
入稿スケジュール

豊富な取材記事で
　　　　業界動向が分かる

本紙読者の属性

広告サイズ・料金（税込み）

広告の効果

市場動向が分かる特集企画

週刊 全国賃貸住宅新聞

　賃貸経営に不可欠な空室対策や賃貸仲介・管理事業の拡大策、最新のテクノ
ロジーを活用した働き方の変化など、業界の最新動向を取材・発信しています。
管理戸数2000戸以上の不動産会社では8割以上が購読しており、経営者層や
事業部長・店長クラスの情報収集ツールとして読まれています。

・業界繁忙期の動向を紹介
 『繁忙期速報』
・全国の賃貸管理会社の管理戸数シェアが分かる
 『管理戸数ランキング』
・主要な不動産会社の年間仲介件数をまとめた
 『仲介件数ランキング』
・入居者が賃貸住宅に求める 『人気設備ランキング』

1989年1月
週刊・定期購読・タブロイド版/毎週月曜日発行
24ページ
1万7000円（税・送料込み）

創　　　刊
発 行 形 態
ペ ー ジ 数
年間購読料

■ 記事広告

　商品・サービスの内容が複雑で伝
えづらい、導入効果をしっかり伝え
たいという場合は、本紙記者の取材
による記事広告がお勧めです。

■ 全面・５段広告

　ターゲットやサービス内容
がシンプルな場合は、全面広告
や5段広告など大きめのサイズ
で訴求することが効果的です。

■ ３段・３段1/2広告

　社名やサービス名を覚えてもらうた
めのブランディングは、3段広告や3段
1/2広告など小さめのサイズで継続的
に掲載することで効果が見込めます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

申込
締切

入稿
締切

発行日

■ 記事広告

モノクロ1,210,000円
1,925,000円カラー

■ 全面広告

モノクロ1,089,000円
1,815,000円カラー

■ 5段広告

モノクロ 495,000円
825,000円カラー

タテ 391mm
×

ヨコ 241mm

タテ 391mm
×

ヨコ 241mm

タテ 174mm
×

ヨコ 241mm

■ 3段広告

モノクロ 297,000円
495,000円カラー

タテ 103mm
×

ヨコ 241mm

■ 半2段カラー広告（※）

カラーのみ
203,500円

タテ 67mm
×

ヨコ 118mm

■ 3段 1/2広告

モノクロ 148,500円
247,500円カラー

タテ 103mm
×

ヨコ 118mm

■ 購読者業種内訳 ■ 地域分布内訳

不動産オーナー
（家主・地主）
40%

関東
36%

近畿
26%

中部・北陸
15%

九州・沖縄
12%

中国・四国 3%
東北 5%
北海道 3%

不動産会社
34.5%

建設会社・
工務店
12.5%

設備・建材・
リフォーム 8%

情報・出版・システム 3%
金融・関係官庁、他 2%

● 賃貸管理会社
● デベロッパー
● 不動産投資ファンド・
  アセットマネジメント
● 賃貸仲介会社
● その他の不動産会社

21.4%
2%

2%
7.7%
1.4%

内訳

※広告原稿は広告入稿ガイドラインに沿ったデータ形式で入稿してください。
※当社で広告原稿を作成する場合は、別途制作費がかかります。

■ 申込期限
    発行日の2週前の月曜日

■ 広告原稿の入稿期限
    発行日の2週前の金曜日（午後3時まで）

※広告掲載回数に応じて定価より割引
　いたします
※『半２段カラー広告』は、６回以上の
　掲載が条件となります。

■ 割引率
掲載回数

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

8回

9回

10回

11回

12回

割引率

0%

0%

10%

10%

10%

15%

15%

15%

20%

20%

20%

25%
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入稿スケジュール

本誌読者の属性

広告サイズ・料金表（1回）

広告の効果

月刊 家主と地主

　全国の賃貸住宅の空室率が上昇し、物件の差別化が求められる昨今、家主は
賃貸経営に関する最新のノウハウを学ぶ必要があります。『家主と地主』には、
資産運用、相続、土地活用、税金対策など、オーナーが知っておくべき情報が満
載。全国の家主を取材し、入居者対応の実例や成約率を高める取り組みも紹介
します。各分野の専門家による連載コラムも人気です。

７割以上が不動産オーナーです。賃貸住宅経営者たちが有志で行う勉強会
「家主の会」のテキストとしても活用されています。

■ 記事広告

　商品・サービスの内容が複雑な場
合は、記事広告が有効です。その商
品・サービスを利用したオーナーの
エピソードを盛り込むことで、より
読者へのイメージ喚起が図れます。

■ 1ページ広告・見開き広告

　業界的にインパクトのある
商品・サービスを本格的に展開
していく場合は、１ページ広告
や見開き広告で大々的に訴求
することができます。

■ 1/3ページ広告

　会社名や商品名を覚えてもらうこと
を重視した広告です。サイズは小さくと
も、継続的に掲載することで読者の目に
触れる機会を増やし、ブランド構築にも
つなげることができます。

