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●首都圏エリア：東京リビング、むさしの、多摩、さいたま、千葉、ふなばし・ならしの、かしわ、横浜東・南、田園都市

●大阪・兵庫エリア：北摂、北摂ひがし、京阪、大阪、堺、阪神、阪神ひがし、神戸ひがし、神戸あかし

※他エリアについては営業担当までお問い合わせください

新聞折込・ポスティングより

高レスポンスが出る

リビング折込の強み

その 1

主婦を中心とする独自の配布組織により、無料で配布している
「リビング新聞」への折込なので

その 2

■新聞（一般紙）の発行部数と世帯数の推移

発行部数 世帯数 世帯比

2019年 34,877,964 56,996,515 61.2%

2020年 32,454,796 57,380,526 56.6%

2021年 30,657,153 57,849,163 53.0%

※データ出典：日本新聞協会

戸建のみ

・@5.10円～
・@4.80円

集合住宅のみ

・@5.10円～
・@4.80円

分譲マンションのみ

・@7.00円～
・@6.80円

賃貸マンションのみ

・@7.00円～
・@6.80円

通常

・@3.00円～
・@2.80円

※料金は上段が首都圏、下段が大阪・兵庫、A4・B4サイズの場合

※各セグメント配布には実施数・配布物の制限があります

リビング折込料金（単価・税別）

エリア A5・B5 A4・B4 A3・B3 A2・B2 A1・B1
厚紙

A5・B5

厚紙

A4・B4

厚紙

A3・B3

ハガキに

類するもの

東京リビング（拡大号） 3.00円 3.00円 4.10円 7.10円 12.00円 3.00円 3.40円 5.00円 別途御見積り

むさしの、多摩 2.70円 3.00円 4.10円 7.10円 12.00円 3.00円 3.40円 5.00円 3.00円

さいたま 2.80円 3.00円 4.10円 7.10円 12.00円 3.00円 3.40円 5.00円 3.00円

千葉、ふなばし・ならしの、かしわ 2.80円 3.30円 4.30円 7.50円 12.00円 3.50円 4.00円 5.20円 3.50円

横浜東・南、田園都市 2.90円 3.20円 4.40円 7.60円 12.00円 3.50円 4.10円 5.70円 3.50円

大阪・兵庫エリア（共通） 2.70円 2.80円 4.20円 7.00円 12.00円 3.50円 3.60円 5.00円 3.60円

・変形サイズ（上記サイズが適用されないジャバラ状のもの、三角・丸などの定型サイズ外）に関しては、別途御見積りいたします。
・厚紙は四六判で110kg以上のもの。ハガキが刷り込まれているものに関しては、ご相談ください。
・戸建選別・集合選別は、首都圏エリアは上記料金の1.7倍、大阪・兵庫エリアはプラス@2.00円となります。
・分譲・賃貸マンション選別は、上記料金にプラス@4.00円となります。

特殊配布料金（単価・税別）

配布物 首都圏

封書・カタログ

～25g 8.0円

～50g 12.0円

～75g 15.0円

～100g 17.0円

マグネット ～25g 7.0円

ポリ袋 3.4円～

飛出し折込 4.0円～

同配ポスティング 5.1円～

・封書・カタログの100g以上は、ご相談ください。
・ポリ袋は、エリアとサイズにより変動します。
・飛出し折込は、エリアとサイズ（B4もしくはB3）により変動します。
・同配ポスティングは、A3・B3サイズ以上が基本となります。

