牧田人親 I

そして全国へ売り出す「フリモ ル」
ー

中広では24年にわたるインタ ネット通販事業のノウハウを生かし、昨年、過域の商品をオンラインで販売する「フリモ
を給めました。コロナ禍によって急拡大したネット通販領域は、大手企業や大手モ

ー

ー

ル」

ルだけに有効な手段ではありません。

疲弊した過域事業者には、大きな投資なしで参入できる通販サイトが必要だと考え、「フリモ ール」 では手数料歩合制の掲載
プランをスタ ー トしました。

冬季 調査で初め て 1 0兆円 を 超 え る など、

立ち上げました。そして2021年12月、「フリ

季）」によると、上位503社の 合計売上高が
EC業界は絶好調と言える状況です。

前年比ランキングでは、実店舗を展開す

る 小売企業が多く含まれていること がわか
りました。[5 位／ヨドバシカメラ (60.3%

増）14位／ユニクロ(17.9％増）26位／ニト

リ(59.2％増）※（）内前年比値］

コロナ禍で実店舗顧客にEC 利用を促す

施策を強化したことが高い成長に繋がって

いるようです。

これら の成功事例は、地 方 の小売店でも

取り入れられます。当社は地域クライアント
の商品＝「地域の逸品」を地域の読者に楽し
んでもらうため、各戸配布型のフリ

ー

マガジ

ン「地域 みっちゃく生活情報誌®」事業にカ

を入れてまいりました。これは、日々の暮ら

店舗のリピ

タ

ー

になる可能性 が 高いと考

えているからです。

2 年におよぶコロナ禍で、オンラインによ

る買い物の便利さは広い世代に認知されま
した。しかし、慣れ親し んだ店舗に対するマ

インドは変わりません。地域の店舗は顧客と
の繋がりを継続するためにオンラインで購

入できる 手段を設け、その方法を地域の人
に伝える必要があります。

モ ー ル」に決済機能を追加。これにより、より

入 があります。さまざまな施策により、3月の

気軽に通販を始めることが可能となりました。
フリモ

ー

ー

ルでは現在、キャンペ ンを実施

屯掲載のみ の「掲載プラン」では約3万円で

3カ月の利用ができます。また、決済機能を伴

オンラインショップヘいかに短時間で誘導

う「出品プラン」の場合は掲載料無料に加え、

品を販売するチャネルを増やしたいと販路拡

中。大変お得に始めていただけます。

を始めるには不安がある場合は、ぜひ「フリ

ヵ又販売できた場合のみ発生するため赤字に

い。

決済手数料も割引されるキャンペーンを開催
決済手数料は販売実績により異なります
ー

はなりません。決済ペ

ジも当社スタッフ が

当社がご案内するスケジュ

ー

ルに合わせて 商

o::開亡::霊 芹：
‘

頼があったら商品を発送して発送連絡を

するだけでOKI

。毎月約500万部の情輯誌で広告
します。普段ウェブショッピングを

利用しない客層にも効果的にPR。

。掲載料は雛料。商品を販売したら手
数料分を差し引いてお支払いします。

※売上が発生した場合のみ、カ ー ド決済手数料など
手数料が12％かかります。※上位人気商品には3%
の割引があり(12％→9％)、3カ月毎に更新されます。
※出品ブランの細部の説明については利用規約をご
確認ください。

SNSの活用とあわせて活発化
好調事業の「フリモ ール」

＇
一
一
・寵

rと｀占；ら：:,s:

「フリモ ー ル」ではプレゼントキャンペーン

を定期開催しています。これまでに3回開催
し、累計応募者は5,000人を超えました。PV

※QRコ ー ドは株式会社デンソ

ー

ー

ウェ ブの登録商標です

•中広採用サイト

l

2009

公式
●Facebook●'YouTube
アカウント ●lnstagram
•Twitter
加盟団体 ●JLAA

一

芸悶土悶ご際
2017年取得

＊

-

—●100万部達

成
一
ポ ータルサイト「フリモ」開始
●愛知県進出

2012I本社移転（岐阜県岐阜市、現住所へ）
VC事業開始
名古屋証券取引所二部上場

●全国展開開始(VC)
●福岡県 ・ 山梨県 ・ 兵庫県 ・
和歌山県進出200万部達成

2014 I東京証券取引所二部上場

スマホアプリ「フリモAR」開始
●VCサミット開催（以後毎年開催）
●栃木県 ・ 宮城県 ・ 新潟県 ・ 群馬県 ・
大阪府進出400万部運成
..........................................
●北海道・埼玉県・佐賀県・香川県進出
500万部達成