中国・四国 6%
東北 5%
北海道 3%

■ 地域分布内訳

関東
47%

近畿
17%

中部・北陸
14%

九州・沖縄
8%

■ 購読者業種内訳

家主・地主
72.4%

建設会社・
工務店
11.3%

不動産賃貸管理・
仲介会社 7.4%

設備・建材・リフォーム会社
4.6%

その他 4.3%

2003年6月
750円（税込み）
8,000円（税・送料込み） 年間購読で1,000円のお得
平とじA4変形（天地285㎜×左右210㎜）、104ページ
毎月15日（日曜日の場合は14日）
全国主要書店・年間定期購読・Amazon・楽天ブックス

創　　　　 刊
書店販売価格
年 間 購 読 料
判型・ページ数
発 売 日
販売チャネル

　　　  サイズ

縦285mm×横210mm

縦285mm×横210mm

縦285mm×横210mm

縦285mm×横210mm

縦262mm×横193mm

縦285mm×横210mm

縦250mm×横65mm

広告料金（税込み）

935,000円

880,000円

880,000円

825,000円

1,100,000円

550,000円

220,000円

   掲載箇所

表2

表2対向

表3

表3対向

表4

中面1ページ

1／3ページ

これまでの特集事例（2021年）

コロナ・ショックはどこまで広がる!? 2021年の賃貸住宅入居者動向を大予測
新法施行で何が変わる? サブリース「真」常識
相続前からの準備で資産防衛 底地問題解決最良の一手
手元のお金を増やす 賃貸経営のコスト削減術
経験豊富な達人に聞く! クレーム対応の勘所
長期入居をかなえた 家主9人の極意

1 月号
2月号
3月号
4月号
5月号
6月号

7月号
8月号
9月号
10月号
11月号
12月号

遺産分割でモメない! 円満に相続できた家の共通点
守って攻める！ 地主の事業承継のコツ
「迷惑家主」化にご注意! 管理会社と上手に付き合う極意
“ハズレ物件”をつかまない 収益不動産の選び方
忍び寄る劣化は曲者 大規模修繕のポイント
知識の差はコストの差 木造・鉄骨造・RC造総ざらい

※広告原稿は広告入稿ガイドラインに沿ったデータ形式で
　入稿してください。
※当社で広告原稿を作成する場合は、別途制作費がかかります。

■ 申込期限
    発行日の前々月の末日
    （土日祝に当たる場合は直前の営業日まで）

■ 広告原稿の入稿期限
    発行日の前月の20日
    （土日祝に当たる場合は直前の営業日まで）

本誌読者の属性 不動産オーナー（アパート・マンション経営者、土地所有者）、不動産投資家

日 月 火 水 木 金 土
29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

申込
締切

入稿
締切

発行日

本文

表3
（表4の裏）

表2
（表1の裏）

本文

表1
（表紙）

表4
（裏表紙）

背表紙

※記事広告の場合は、別途制作費がかかります。

色

カラー

賃貸不動産オーナー向け経営情報誌
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3 展示会出展申込書

2022年3月31日[木]

早期申込締切日 2022年1月31日[月]

