要と考えています。10年以上の経験で

得たノウハウを駆使しながら、効率的な配布先を選択し、紙面がたまたま残っていた時は「再配布」を行って、１部も捨てない究極の配布方法を実現しております。

※１面の枠に関しましては、葬儀、墓地、仏壇仏具、遺品整理等の広告に一定の制限を設けさせて頂いております。

　　また、公序良俗に反する内容の広告、疑いのある広告につきましては掲載をお断りいたします。

■広告の制限について

※「題字横」、「突き出し」の枠に関しましては、葬儀、墓地、

遺品整理等の広告に一定の制限を設けさせて頂いており

ます。

　　また、公序良俗に反する内容の広告、疑いのある広告に

つきましては掲載をお断りいたします。

→１回とはならＯＫ。半年契約とかはダメ。

1面
題字横    （ヨコ 65mm×タテ 50mm）
　　　　        44,000円
                    ※6ヶ月契約 35,200円

突き出し（ヨコ 60mm×タテ 77mm）
　　　　　　  38,500円
       ※6 ヶ月契約 30,800円

全3段（ヨコ 252mm×タテ118mm）
                  220,000円
　　　  ※6ヶ月契約 176,000円
3段1/2（ヨコ125mm×タテ118mm）
                  110,000円
　　　  ※6ヶ月契約 88,000円

1/4_ 小枠（ヨコ60mm×タテ36mm）
                  19,800円
　　　  6 ヶ月契約 15,840円

1段1/2（ヨコ125mm×タテ36mm）
                  33,000円
　　　  6 ヶ月契約 26,400円

2段1/4 （ヨコ 60mm×タテ 77mm）
　　　　        33,000円
                    6ヶ月契約 26,400円

2段 1/2 （ヨコ 125mm×タテ 77mm）
　　　　　　  66,000円
           6 ヶ月契約 52,800円

全2段   （ヨコ 252mm×タテ77mm）
                  132,000円
　　　  6 ヶ月契約 105,600円

3段1/2（ヨコ125mm×タテ118mm）
                 99,000円
　　　  6 ヶ月契約 79,200円

全　頁　（ヨコ252mm×タテ365mm）
                 550,000円
　　　  6 ヶ月契約 440,000円

■広告料金（税込）
※6ヵ月契約の場合は 20％ほど割引になります。
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められませんし、広告料を抑えることもできません。読み応えある紙面作り、資源を大切にするという意味でも「配布」は重要と考えています。10年以上の経験で

得たノウハウを駆使しながら、効率的な配布先を選択し、紙面がたまたま残っていた時は「再配布」を行って、１部も捨てない究極の配布方法を実現しております。

※１面の枠に関しましては、葬儀、墓地、仏壇仏具、遺品整理等の広告に一定の制限を設けさせて頂いております。

　　また、公序良俗に反する内容の広告、疑いのある広告につきましては掲載をお断りいたします。

■広告の制限について

※「題字横」、「突き出し」の枠に関しましては、葬儀、墓地、

遺品整理等の広告に一定の制限を設けさせて頂いており

ます。

　　また、公序良俗に反する内容の広告、疑いのある広告に

つきましては掲載をお断りいたします。

→１回とはならＯＫ。半年契約とかはダメ。

1面
題字横    （ヨコ 65mm×タテ 50mm）
　　　　        44,000円
                    ※6ヶ月契約 35,200円

突き出し（ヨコ 60mm×タテ 77mm）
　　　　　　  38,500円
       ※6 ヶ月契約 30,800円

全3段（ヨコ 252mm×タテ118mm）
                  220,000円
　　　  ※6ヶ月契約 176,000円
3段1/2（ヨコ125mm×タテ118mm）
                  110,000円
　　　  ※6ヶ月契約 88,000円

