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日本一せまい!? 情報は横浜の神大寺(かんだいじ)から半径1キロ以内⁉ 
何食べる？どこで遊ぶ？病院どこだっけ？ 町や人に繋がる地域の入口サイト 
 
「意外と近所のことって知らないなぁ」今まで知らなかった近所のことが分かると、町に少しずつ興味
が湧いてくる♪ご近所情報はこのサイトからチェック！  
グルメ、ビューティー、ライフスタイル、イベント、子育て、町内会情報、見える電話帳機能など、 
神大寺と片倉での暮らしに役立つ情報を発信しています！ 
パソコンやタブレットはもちろん、スマートホンでも閲覧しやすい表示環境でお楽しみいただけます。 
 

探訪レポート 
かんだいじナビ地域レポーターが、神大寺から

半径１キロ以内のお店の紹介や暮らしに役立つ

情報を住民目線で発信！【ブログ記事】 

 

ぷらっと町さんぽ情報 
編集部＆ユーザーが町で見かけた「ちょこっと

情報」を写真で紹介！【instagram】 

 

ちょっと聞いて情報 
町の人が町の人に知って欲しいことを掲載（投

稿）できる情報コーナーです。【掲示板】 

 

かんだいじ市場 
地域のお店の商品やサービスをまとめて購入で

きるネットショップ。地域のモノを地域の人が

地域の人へ届ける地域循環事業【ECサービス】 

 

見える電話帳 
どこに何があるのか知っているといざという時

に役立ちます！施設情報を画像と一緒に配信。 

【近隣店舗施設情報一覧】 

 

地元クーポン、地元の求人、ネットで回覧板、防犯情報 などなど 
この町での暮らしに役立つコーナーを用意しています。ユーザーの声で新コーナーが

生まれることも！【その他コンテンツ】 

 

https://kandaijinavi.com 
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n 月間アクセス PV数・ユーザー数※データ：Google analytics／令和 4年 9月 8日時点 

アクセスPV数  164,284PV／月（令和４年9月 20日時点） 
ユーザー数  1,618 人／日、11,330 人／週、50,176 人／月（令和４年９月20日時点） 
＜年齢層＞ 

 
 

n ターゲット地域データ※資料：神奈川区町別世帯と人口、年齢別男女別人口／令和３年 3月 31日時点 

ターゲットエリア    神奈川県横浜市神奈川区の内 神大寺・片倉 
世帯数       13,687世帯（神大寺：6,927、片倉：6,760）/区総世帯数129,183世帯 
高齢化率      24％（65歳以上） 

n 特徴・効果 
サイトの特徴 サイトの効果 
l 対象エリアは神大寺から半径１キロ圏内 
l 地元人だからこそ得られる、足で集めた情
報を地元人に向けて発信 

l 公共性があり、自治会町内会や役所との親
和性が高い 

l 見える電話帳で町を見える化 
l 運営側ユーザビリティを意識したCMSで
運営が容易            など 

l 地域を利用するきっかけが生まれ、町人モ
ノのつながりができ地域が活性化する 

l 企業間連携、ビジネスマッチングができる 
l 新たに収益が生まれる 
l 地域内で権威性が生まれる 
l スポンサーの価値が高まる 
l 行政や自治会町内会との親和性が高くつな
がりができる           など 

 

18～24歳 25～34歳 35～44歳 
12.39% 25.07% 30.68% 
45～54歳 55～64歳 65歳～ 
20.65% 5.90% 5.31% 

男女比 直帰率 
サイトユーザーの性別です。 ユーザーがサイトを訪問し、最初のページだけを見て帰ってしまっ

た割合。 
女性52.1% 男性 47.9% 0.66％ 
 

 

 

 
 

Google analytics  
 

一般的にはコンテンツサイトの直帰率平均は35～60%だと言
われています（※参考：Bounce Rate Benchmarks: What’s a Good Bounce Rate, Anyway?）。 
直帰率 0.66%はかなりの優秀値で、ユーザーが地域情報を求
め、掲載情報を読んでいる証です。 
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n 広告メニュー① トップスライド 
・サイトの入口でもあるトップページの最上段に設置。 
・ユーザーの目に止まりやすく、記憶に残りやすい。 
・最大３枠 
・リンク先をご指定いただけます。（外部サイト可） 
スライド表示の順番は月毎に変更されます。 
表示順 例（３社の場合） 
1月：A社→B社→C社→A社に戻る 
2月：B社→C社→A社→B社に戻る 
3月：C社→A社→B社→C社に戻る 
4月：A社→B社→C社→A社に戻る 

 
 

n 広告メニュー② カテゴリートップ 
・子カテゴリーページの上段に設置。 
・画像イメージに加えて長文テキストの表示が可能。 
・リンク先をご指定いただけます。（外部サイト可） 
 
 
 
 
 
 
 

n 広告メニュー③ バナー広告 ※かんだいじ市場ページには表示されません。 
③-1サイドバナー（２サイズあり） 
・PC：右サイドに設置。 
・タブレット、スマートフォン：下段に設置。 

③-2 フッターバナー 
・フッターに設置。・最大２枠。 

 
どちらのバナーでもリンク先をご指定いただけます。（外部サイト可） 

料金 2 万円（税別）／月額 

料金 15,000 円（税別）／月額 

料金 ５千円または 1万円(税別) 
／月額 

料金 1 万円（税別）／月額 

繰返します 
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n 広告メニュー④ 記事広告 
・ニュース記事制作・配信 
・閲覧数の多い「探訪レポート」に設置。 
・サービスを細かくレポートします。 
・トップページ表示期間は、 
最新記事16更新(約３週間)まで。 
以降も「全てのカテゴリー記事」一覧 
にて表示。 
・お好きなリンク先を記事に記載します。 
 