出展規約（本出展案内中面に記載）をよくお読みいただき、同意の場合はサイン（フルネームを記入）
をお願いします。

サイン欄□賃貸住宅フェアの出展規約に同意します。

②FAXもしくはメール添付にて申込み
　下記申込書の青枠内に必要事項をご記入の上、FAXもしくは
　スキャンデータをメール添付にてお申込み下さい。

①WEBから申込み
　賃貸住宅フェア公式HPの出展フォームより
　お申込み下さい。

お申込み方法は、以下の2つからお選びください。

展示会出展申込み方法

出展者名は正式名称をご記入ください。出展者名はリーフレット、ウェブサイト、会場図面などの出展者一覧に記載いたします。（「株式会社」など法人表記は省略）

※会社名と同じ場合は法人表記を省略してお書きください。屋号やブランド名でも可能です。

出
展
小
間
数・出
展
内
容

出
展
カ
テ
ゴ
リ

出
展
者
情
報

F A X   03-6222-8697
E-mail  chintai-fair@zenchin.com

主催  ㈱ 全国賃貸住宅新聞社 〒104-0061 東京都中央区銀座 8-12-15 賃貸住宅フェア2022

出展小間数 ※1小間 3ｍ×3ｍ
　の広さです小間

出展商品・サービス名

商品紹介文（ウェブサイトや当日パンフレットに掲載します）

chintai-fair@zenchin.com

［問い合わせ］

050-3138-2476T E L

メール

50枚  ・  100枚  ・  200枚  ・  500枚  ・  1000枚  ・  1000枚以上（　　　　　　枚）リーフレット希望枚数

□ カタログ展示
　（出展企業は無料）

□ ゴールド（2社まで）
□ シルバー（4社まで）
□ ブロンズ（4社まで）

□ 来場者向け同梱サービス
　（先着7社まで）

□ ビジネスセミナー
　（先着20社まで）

スポンサーシップ
※限定サービスのため
　先着順となります（ ）

※出展料金は申込書を受理後、御申込月の月末に事務局より請求書を発行いたしますので、
　期限までに事務局指定銀行口座へお振り込み願います。

※2022年5月中旬頃に郵送します

（複数選択可）
□オーナー向け   □不動産会社向け   □建材・設備   □リフォーム・リノベーション   □法律・税務

�.�� ��

2022年
1月31日まで
早期割引
キャンペーン
実施中！！

東京ビッグサイト
西1・2ホール

リフォーム産業フェア 住まい×介護×医療展併  催

開催日

同時
開催 新土地活用展／上場不動産投資企業フォーラム

賃貸住宅フェア
賃貸住宅フェア2022

®

2022

主催  全国賃貸住宅新聞社
新土地活用展／上場不動産投資企業フォーラム

賃貸住宅業界最大級のイベント
家主や不動産会社、賃貸住宅市場に関わるすべて
の人のために、セミナーと企業展示ブースで業界の
最新情報を届けるイベントです。

土地活用商品（アパート・マンション建築、トランクル
ーム、駐車場、コインランドリーなど）/リフォーム・リ
ノベーション・大規模修繕/収益不動産販売・不動産
小口化商品/賃貸管理/民泊・時間貸し/外装・エクス
テリア/給排水メンテナンス/鍵・スマートロック/宅
配ボックス/インターネット/防犯カメラ/収納家具/
壁紙/キッチン/タイル/賃貸管理システム/業務支
援システム/家賃債務保証/駆け付けサービス・コー
ルセンター/オーナー・入居者コミュニケーションツ
ール/相続・税務・法律

過去出展カテゴリ例

不動産業務支援システムや住宅設備・建材など
約２００社が出展します

2021年 東京会場の来場者属性

業種別県別

賃貸オーナー
25.3％

賃貸管理会社
29.2％

東京都
62.7％

神奈川県
20.3％

埼玉県
5.8％

千葉県
3.1％

大阪府
1.1％

賃貸仲介会社
5.5％
IT・システム会社
5.4％住宅設備・建材

3.8％

ハウスメーカー・
建設会社・
工務店
3.5％

保証・保険・信販・
カード・金融機関
2.7％

リフォーム会社
2.3％

賃貸経営を検討している
1.1％

その他
21.36％

各1％以下  7％

北海道 東北地方 他の関東地方
中部地方 他の近畿地方 中国地方
四国地方 九州地方 沖縄
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1.出展料の振込
（1）本出展案内もしくは、本展示会HPからの出展申込みの内容に基づき、主催者
の株式会社全国賃貸住宅新聞社より請求書をご担当者様に送付させていただき
ます。入金締切日までに出展料をお振込みください。（2）出展料を含め本展示会
に関する全ての請求についての振込手数料は出展者が負担するものとします。
（3）振込先口座は請求書をご参照ください。（4）申込締切日以降の出展申込み企
業については、申込み時点で出展契約が成立したと見なし、万が一キャンセルし
た場合、本規約に基づいたキャンセル料が発生します。
2.小間位置の決定
小間位置は、出展規模、出展製品等を総合的に勘案して主催者が決定致します。
小間位置決定後、出展者は小間の割当について、苦情や出展取消等を申し出るこ
とはできません。
3.小間位置発表・出展者マニュアルについて
2022年4月中を目途に小間位置、出展者マニュアル、プロモーション実施計画
等を出展者へお知らせ致します。
4.展示に関するルールの概要　
（1）出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどが出展対象と
なります。その関連・関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体であっ
ても出展申込書に記載がない場合は、それらの製品・サービスなどの出展や、自
社小間内でそれらの社名などの掲出ができない場合もありますのでご注意くだ
さい。（2）出展者は、出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスな
どの出展内容に変更が生じた場合、速やかに主催者が定める方法で主催者に届
け出をし、許可を得なければなりません。（3）装飾・展示物などの搬入・搬出およ
び展示方法などは、「出展者マニュアル・提出書類」に規定され、 出展者はこれを
遵守しなければなりません。（4）出展者は、通路など自社小間内以外の場所で展示・
宣伝・営業行為などを行うことはできません。また近隣の展示を妨害してはいけ
ません。妨害の有無などは主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
（5）出展者は、強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演など他の出展者や来場者
の迷惑となる行為を行ってはいけません。実演などが他の出展者や来場者に多大
な迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者はその中止・変更を命じる
ことができ、出展者はその判断に従うものとします。（6）出展者は、展示会場に適
用されるすべての防火および安全法規・行政指導を厳守しなければなりません。
（7）本展示会会期中および会期後に他の出展者や来場者などに対し迷惑のかか
る行為（強引なセールス、勧誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する行為な
ど）があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止または次回以降の出展申
し込み拒否などの申し入れを行う権利を持ち、出展者はこれに従うものとしま
す。（8）本展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における商談・契約内
容などに関して、主催者はその責を一切負いません。（9）出展者は主催者に届け出
て了承を得た後、自社ブースおよび出展者が特定されない全景のみ撮影するこ
とができます。（10）出展者は自己の責任で出展物と私物等を管理するものとし
ます。主催者は自らの責に帰すべき事由を除き、事故、損害、盗難等について責任
を負いません。（11）本展示会が終了した際、出展者は主催者に対し、出展ブース
を原状に回復して、明け渡さないといけません。ブース明け渡しが行われないこ
とによる損失が発生した際は、処理に発生した費用を出展者に請求いたします。
（12）展示会で発生した使用済みの資材やブース装飾部材などの廃棄物は出展
者の責により、お持ち帰りください。放置された廃棄物による処理代が発生した
際は、会期終了後、出展者に処理費用の実費を請求いたします。
5.出展のキャンセルについて
（1）出展申込受理後のキャンセルは会期1か月前までです。事務局宛に事由書を
提出の上、主催者の承認を得た場合でなければ認められません。やむなく出展の
取り消しもしくは申込み内容の変更（小間数の一部キャンセルを含む）を行う場
合には、その理由を明記した文書を事務局に提出し、承諾を得てください。（2）出
展申込み以降、出展者都合によりやむなく出展の取消もしくは申込み内容の変
更を行う場合には、その時期に応じて下記の出展取消料をお支払ください。な
お、取消料の発生は事務局が出展者からの取消通知書面を受領した日を基準と
します。
【出展取消料】
出展申し込み日～2022年3月31日の場合 …出展料金（税込）の50%
2022年4月1日以降の場合 …出展料金（税込）の100%
６.各種書類の提出
出展者は、「出展者マニュアル・提出書類」の提出書類など主催者が求める各種書
類を指定期日までに所定の方法で提出しなければなりません。期日に遅れた場合、
主催者およびその関係者は申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。

