リビング福岡

Pick u p ま い た う ん

文中に期限表示のない特典は2016年●月●日まで有効です
※入会金等は各校で確認を。特に表記のない場合、クーポン券は
他券との併用はできません

ぱらぱらリビングにも６カ月分の情報を掲載しています。アクセスしてね！▶▶▶ http://www.livingfk.com
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Pick up まいたうん

【企画主旨】
読者が毎日の生活で必要とするのは、自分たちの
生活圏に密着した情報です。
「Pick up まいたうん」は、業種不問の小型連合企
画で読者の暮らす街の情報を幅広く紹介、来店促
進を可能にします。
エリア切り替えで展開ができるため、
「商圏はそ
んなに広くない」
「もっと低価格で効率的に告知
したい」
という要望におこたえします。
右記内容をご賢察の上、ご協賛下さいますようよ
ろしくお願い申し上げます。
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中央版

【対象業種】
業種は問いません （医療広告を除く。弊社掲載基準に準じます）
【掲載エリア】
リビング福岡中央版…197,320部
（福岡市東区・中央区・城南区・早良区・西区、糸島市、糟屋郡新宮町）
【掲載料金】
A枠
（2段1/3枠）1回 48,000円
B枠
（4段1/3枠）1回 88,000円
※消費税別途、1回のご掲載金額です
【掲載スケジュール】 毎週実施しています