2015 I東京証券取引所 一 部上場
女性向けイベント「美フェス」開催

2016

●高知県・福島具·長野県・京蔀府進出600万畠遵成
地域密溢型子育て情報誌「ままここっと」創刊

----------------------------------------------------------------------------

2017 Iゆるキャラグランプリ2017 IN三重
桑名・長島リゾートオフィシャルメディアに就任

●東京都•愛媛県 ・ 静岡県 ・ 千葉県 ・
宮崎県 ・ 奈良県進出800万部違成

1
．大分隈進出
万部違成
20181創立40周年
ファミリ ー 向けイベント「ままここランド」開催 高校生のための就職応援本「Start!」創刊
YouTube「HAPPYMEDIAちゃんねる」開局
CLIPを衛生委員会として再始動
---------f-----·-------------------------------·--------------1------------------------------------------·--グル ープ会社「株式会社アド通信社西部本社J設立
［
●沖縄県進出
名古屋本社設置（二本社制）
小学校中学年向け副読本「お仕事ノート」創刊

900

2019
2020

＋＋

------------------------------------------------------------

悶翌」芸芯ロ・i
2016年取得

-

2013 Iイベントセミナ ー事業全国展開開始(VC) I●山形県・茨城県・鳥取県進出300万部達成

般社団法人日本地域広告会社協会
るみ
Lて

1

2010フリモモバイル事業開始
CLIP(Chuco Ladles lnnovat↑on P;oject)始動

•フリモ(WEB) ●講演会インフォ

●日本地域メディアネットワ ー ク(JLMN)

●三重県進出
1.50万部達成
------------------●福井県進出
「講演会インフォ」公式ウェブサイト開始

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ー
ー
オフィシャル •ゎくわく生活（楽天）他 ●フリモ ル ●フリモ ルブログ ●販促blog
運営サイト ●HAPPY MEDIA GUIDE（情報誌見積サイト） ●ハッピーメディア®児童虐待防止運動

クー ポンアプリ「フリモ」開始
中学1・2年生向け副読本「お仕事ブック」創刊
●1,000万部達成
地域の逸品紹介サイト「フリモ ール」開始
●…地域みっちゃく生活情報誌®

2021

苓竃I,く‘
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営
■

本社

岐阜本社
岐阜市東興町27

嘗婁本韻

フリーマガジン事業部

i

文が入る高い可能性をもっています。

「出品プラン」のおすすめポイント

•中広企業サイト

■

品を発送するのみと、簡単な作業で済みます。

2008

:...... :...........-:.·.:�:·.:.:.-:-.::::: ::--:. ::. :: :..............................................:
DX時代を駆け抜けろ！

名古屋本社
名古屋市中村区名駅1-1-1 24F

作 成します。店舗担当 者は注文が入った後、

0
-

上発行する情報誌で実施。全国各地から注

モ ー ル」で新たな一 歩をご一 緒させてくださ

●

「フリモ ー ル」の告知は、毎月500万部以

大をお考えの方や、自社スタッフ だけで通販

i

が可能です。

今期からは、情報誌に加えブログやlnsta

gramからの流入も予定しています。自社の商

五

万とい う世帯に実店舗情報とあわせてPR

毎月増え続けています。

l
』.④]

した広告です。店舗を営業するエリアの何

ユニ ー クユー ザー は月間約9,500人を突破。

B
n

できるかが勝負です。そこで有効なのが当

社の情報誌 のようにQRコ ードを有効活用

広告を利用して

基本方針 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ガン愚直なまでに報恩謝徳の精神で

プ ーマ

おり、アプリからは毎月5,500PV程度の流

薦

ネット販売業界で生き残るには、顧客を

ー

か、「フリモ」アプリのバナ

もちろん、お中元やお歳暮などの場合、その
ー

「フリモ ー ル」への集客は情報誌告知のほ

地域の逸品を紹介するサイト「フリモ ー ル」を

しに必要不可欠な衣 ・ 食・住に関する情報は

地域で暮らす人 たちこそ、地域で営業する

子です。

スロ

ー

http://www.adtsu.co.jp

·

する事業者を応援するため、2021年10月、

ずつUP。コアなファン が定着し 始め、上り調

i

第 45 期

2007

--------------------------------------------------------------------------------

（感謝の心で！）

株式会社アド通信社西部本社

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・

ー

1998Iインタ ネット通販
事業開 -- ·
---------------------始
2006
]
名古屋証券取引所セントレックス上場

1,
砂回 内

した 「通信販売 ・ 通信教育売 上高 調査（冬

飲水不忘掘井人

グル ー プ会社

1985 I 1日本社社屋完成（岐阜県岐阜市）

1993 イベント ・セミナ ー 事業開始
------------------------------------------------------------------------------------------------------------●岐阜県／「かにさんくらぶ」創刊
1994 フリ ーマガジン事業開始
1
ー
I
）
Tセ
／タ 完成（岐阜県
大垣市
]:::
． 滋賀県進出