出展規約
出展申込みの前によくお読みください。

７．会期変更の取り扱いについて
出展申込みは、変更された会期等について有効とし、会期変更などを理由として
出展を取り消すことはできません。
８．出展料金の返金について
主催者が展示会開催を事前に中止した時は、既納出展料金から下記に定める金
額を返金します。また、主催者が会期変更（延期）を行った場合は、やむを得ない
場合を除き既納出展料金の返金は行わないものとします。
【展示会中止による既納出展料金の返金割合】
・政府もしくは、各自治体の要請による展示会中止の場合・・・出展料金（税込）の50％
・主催者の判断による展示会中止の場合・・・出展料金（税込）の70％
９．展示会中止の判断
（1）主催者は戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損
害、ストライキ、立入制限、 天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わ
る緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制など、主催者のコントロー
ルの及ばないあらゆる原因により展示会の開催が著しく困難となった場合、会
期・会場を変更、展示規模の縮小、または開催を中止することがあります。出展者
は、この決定及び実行により、被った損害を主催者に対して請求できないものと
します。また、主催者は、出展者に生じた損害や費用の増加、その他不利な事態に
陥るなどに対する一切の責任を負わないものとします。（2）日本国内への入国手
続き出展者が、本展示会への出展のため日本国内への入国手続きを必要とする
場合、出展者は自己の責任において日本国内への入国手続きを行うものとし、入
国審査に関わる全ての手続きならびに経費に対しては、主催者は一切の責任を
負いません。また、何らかの理由によりわが国に入国できないために出展契約を
解約する場合には、出展者は主催者に対し、5項に定める規程によりキャンセル
料を支払わなければなりません。
10．出展要領と規程の遵守
出展者は、本要領の内容および出展案内、今後配布する出展者マニュアル等の記
載事項を予め了承いただき、遵守することを約束の上、本展示会への出展申込を
されるものとし、この点において将来いかなる時点においても一切の異議を受
け付けません。
11．出展申込契約の解除
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は出展者に何らの催告なく本
契約を解除する権利を有するものとし、この場合、主催者が被った損害は出展者
に請求され、出展者はその損害を賠償しなければなりません。また本契約を解除
された出展者が将来的に本展示会へ出展を希望した場合、主催者はこれを拒否
する権利を有するものとします。①出展料の全部または一部を支払わない場合 
②出展対象以外のものを展示した場合 ③禁止行為を、禁止の解除承認なく行っ
た場合 ④出展小間を展示会出展以外の目的に使用した場合 ⑤出展小間を使用
しない場合 ⑥著しく本展示会の信用を失墜する行為があった場合 ⑦その他本
要領および出展者マニュアルに違反した場合。また、出展申込後、来場者や他の
出展者に対する迷惑や運営上の妨害等が予想されると主催者が判断した場合、
即時の契約解除ができるものとします。
12．所轄裁判所
本契約から生ずる権利義務についての争いが生じた場合、東京地方裁判所を第
一審所轄裁判所とすることに出展社は同意することとします。
13．事故及び責任
（1）出展社は出展物の搬出入、展示、実演、撤去、車両の出入り等に際し、最新の注
意を払い事故の発生防止に努めます。万が一事故が発生した際は、主催者が自ら
の責に帰すべき事由を除き、出展者が一切の責任を負うものとします。
（2）主催者は出展者に対し、事故の防止を目的に作業の中止・制限など、必要な措
置を命ずることができるよう、出展者は応じるものとします。
14.その他規約
（1）本申込書の記載内容は、HP、DM、パンフレットなどの作成時に参考にしま
す。また、請求書の発行をはじめ、展示会事務局からの各種連絡、本展示会の関連
広告のご案内に使用します。（2）出展者は、出展者相互間や第三者を問わず出展
小間を転売・譲渡・転貸・交換等することはできません。（3）設営期間中・会期中を
問わず、所轄消防署査察・所轄保健所査察・展示会場査察その他、立ち入りの必要
があると主催者が判断した場合は、出展者の同意の有無にかかわらず小間内へ
の立ち入り査察を行うことがあります。