※特殊配布は通常の折込と異なるため、部数・エリアに制限がございます。

チラシ状ではない形態のものも、リビングレディ組織が配布を実施します

お申し込みの流れ

配布チラシの搬入お申し込み実施ご決定

①チラシサイズ

②折込エリア

③折込部数 を決定

お申し込みは申込書に必要事項

を記入して、首都圏は配布前週

木曜日の正午、大阪・兵庫は17

時まで

チラシの搬入は指定の場所へ

・東京リビングは配布週の月曜日

・むさしの、多摩は配布前週の金

曜日正午まで

・その他の首都圏、大阪・兵庫は

配布前週の金曜日17時まで

①新聞発行日は金曜日付

②新聞配布は木曜・金曜日の

2日間

・住居選別配布、特殊配布のスケジュールは上記と異なります。詳細は営業担当までお問い合わせください。
・A3以上のチラシは必ずB4以下（東京リビングはB4以上のチラシはA4以下）に折って納品してください。
・チラシの搬入先については営業担当までお問い合わせください。

スケジュールは変更になる場合がございます

株式会社リビングプロシード 営業本部

東京営業部 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4F

エリア営業部 〃

大阪営業部 〒530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パークビル8F

お問い合わせ先

https://lps.co.jp/contact/

住居形態による効果的な

セグメント配布が

安価に実施可能

飛出し部分

チラシ▶

飛出し部分

チラシ

リビング飛出し折込

「リビング新聞」上部からチラシ
の一部が飛出す、リビングオリ
ジナルの折込

●飛出し部分に読者に向けたメッセ
ージを入れることで、大きな訴求
力を発揮

●1号あたり1社限定で、同号に入る
他社のチラシとの差別化を図り、
高い注目度とレスポンスを実現



※出典：2018年リビング新聞ネットワーク読者調査

01
どんな人に届くの？

リビング新聞と読者 02
どのように届くの？

リビング折込が読者に届くまで

03
効果はあるの？

高レスポンス事例

04
他にどんなことができるの？

ターゲットサンプリング＆ポスティング、他

世帯年収タブロイド判
4色13段組

金曜日付
木・金曜配布

リビングレディ
による一般家庭
への個別配布

全国

43エリア

約610万部

発行

約9,000名の

リビングレディ（主婦）が、
自宅で1部ずつ手差しで新聞
の中に折込

地域情報を細かく書き
込んだオリジナルの配
布地図を使って、精緻
で細かい配布に対応

×･･･配布拒否
■･･･オフィス
犬･･･犬を屋外で飼っている

GISを活用して、商圏・ターゲットに基づく細かい

エリアセグメントを実現

地図データとリビング新聞配布
データ、店舗データをかけあわ
せることで、無駄のないエリア
設定が可能

国勢調査データとリビング新聞
配布データを重ね合わせ、ター
ゲットの多いエリアを抽出する
ことが可能

対象となる各店舗の商圏3kmのエリアを
設定

女性40歳以上人口率×年収700万円以上
世帯率で、対象者が多いエリアを抽出

チラシの内容 実施部数 結果

モデルルーム集客 31,800部 40名来場！ 来場率 0.13%

学習塾生徒募集 10,000部 11名入塾！ 成約率 0.11%

通販告知 35,000部 75名購入！ 購入率 0.21%

美容室集客 10,000部 14名来店！ 来店率 0.14%

自身の担当エリアを熟知しているリビングレディだからこそ
できる、ペット飼育者（犬・猫）や開業医を対象とした配布

全国最大7,130件 全国最大2,870件 全国最大13,439部

ペット飼育者
手渡しサンプリング

開業医ポスティング

配布物

・チラシ・パンフレットのみは
NG

・配布物が3点以上の場合、1人
分ずつアッセンブリ

・封書・カタログのみ

・A4判・100g以内

・カタログは透明PP袋に封入済
みの状態で納品

申込
・実施週の4週間前の木曜日まで

・リビング新聞配布エリア単位

・実施週の3週間前の木曜日まで

・リビング新聞配布エリア単位

その他 ・犬・猫2種類の同時進行はNG ・診療科目での選別不可

※掲載内容の詳細は営業担当までお問い合わせください

折込チラシの大規模展開なら

全国フリーペーパー折込ネットワーク

33都道府県

約1,520万部

28媒体