 ※記事のお持ち込みでも同額となり
ます。 

 

n 広告メニュー⑤ オリジナルランディングページ（LP） 
 
・イベント募集、プレゼント企画、来店促進など 
内容・目的に合わせてオリジナルWEBページを 
制作します。 
・1カ月間弊社にてドメインをご用意します。（無料） 
※1カ月以降はドメインのご用意をお願いします。 
 ご希望のお客様には継続してドメイン利用も可能です。（有料） 
 

 
※応募フォームの制作も含む。 
 

 

 

 

 

 

全ての広告には、初回掲載時のみ掲載手数料 5,000 円(税抜)が発生します。 

一部広告には上限があります。満枠の場合はご了承ください。 

今後広告枠が変更される場合がございます。ご了承ください。 

 

料金 65,000 円（税別） 
記事制作費込み 

料金 20 万円（税別） 
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スポンサード広告について 
 
神大寺ナビは「神大寺・片倉がより良い地域になって欲しい」という想いと地域貢献を大切にされてい
る地元企業のスポンサード広告と地域の協力者で運営されています。 
見てくださっている方が不快に感じないように、アフィリエイト広告は一切使用しません。 
運営費は、サイト管理費、地域ライター報酬、地域イベント費用、地域住民向けプレゼントなどで使用
しています。 
この地域唯一の情報サイトです。 

広告掲載は地域活性化につながっています。 
 
神大寺ナビは、神大寺・片倉・三枚町（一部）・六角橋（一部）エリアの地域ポータルサイトです。神
大寺に 40 年以上住み続けている管理者と、地域協力者だからこそ得られる【地域の生の情報】を発信
しています。 
 
当サイトをご覧になって「町のお店を利用するようになった」「サイトを見て来てくれた」「自分の住む
町を知ることができて嬉しい」という嬉しい声を多くいただいております。 
 
当サイトへの広告掲載は、一般的な広告掲載の効果だけでなく地域社会貢献
のC S R 活動の効果も期待できます。神大寺ナビへの広告掲載や事業連携を
することで、地域社会へのステークホルダーになりませんか。 
 
【広告効果とユーザーの声を一部ご紹介】 
お店の商品が売れた。 「お店のオーナーに好感を持った」 
新規のお客さんが増えた。 「近くに住んでいるが、記事を見て初めてお店の存

在を知った」 
イベントにお客さんが来てくれた。 「今まで入り難かったお店を利用するきっかけにな

った」 
未公開新築分譲物件(6,800 万円)が売れた。 「この町での生活が楽しくなった」 
など 
 

 
神大寺ナビは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 
神大寺ナビは2020年※横浜市SDGs biz サポート事業に選ばれました。 
※主に横浜市内を対象地域とする、新しい暮らし方に対応した地域の課題解決と、SDGs が掲げる 17ゴールの達成につながる未来を見据えた

取組（事業）として【かんだいじ市場】が採択されました。 
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高まるブログメディアの必要性 
世の中がオンラインへシフトした現在、検索ユーザーを集客してビジネスへつなげるオウンドメディア
（ここではブログメディアを指します）の必要性は更に高まりました。 
企業のメディア戦略になぜ、オウンドメディアの必要性があるのでしょうか？ 
それは、企業のホームページで掲載する情報だけでは検索ユーザーを集客するには間口が狭く、特に自
社の社名やサービス名で検索するユーザー以外にアプローチが難しいからです。 
 
オウンドメディアを運営し、ホームページでは発信しないようなノウハウやトレンド情報などをコンテ
ンツ化して潜在顧客との接点創りをおこなう必要性があるのは、より多くの見込み客と出会うためと言
えます。 
自社でオウンドメディアを運営する企業も増えていますが、オウンドメディア運営の内製化には社内ス
キルの確保や長期的コストがかかります。 
 
自社の売上を拡大するためにWEB広告とブログメディアスポンサードのどちらが良いか 
Web広告は即効性がありますが、ブログメディアですぐに効果を期待するのは難しい反面、長い目で
見ると集客力が積み上がり、長く安定的に集客できる資産となる点はWeb広告に無い強み。 
どちらか一方が絶対的に優れているものではないため、組み合わせるのが良い施策です。 
 
街に特化したローカルメディアは、言わば住民にとってのオウンドメディアと表現できます。 
時間をかけ地域に根差したローカルメディアは、住民から認知され公共性や権威性を保有している優れ
たバリューがあります。 
ローカルメディアへの広告掲載は、Web広告の即効性とオウンドメディアの長く安定的に集客できる
資産価値の高い広告の両面を兼ね備えた施策と言えます。 
 
神大寺ナビは、どなたにでも広告枠を販売しているのではなく、地域活性化を支援していただけるスポ
ンサー様に広告枠を提供させていただいております。スポンサー様には、神大寺ナビを通じて地域活性
化を応援しているというバリューをご提供しております。 
 
既存ローカルメディアへの広告掲載、新規ローカルメディア運営をお考えの場合は、お気軽に弊社へご
相談ください。 
 
お問い合わせ 
株式会社 LOCAL JAPAN 
住所 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４―８―２KTビル２F 
電話 ０５０―５８７４-６８９０／０８０―３２５８―８４９０(担当者携帯) 
メール info@localjapan.co.jp  直営ローカルメディア 

神大寺ナビ（かんだいじナビ） 
https://kandaijinavi.com 
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