出展・オプション料金1

2 3

オプションメニューの利用で集客効果UP！

88,000円

55,000円

1枠 50分
出展者限定のセミナー枠です。

先着20社限定

税込 165,000円税込

税込

カタログ展示

ビジネスセミナー

出展企業は無料

会場内のカタログ展示コーナーにパンフレッ
トや商品カタログを設置します。A3サイズ
（A4 サイズ2種類でも可）のものまで設置可
能（当日持参の場合は陳列・補充は当社で行
います）。来場者が自由に持ち帰ることができ
ます。 規定

来場者向け同梱サービス（先着限定7社）

来場者に配布する手提げビニール袋の中にカ
タログやパンフレットを同梱します。封入物の
内容については相談させていただく場合があ
ります。

各社1種類まで。A4サイズ、4枚程度まで。
詳細は別途ご相談ください。

※配布資料は当日ご持参ください

※2日間（1日10社まで）
※セミナー日時は主催者
側で決定します

スポンサーシップ
ゴールドスポンサー 限定

２社
1,100,000円（税込）

・会場出入口への立て看
板設置

・リーフレットに会社ロゴ
を記載
・会場受付に会社ロゴを掲
載

・会場MAPにロゴ・小間
位置を記載

・「賃貸住宅フェア」公式サ
イトへのロゴバナー掲載

シルバースポンサー 限定
4社

550,000円（税込）
・会場出入口への立て看
板設置

・会場MAPにロゴ・小間
位置を記載

・「賃貸住宅フェア」公式サ
イトへのロゴバナー掲載

ブロンズスポンサー 限定
4社

330,000円（税込）
・会場MAPにロゴ・小間
位置を記載

・「賃貸住宅フェア」公式サ
イトへのロゴバナー掲載

9㎡ 間口３ｍ×奥行３ｍブース

363,000特別価格

早期申込特典

円423,5001小間 税込 税込

通常ブースサイズ

標準設備

間口３ｍ×奥行き３ｍ×高さ2.7ｍ

●ブースに関するお問い合わせは装飾会社トーガシまでお願いします。
●搬入・設置／開催日の前日が搬入、設置日となります。
●特別装飾代金はトーガシからのご請求となります。
●大掛かりな展示物の設置を希望される場合は、トーガシまでご相談くだ
さい。

●バック及び左右パネルボード
●テーブル1台
●折りたたみ式イス2脚
●希望者のみ前面上部社名板を
　設置します。
※ライトの設置をおすすめします
（別途、電気工事料金として2万円
ほどかかります）

その他注意事項

出展料金に含まれる標準仕様

電源の引き込みや名刺受、パ
ンチカーペット、スポットライト
などが全てワンセットになって
います。

床面カーペット（D:2,970×W:2,970）
スポットライト（100w）
コンセント（500w）
1次電気工事費
分電盤工事費
電気使用量
受付カウンター（W:900×D:450×H:930）
カウンターチェア
貴名受