1/4_ 小枠（ヨコ60mm×タテ36mm）
                  19,800円
　　　  6 ヶ月契約 15,840円

1段1/2（ヨコ125mm×タテ36mm）
                  33,000円
　　　  6 ヶ月契約 26,400円

2段1/4 （ヨコ 60mm×タテ 77mm）
　　　　        33,000円
                    6ヶ月契約 26,400円

2段 1/2 （ヨコ 125mm×タテ 77mm）
　　　　　　  66,000円
           6 ヶ月契約 52,800円

全2段   （ヨコ 252mm×タテ77mm）
                  132,000円
　　　  6 ヶ月契約 105,600円

3段1/2（ヨコ125mm×タテ118mm）
                 99,000円
　　　  6 ヶ月契約 79,200円

全　頁　（ヨコ252mm×タテ365mm）
                 550,000円
　　　  6 ヶ月契約 440,000円

■広告料金（税込）
※6ヵ月契約の場合は 20％ほど割引になります。
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お年寄りとの接点が無い、ＰＲの仕方がわからない

説明しても信用してもらえない…、

そんな皆様からシルバーネットが注目されています。

4  独自の配布方法を構築
シニア向けのフリーペーパーは、デリバリ
ー（配布）の方法が難しいとされています。
お年寄りのいる場所を把握して、タイミング
良く配布しないと、紙面が無駄になってしま
うからです。
弊紙は老人クラブの組織力と、病院や公共施設
の動員力をフルに活かすことで、効率的な配布
方法を構築しています。
また、高齢者施設で回し読みをされたり、回覧
板を利用して地域で回し読みされるケースもあ
り、実際の読者数は発行部数を上回っています。

メディアの特徴
1  読者対象は高齢者です
高齢者のみに読者対象を絞り込んでいます。
明快なコンセプトによって読者を引きつけ、
広告効果を高めています。

2  レスポンスメディアとして
情報の発信だけでなく、読者からのレスポン
スでも実績を残しています。紙面の投稿コー
ナーを充実させたり、寄せられた川柳を本に
して全国発売。「読者の集い」なども主催して
出会いの場も提供しています。

3  こだわりの編集も好評
１面の特集記事では「遺言」「健康」「福祉サ
ービス」など、高齢者が関心のあるテーマを
わかりやすく解説。街で見つけてきたホット
な話題から「イベント情報」「人気連載コラム」
「投稿コーナー」まで、８ページとは思えない
充実した内容こそ弊紙の最大の特長となって
います。

5  病院に強いシルバーネット
弊紙の特筆すべき特徴として、病院に強いこ
とが挙げられます。患者さんに対して公平で
有益な情報を提供することで、ドクターから
も熱い信頼をいただいており、仙台市内の大
きな病院のほとんどに配布されています。

ためになる、おもしろいと、仙台の高齢者に大好評

ＴＥＬ 022（274）1004
FAX 022（274）1037

〒981-0905　仙台市青葉区小松島2-9-5

Eメール：silver.chiba@nifty.com 七十七銀行 
小松島支店

東北高校
小松島キャンパス

東北医科薬科大学

小松島公園

バス停
小松島東北高校前

シルバー
ネット

至東照宮

至旭ヶ丘

お問い合わせ先

みやぎシルバーネット   　担当 千葉

25年　の実績があるシニア向け情報紙　フリーペーパー

＜魅力的なシルバー市場＞

シルバーネット　 検索 余暇介護 終活医療健康

［媒体資料］

65才以上
24.21％

高齢化が進む仙台市

仙台市の統計情報より（2020年10月）

（257,965人）

創刊時の1万部から、コツコツと増やし続けてきた読者が小紙の最大の宝。
お知り合いに「この新聞、おもしろいよ」とＰＲしてくださった読者、「川柳が楽
しいです。記事も為になりますよ」と利用者さんに紹介くださった介護施設の
職員さん。25年の歩みは、大きな大きな小紙のエネルギーとなっています。

毎月200通以上も寄せられる川柳投稿やお手紙

集大成となる関連図書も発刊川柳は書籍化され全国で大ヒット中！

余暇介護 終活医療健康


