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サンケイリビング×ココカラファイン

店頭商品購買促進＆モニターサンプリング企画

物流コストをかけない！営業支援にもつながる！
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媒体掲載
モニター募集

モニター応募
当選連絡

来店
購入

アンケート回答
ポイント付与

アンケート集計
ご報告

ACTION PURCHASE & TRIAL REPORT

使用した感想、
継続購入意向など

専用Webページにて回答
謝礼として

ココカラファインポイント付与

対象商品を
店頭で購入

Web応募受付・抽選
メールにて当選連絡

MEDIA

■媒体でしっかりと商品紹介し、同時に商品モニターを募集
■陳列商品を購入させるため、物流コストを気にしないモニターサンプリングを実現（モニター用商品の手配の必要はございません）
■ココカラファインでの購入を促し、レジを通過するため営業支援となります
■購買行動、アンケート回答により、商品への関与度の向上
■ユーザーによる試用コメント収集、アンケート調査を実施 ※医薬品は実施できません

【企画のポイント】

企画概要

地域に根づき主婦を動かす女性のための生活情報紙「リビング新聞」、
都心部の働く女性にアプローチできる「シティリビング」それぞれのターゲットごとに

身近なお買い物の場であるドラッグストア「ココカラファイン」での商品購入を促すモニター企画です
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①紙面、メールにてモニター募集告知を掲載
②応募時の簡易アンケートからターゲットのセグメント可能
③当選者にはサンケイリビング新聞社事務局より、当選メールを配信し、ココカラファインでの購入方法を案内
④モニター各自で商品を購入してもらい、トライアル
⑤商品購入レシートとココカラファインアプリID番号、使用後アンケートをサンケイリビング新聞社事務局にWEB提出
⑥アンケートが確認できしだい、ココカラファインポイント（商品購入費用＋謝礼分）を付与
⑦使用コメントや購入意向など、モニター調査報告をご提出

企画概要（モニターキャンペーン実施フロー詳細）

モニターキャンペーン実施フロー

体験モニター200人募集

「●●●」をココカラファインで購入し、１週間試した後
の感想アンケートを答えてくれるモニターを200人募集。

モニター実施者には謝礼としてココカラファインポイント
を●●●円分プレゼント。
※ココカラファインアプリ会員の登録が必要です

まずはリビングWEBから応募を！
詳しくは、サイトを確認ください。
当選者には、●月●日頃当選メールをお送りします

モニター募集告知イメージ
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基本メニュー プランの詳細 実施料金（税別） 備考

リビング新聞
首都圏発行の中から３エリア（合計約40万部程度）
体裁：全５段
正価：1,875,000円 ※制作費含む 1,500,000円 選択するエリアや告知スペー

スにより変動します

モニター応募受付事務局費

サンケイリビング新聞社内に約1ヶ月半設置想定
（応募受付～抽選～当選連絡～事後アンケート配信～結果集計）
※応募専用フォーム・モニターアンケートフォーム作成費含む
※当選連絡はメール配信 300,000円

モニター謝礼費用
（商品代＋謝礼）×実施人数
例：1000円相当の商品を200人に購入させる場合・・・＠1500円×200 300,000円 商品価格、実施人数によって

変動します

実施費用（リビング新聞の場合）

リビング新聞の場合

合計 2,100,000円（税別）～
＜留意事項＞
※対象商品は配荷率が高い商品に限ります。ココカラファインと協議の上、実施決定となります
※モニター当選数は想定・抽出条件により変動します。
※モニター当選数から、実際に購入・アンケート回答をする人数が減る場合があります。
その場合、ポイント付与はいたしません。