1小間
2灯
1個
1式
1式
1式
1台
1脚
1個

料金 75,900円（税込・1小間／9m2）
出展料金との合計

423,500円＋75,900円=499,400円

標準仕様にライトやカーペット
を加えたパッケージ商品です

専門の装飾会社による造作で
他社との差別化が図れます特別装飾もできます

パッケージオプション

1小間
約20万円～

1小間
約35万円～

3小間
約100万円～

4小間
約250万円～

専門の装飾会社に発注して造作します。すでにお付き合いのある装飾会社
に依頼しても構いませんし、トーガシに発注することも可能です。

ブース装飾に関するお問い合わせ：㈱トーガシ 050-3138-3497（平日10時～17時）Ｔ
Ｅ
Ｌ





挿入

14万PVの全国賃貸住宅新聞WEBに広告を出す

商品紹介ページに誘導する正攻法

たくさんの人を呼び込みたいページに引き込む手段

30万円／1ヵ月（税別）
※商品紹介ページをリンク先とする場合： 15万円（税別）

【商品紹介ページ →①】 

●全国賃貸住住宅新聞WEBの月間PV/UU

　14万PV / 4万UU

●当枠をクリックしたリンク先への月間遷移、

　過去の実績

　300〜600件

●リンク設定された賃貸トレンド商品紹介

　ページの平均滞在時間

　3分30秒

●サービスに含まれる内容

　1. 広告表示部分のキャッチコピー作成

能動的な行動でクリックしたターゲットを呼び
込める。

関心度の高い人をページに集められる。

Point

❶　たくさんの人の中から見出しで関心を集め、ターゲットをページに誘導
❷　不動会社、家主、関連商材提供会社など、賃貸業界関係者に周知できる
❸　見せたいWEBページにターゲットを直接引き込める

①

①『全国賃貸住宅新聞・電子版』
　　ネイティブ広告枠



②『賃貸トレンド』商品紹介ページ出稿

賃貸トレンドに商品紹介ページを出稿

読者対象は賃貸系不動産会社や家主

リード情報を集めるための器を持てる

30万円（税別）
※ 1年以内の内容更新： 20万円（税別）  

取材を要さない更新：無料　

●掲載期間

　 公開したページは、期限の定めなく継続掲載

　出稿主から要請があれば、掲載取りやめも可能

●サービスに含まれる内容

　1.ページ内のテキスト作成（取材費用込み）

　2. WEBページ作成

　（用意された写真、動画、その他情報の掲載費用含む）

　3.ダウンロード資料の設定

　4.ダウンロードした人のリスト共有設定　

●サービスに含まれない内容

　1.掲載する動画、写真、ダウンロード資料など、

　　テキスト以外のコンテンツ作成

　2.公開後の掲載情報の改定

　（価格、商品名等の変更は可能、

　テキスト作成必要な場合は、追加改修費5万円〜）

ページを作っただけでは、視聴者は集まらな
い

Point

❶　賃貸系不動産会社や、家主だけを読者対象にした商品紹介ページを作成
❷　ページを見た人が資料をダウンロードしたくなる導線を作る
❸　賃貸トレンドが用意するデジタルプロモーション枠を優先価格で利用可能

②

挿入



③ 配信番組「賃貸トレンドニュース」 
　 60秒CM枠

賃貸トレンドニュースで1分間告知する

リード獲得の入門編

狙ったターゲットにライブで直接語りかけリード獲得

10万円／60秒（税別）
※商品紹介ページに出稿する商材の場合： 5万円（税別）

【商品紹介ページ →①】 

●番組の平均的視聴者数

　100〜150人

●これまでのDL数の実績数

　2〜15件

●サービスに含まれる内容

　1. 番組MCがテキストを読み上げ。

　　 読み上げるテキスト作成費含む

　2. 資料ダウンロードページをCM中にコメント欄で表示

　3. 資料ダウンロードした人のリストを共有

　　（リアルタイムで確認可能）

●サービスに含まれない内容

　1. CM動画作成

　　（動画作成を希望する場合は10万円〜）
商材と視聴者の属性を合わせ、マッチング度
が高い人を呼び込む。

ただし、視聴者にとっては突然話しかけられ
た感覚に近い。

Point

❶　番組のゲストとテーマを見て、ターゲットが集まりやすい場面を選べる
❷　資料DLした人に、すぐに連絡を取ることができる

③



④ 全国賃貸住宅新聞会員向け 
　 メルマガ広告

月4回配信するメルマガに情報掲載

4万人にビラを撒く感覚

たくさんの人に商材の存在を周知しやすい手段

10万円／1回（税別）
※商品紹介ページをリンク先とする場合： 5万円（税別）

【商品紹介ページ →①】 

●当枠使用直後の商品紹介ページ閲覧、

　過去の実績数

　100〜150PV 

●配信先

　 約4万件

　1. 全国賃貸住宅新聞WEB　会員

　2. 賃貸住宅フェアの来場申込者

　3. 当社のスタッフが名刺交換した人

●メール開封率

　 20〜25%

視聴者にとっては街中でビラを渡された感
覚。興味・関心は、まだあたたまっていない。

Point

❶　不動会社、家主、関連商材提供会社など、賃貸業界関係者に周知できる
❷　メルマガ内で掲載される記事の数が少ないため、目に止まりやすい
❸　見せたいWEBページにターゲットを直接引き込める