（地方創生に1)

言｛

も3 月に4万件を超え、昨年末より毎月30%

当社では、コロナの影響で通販事業を開始

訓

t】',WInt比

1983 求人情報紙事業開始

（社員が輝く絹織にl)
（モノ ・トキ・ ココロの無駄ゼロ）

妙同 一

日本流通産業新聞が2021年12月に集計

社

人が命・人が宝・人が財産
機会損失の排除

ク 元q

歩合制の出品プラン
「負け」のない投資を

広告業を通して「地域社会への貢献」

革

1978 ]設立。中日新聞社と総代理店契約締結

プ全体474名

＼

著しい成長を見せるEC業界
実店舗との相乗効果が明確に

念

是

ー

沿

r
う9砂I.,If,.

イベント ・ セミナ ー 事業
ネット通信販売事業
vc 事業（ポランタリ ー ・チェ ーン）

フリ マガジン事業
セ ー ルスプロモ ー ション事業
クロスメディア事業

理

社

ー

454名(2022年4末
月
現在） グル

ー

事業内容

。地域の逸品を地域へ、

本業

執行役員

C ., LTD.)
株式会社中広(CHUCO O
東証・名証証券コ ー ド【2139】
1978年
4億430万 円

号

業 金 員

愛知支社

商

創資 従

宝。？［）↓必ゅ—

会社概要

《北海道》
SORA編集宣
滝川市東町6-1-11
TEL0125-74-6169

旭JII市東光6条6-4-7
TEL0168-85-6158

《宮城県》
とみいず！編集室
仙台市泉区泉中央1-33-7 2F
TEL02 2-341-4809

なうてい！編集室
名取市手倉田字諏訪532-1 1F西
TEL0 2 2 -797-8541
さきっべ！編霧宰
大崎市古）1|旭5-3-2 2F
TEL0229-25-8792

《群馬県》
高崎フリモ ・
前橋フリモ編集室
意崎市新保町139-1
［高崎］TEL027-353-8714
［前橋北西版］TEL027-353-8711
［前橋南東版］TEL027-353-8713
広域営業部
TEL027-353-8714
玉村フリモ ・ 伊勢崎フリモ
太111フリモ編集室
伊勢崎市茂呂町2-352 2-6
TEL0270-61-6117

桐生みどりフリモ編集室
桐生市木町6-2 7 -1 3F
TEL0277-47-7635

《埼玉県》
クッキ ーズ ・ とねじん編集室
久喜市久喜中央2-8-23 3F
TEL0480-38-6881

《福井県》
嶺北フリモ編集室
福井市大願寺2-9-1 7F
TEL0776-97-9552

きらめきくらぶ編集室
敦買市野神40-277-2 1F
TEL0770-24-2622
滋賀／福井広域営業部
栗東市手原5-6-19
TEL077-596-3335

《岐阜県》
GiFUTO編集室
岐阜市東興町27 4F
TEL058-247-2512

はしまる編集室
羽島市竹閃町丸の内8-23-2 3F
TEL058-322-6777
SARUBOBO編集室
高山市下岡本町2967-2
TEL0577-34-5579

Wao!Club·mintoup編集室
大桓市加賀野4-1-13
[Waol]TEL0584-75-1960
[mi ntoup]TEL0584-77-4088

GUJOプラス編集室
郡上市八幡町小野91-1
TEL0575-67-0655

たんとんくらぶ編集室
各務原市那加栄町14-1
TEL058-380 -6066
きららくらぶ編集室
関市山主通1-6-3
TEL0575-24-4334

かにさんくらぶ編集室
可児市今渡字町1595-190
TEL0574-25-7009

おりべくらぶ編集室
多治見市太平町4-38
TEL0572-21-2626

らせるくらぶ編集室
土岐市泉西山町1-4 3F
TEL0572-55-2033

maika club編集室
中津Iii市中津1什字上金1231-1
TEL0573-62-252 2

業

《愛知県》
名古屋フリモ各編集室
［中村中！ii港区版］
名古屋市中／1|区柳森町107 2F
TEL 052- 355-6111

［中央版西区版北区版
名東版天白版南医版］
名古屋市中村区名駅1-1-1 24F
TEL 052-433-1602

名古屋フリモ緑区版編集室
名古屋市緑区六田1-150
TEL052-829-0270

名古屋フリモ守山版 ・
アサヒトセト ・ ひまわりくらぶ編集室
尾張旭市東木地ヶ原町3-53
［名古屋フリモ守山版］TEL0561-42-5799
［アサヒトセト］丁EL0561-42-6981
［ひまわりくらぷ］TEL0561-42-6971