エリア名 配布地域 配布部数

一段あたりの正価料金

カラー

ﾍﾟｲﾄﾞﾊﾟﾌﾞ

1 東 京 副 都 心練馬区、中野区、杉並区、豊島区、新宿区、渋谷区 他 142,378部 125,000円

2 山 の 手世田谷区､目黒区、大田区 他 151,939部 125,000円

3 む さ し の杉並区､武蔵野市、三鷹市、小金井市、西東京市、小平市他 150,675部 125,000円

4 多 摩立川市､国立市、国分寺、昭島市、八王子市、日野市他 116,923部 125,000円

5 さ い た まさいたま市、上尾市他 175,095部 125,000円

6 千 葉千葉市他 115,813部 125,000円

7 ふなばし・ならしの船橋市､習志野市他 76,299部 100,000円

8 か し わ柏市、松戸市、我孫子市、流山市他 120,656部 125,000円

9 横 浜横浜市神奈川区､旭区、港北区、保土ヶ谷区他 202,249部 160,000円

10 田 園 都 市横浜市青葉区､都筑区、宮前区、緑区、高津区、町田市他 121,082部 125,000円

11 東 京東京23区全域、東京都下郡（産経新聞木曜朝刊と同配） 216,550部 125,000円

首都圏11エリア 合計 1,589,659部 1,200,000円

・配布日 木・金曜日
・発行日 金曜日付（月2・3回発行）
・タブロイド判
・独自女性組織「リビングレディ」
による一般家庭への戸別配布

リビング新聞「首都圏」読者調査2017年より

※部数は変更になる場合がございます

上記以外のプランも可能です。ご相談ください
モニター数が多い場合は、WEBタイアップ＋ブーストプラン
の追加が必要です
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基本メニュー プランの詳細 実施料金（税別） 備考

シティリビング
東京版（168,000部）・横浜版（49,319部）
体裁：１／２頁
正価：1,360,000円＋制作費120,000円

掲載費：1,088,000円
制作費：120,000円

告知スペースにより変動
写真撮影が必要な場合は
別途費用

モニター応募受付事務局費

サンケイリビング新聞社内に約1ヶ月半設置想定
（応募受付～抽選～当選連絡～事後アンケート配信～結果集計）
※応募専用フォーム・モニターアンケートフォーム作成費含む
※当選連絡はメール配信 300,000円

モニター謝礼費用
（商品代＋謝礼）×実施人数
例：1000円相当の商品を200人に購入させる場合

・・・＠1500円×200 300,000円 商品価格、実施人数に
よって変動します

実施費用（シティリビングの場合）

シティリビングの場合

合計 1,808,000円（税別）～＜留意事項＞
※対象商品は配荷率が高い商品に限ります。ココカラファインと協議の上、実施決定となります
※モニター当選数は想定・抽出条件により変動します。
※モニター当選数から、実際に購入・アンケート回答をする人数が減る場合があります。
その場合、ポイント付与はいたしません。

・配布日 水・木曜日
・発行日 金曜日付（月2・3回発行)
・タブロイド版オールカラー
8ユニット

・許可を得たオフィスへの配布

2016年12月シティネットワーク読者調査東京抜粋（n=874）

オフィスエリア 配布部数 オフィス数

千代田区オフィスエリア 43,945 2,003

港区オフィスエリア 38,835 1,779

中央区オフィスエリア 30,670 1,599

新宿区オフィスエリア 11,215 687

品川区オフィスエリア 9,570 523

江東区オフィスエリア 7,950 362

渋谷区オフィスエリア 7,720 480

豊島区オフィスエリア 3,660 156

文京区オフィスエリア 3,315 192

墨田区オフィスエリア 2,810 111

台東区オフィスエリア 2,730 201

大田区オフィスエリア 2,200 132

中野区オフィスエリア 1,490 66

目黒区オフィスエリア 1,120 67

その他9区オフィスエリア 805 94

オフィスエリア 配布部数 オフィス数

関内・桜木町オフィスエリア 11,043 800

横浜オフィスエリア 14,558 987

新横浜オフィスエリア 4,566 342

川崎周辺オフィスエリア 11,497 634

その他オフィスエリア 7,655 483

シティリビング東京
168,000部 8,450オフィス

シティリビング横浜
49,319部 3,246オフィス

※部数は変更になる場合がございます

上記以外のプランも可能です。ご相談ください
モニター数が多い場合は、WEBタイアップ＋ブーストプラン
の追加が必要です
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参照：オーダーフロー

読者（消費者）

企画
提案

サンケイリビング新聞社

発注

内容決定

広告主（メーカー） ココカラファイン

告知
（利用者募集）

企画
提案

検討

当選

・試用後
アンケー
ト回答
URL連絡

発注

原稿制作

応募

バイヤー
承認

来店

終了

会員ID・購入レシート
報告
+

試用後アンケート回答

報告書受領・プロモーション完了報告書作成

申請
条件確定

購入報告・
ポイント還

元

アプリ会員登
録/商品購入

購入者IDリスト
作成・報告 ポイント還元