④

挿入



⑤『全国賃貸住宅新聞・電子版』
　　バナー広告枠

全国賃貸住宅新聞WEBにバナーを表示

イメージを視聴者の脳裏に焼き付ける

ブランドの名前をたくさんの人の記憶に残せる

●全国賃貸住住宅新聞WEBの月間PV／UU

　14万PV／4万UU

●プラン・料金表

商品ページへの誘導を目指す場合、ネイティ
ブ広告の方が効果的

Point

❶　枠が大きいため、ロゴやブランド名を視聴者の記憶に残せる
❷　クリックによるページ誘導よりも、視聴者の目に残す効果に優れる
❸　イベント開催、キャンペーン告知にも効果的

⑤

挿入

バナー名 金額 枠の上限数

ファーストバナー 50万円（税別） 1ヵ月2枠

セカンドバナー 30万円（税別） 1ヵ月2枠

サードバナー 25万円（税別） 1ヵ月1枠

フォースバナー 20万円（税別） 1ヵ月1枠

20万円～／1ヵ月（税別）
※詳細は下記に記載　 あ　　　



⑥『賃貸トレンドニュース』出演枠

賃貸トレンドニュースに出演

「資料ダウンロード件数＝リード件数」の最大化

　狙ったターゲットを自分たちのフィールドに呼び込んでリード獲得

30万円／6分（税別）
※商品紹介ページに出稿する場合： 15万円（税別）

【商品紹介ページ →①】 

●番組の平均的視聴者数

　100〜150人

●当枠使用直後の資料ダウンロード実績数

　15〜40件

●サービスに含まれる内容

　1. 賃貸トレンドニュースのゲスト枠に出演。

　2. MCのインタビューを受ける形で進行

　3. 進行台本は番組制作部が作成

　4. 資料ダウンロードページを出演中に表示

　5. 資料ダウンロードした人のリストを共有

　　（リアルタイムで確認可能）

●サービスに含まれない内容

　1. 出演中に表示する資料、ダウンロード資料、

　　動画等のコンテンツ作成

　　※希望する場合は、資料作成費5万円〜

　　　動画作成費10万円〜

飽きると視聴者は離脱する。

全てを話すとダウンロードしなくなる。

ダウンロードに繋がる導線作りが重要。

Point

❶　番組のゲストとテーマを見て、ターゲットが集まりやすい場面を選べる
❷　資料DLした人に、すぐに連絡を取ることができる
❸　最大6分間を使えるため、インタビュー形式で実施できる

⑥



⑦スポンサー共催オンラインセミナー
　　企画・集客支援

スポンサー主催のオンラインセミナーを支援します

リード情報をごっそり手に入れる方法

「視聴申込みリスト」の最大化が目的

300万円〜／60〜80分（税別）
※商品紹介ページに出稿する商材の場合： 270万円（税別）

【商品紹介ページ →①】 

●過去の実績

　参加申込み数：200~300件

　当日視聴者数：110~150件

●サービスに含まれる内容

　1. ウェビナーの企画、集客、運営を当事業部が担当

　2. MC、ゲスト、スタッフ人件費混み

　3. 集客用Webページ、配信システムも当事業部で用意

　4. 視聴申込みした人のリストを共有

ターゲット層には違いないが、商材に対する
関心が高い人を集められるわけではない。

視聴者の関心がスポンサーの商材から離れ
ると、ミスマッチが増える。

成約率は④と大きな差がないことが多い。

Point

❶　ターゲット層が求めそうなテーマ、ゲストを呼びセミナーを実施
❷　営業部が強いスポンサーには有効

⑦



年 発行月

週刊　全国賃貸住宅新聞
発売日

月刊　家主と地主

特　集 特　集

2022年

1月 ・新春特大号（賃貸仲介件数ランキング）
・多様な入居者受け入れ（LGBT、外国人、シングルマザー）

1月15日(2月号) 満室経営できる土地活用　賃貸住宅編

2月 ・人気設備を分析「インターネット」
・環境配慮型の賃貸住宅（建築編） 2月15日(3月号) 賃貸住宅よりも稼げる土地活用商品

3月
・繁忙期のトレンドを不動産会社に聞く「繁忙期速報」
・人気設備を分析「宅配ボックス、集合ポスト」
・人材採用・教育サービス

3月15日(4月号) 安心して相談できる　家主が知るべき業界の資格

4月
・加速する不動産ＤＸ、最新ツールと導入事例①
　～繁忙期に活躍したDXサービスと実績～
・人気設備を分析「水回り」
・環境配慮型の賃貸住宅（設備、エネルギー編）