ゆいまるくらぶ ・ さんごくらぶ ・
かなうくらぶ編集室
愛知郡東郷町北山台4-1-6
［ゆいまるくらぶ］TEL0561-42-4850
［さんごくらぷ］TEL0561-42-4885
［かなうくらぶ］TEL0561-42-4855

Cocon club ・ ちるるくらぷ
北知多フリモ ・ 西尾フリモ
安城フリモ編集室
知多郡東浦町大字緒JII字下汐田17-1
[Cocon clubちるるくらぶ
西尾フリモ安城フリモ］
TEL 0562-85-1077
［北知多フリモ］
TEL 0562-85-1078

リブIH員楽部編集室
犬山市松本町2-29
TEL0568-39-6111

セ ールスブロモ ー ション部
名古屋市中村区名駅1-1-1 24F
TEL052-571-2139
《三重県》
ぼろんくらぷ編集室
桑名市殿町10
TEL0594-25-9988

拠

点

Bellve club編集室
鈴鹿市神戸1-10-10
TEL059-373-4400

よっかいちai編集室
四日市市鵜の森1-5-16 SF
TEL059-325-7562

つうび～す編集室
津市栄町1-840 5F
TEL059-213-7666

リィー ガクラブ編集室
名張市鴻之台3番町36-1
TEL 0595-41-0156

ふぁみんぐくらぷ編集室
松阪市光町1056-4
TEL0598-25-3788
イセラクラブ編集室
伊勢市岩渕3-6-5 2F
TEL 0596-63-8282

からっと倶楽部編集室
尾鷲市坂場西町2-34 2F
TEL0597-37-4100

さみっとくらぶ編集室
志摩市岡児町鵜方2850-126 D号室
TEL 0599-65-7201

《滋賀県》
ほてじゃこ倶楽部編集室
長浜市宮司町1161-7 2F
TEL0749-68-2577

こんきくらぶ編集室
彦根市長営根町9-2 2 1F
TEL0749-26-0555

オウティクラブ編集室
近江八幡市桜宮町289 3F
TEL0748-36-1148

湖南フリモ ・ 甲賀フリモ編隼室
栗東市手原5-6-19
TEL077-596-3335
びわこと編集室
大津市浜大津2-1-35 6F
TEL077-521-3911

《奈良県》
かしるくらぶ編隼宰
橿原市葛本町260-1 1F
丁EL0744-48-0606

《和歌山県》
まいなぁが編集室
岩出市高瀬84-2 2F
TEL0736-67-7630

官公庁事業部
イペントセミナ一部
岐阜市東興町27
TEL 058-248-5611

くららくらぶ編集室
倉吉市山根540-1 4F
TEL0858-27-0510

デジタルマー ケティング部
岐阜市東輿町27
TEL 058-214- 3325

U鳥取県》
つばさ編集室
鳥取市吉方温泉3-860 2F
TEL0857-30-6446

こはくくらぶ編集室
米子市西福原 2-9-49 2F
TEL0859-21-5400

《福岡県》
マイタウン画新 ・ 姪浜編集室
福岡市早良区西新5-1-30 3F
TEL092-833-5250
マイタウン伊都編集室
糸島市前原中央2-3-60 1F
TEL092-332-8223
VC営業部
岐阜市東興町27 4F
TEL058-214-3325

イノベーション事業部
東京支社
東京都港区新橋6-14-5 6F
TEL03- 3434-8448
岐阜ブロック
岐阜県岐阜市東興町27
TEL058-247-2511

三重ブロック
四日市市鵜の森1-5-16 8F
TEL059-325-7562

関西ブロック
大津市浜大津 2-1-35 6F
TEL077-521-3911
奈良 ・ 和歌山ブロック
橿原市尊本町260-1 1F
TEL0744-48-0606

DX開発事業部
EC部
大垣市加百野4-1-13
TEL 0584-74-0745

DX部
岐阜市東興町27
TEL 058-201-0245

業務執行戦略室
名古屋市中村区名駅1-1-1 24F
TEL052-562-2139

■

管珊本龍

経理部・総務人事部
岐阜市東輿町27
TEL 058-240-4005
［購買流通課］TEし058-246-0285

システム部
東京都港区新橋6-14-5 6F
TEL 03-3434-8448

■

グル ープ会社

株式会社アド通信社西部本社
本社（北九州営業部 ・ 業務管理部）
北九州市小倉北区堺町1-3-15 4F
TEL093-551-4581

福岡支社
福岡市早良区西新5-1-30 3F
TEL092-833-2230

むなふ•おるね編集室
宗像市土穴1-3-34 1F
［むなふ］TEL0940 -39-3672
［おるね］TEL0940-39-3404

月刊TOSS編集室
烏栖市藤木町2456 1F
TEL0942-50-9619