4月15日(5月号) 募集期間を短縮させるホームステージング、レンタル家具利用

5月
・賃貸借契約オンライン化で活用できるサービス
・繁忙期の実績を振り返る「繁忙期総括」
・利用が進む家賃債務保証特集

5月15日(6月号) 資産価値の維持に重要な外壁リフォーム

6月
・賃貸住宅に強いハウスメーカー、建設会社の完工件数ランキング
・賃貸管理システム特集
・災害に備える（防災設備、火災保険）

6月15日(7月号) 最早なければ入居者は決まらないインターネット

7月 ・サマー特大号（賃貸管理戸数ランキング）
・「賃貸住宅フェアin東京」会場配布号

7月15日(8月号) コストカットが命取りになる大規模修繕　企業の選び方

8月 ・不動産会社の業務を支援するアウトソーシングサービス
・人気設備を分析「インターホン、防犯設備」 8月15日(9月号) 外観を美しく保つエクステリア　ごみストッカー、集合ポスト

9月
・入居者向けサービス
・加速する不動産ＤＸ、最新ツールと導入事例⓶
　～次回繁忙期を見据えた最新サービスと導入傾向～

9月15日(10月号) 用心したい入居者にとって必須のインターホン、宅配ボックス

10月 ・入居者に選ばれる「人気設備ランキング」
・キャッシュレス時代に対応する決済代行サービス 10月15日(11月号) 機能性とデザインで入居者が決まる水まわりの設備

11月 ・反響、成約率を高めるホームステージング
・物件価値を保つプチリメイク&清掃サービス

11月15日(12月号) 底地問題を解決する頼れる企業

12月 ・非住宅事業の最新事例
・賃貸業界の一年間を振り返る 12月15日(1月号) 争いも税金も丸ごと解決　悩み別相続対策

2023年

1月 ・新春特大号（賃貸仲介件数ランキング） 1月15日(2月号) 資産価値を高め維持するハウスメーカー

2月 ・人気設備を分析「インターネット」 2月15日(3月号) 地場に強い建設会社・ビルダー

3月 ・繁忙期のトレンドを不動産会社に聞く「繁忙期速報」 3月15日(4月号) 土地と建物セットで獲得　収益不動産販売会社

※特集タイトルや内容は予告なく変更になる可能性がございます。



年 月

賃貸住宅フェア
月

賃貸トレンドニュース

日程 内容 日程 内容 視聴対象 ゲスト候補

2021年
11月 2022東京　出展申込開始（早期割　2022.1月末まで） 11月 11月30日 ポータルサイト3社に聞く、2023繁忙期トレンド

賃貸仲介会社、管理会
社、家主 不動産ポータル各社

12月 12月 12月16日 オンライン仲介最前線 賃貸仲介会社、管理会
社、家主

LINE活用が上手な仲
介会社

2022年

1月 1月31日 出展早期割引キャンペーン締切 1月 1月27日 仲介会社のSNSによる集客戦略
賃貸仲介会社、管理会

社、家主
SNS活用が上手な仲

介会社

2月 2月 2月17日 THE　相続 家主、地主 税理士、弁護士、法人
家主など

3月 3月31日 出展申込締切 3月 3月24日 コロナ禍以降のオーナーコミュニケーション術 賃貸管理会社、仲介会
社

コミュケーション術にた
けた管理会社

4月 4月22日 会場レイアウト発表
出展社向け説明会

4月 4月21日 入居者動向分析、繁忙期を振り返る 賃貸仲介会社、管理会
社、家主

全国の主要仲介、管
理、ポータル各社

5月 5月 5月26日 解禁、電子契約　周辺サービス総チェック 賃貸管理会社、仲介会
社

賃貸管理会社、サービ
サー

6月 6月 6月23日 家主のための、建物総点検 家主、賃貸管理会社 施工会社、インスペク
ター

7月 7月26・27日 東京ビッグサイト　西1･2ホールにて開催 7月 7月21日 賃貸住宅フェア連動企画、今年の見どころ 賃貸管理会社、仲介会
社、家主、地主

目玉講師、主催者企画
連動

8月 8月 8月25日 THE　相続 家主、地主 税理士、弁護士、法人
家主など

9月 9月 9月22日 不動産DX最新動向
賃貸管理会社、仲介会

社
賃貸管理会社、サービ

サー

10月 10月 10月27日 空室、空家の有効活用法 家主、賃貸管理会社 空室活用事例を持つ管
理会社

11月 未定 2023東京　出展申込開始（早期割　2023.1月末まで） 11月 11月24日 ポータルサイトに聞く、部屋探し最新トレンド 賃貸仲介会社、管理会
社、家主 不動産ポータル各社

12月 12月 12月15日 仲介会社の2023繁忙期攻略策① 賃貸仲介会社、管理会
社、家主

集客に成功する仲介会
社

2023年

1月 未定 出展早期割引キャンペーン締切 1月 1月26日 仲介会社の2023繁忙期攻略策②
賃貸仲介会社、管理会

社、家主
集客に成功する仲介会

社

2月 未定 出展申込（通常申し込み） 2月 2月23日 THE　相続 家主、地主 税理士、弁護士、法人
家主など

3月 3月 3月23日 管理業務の効率化　最新事例 賃貸管理会社、仲介会
社

業務効率化に成功する
管理会社

※内容は予告なく変更になる可能性がございます。


