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レジ袋封入広告のご案内



レジ袋に広告物を封入して手渡すため、確実にターゲットに到達！
新聞折込みチラシ広告とは違って他の広告に埋もれず、無駄のないプロモーションが可能！！

特徴

全国配布が可能 ユーザーの約6割が20～30代男性 確実にターゲットにリーチ

ローソンは全国で約14,000店舗。
１店舗平均880人/日が来客

広告物を封入した状態で

納品・配布

ローソンで使用るレジ袋の中に広告物（チラシ）封入する広告です

ローソン レジ袋封入広告とは

「ローソン」という信頼できるメディア
+

「レジ封入広告」という新しい販促ツール

新聞を読まない層にも
アプローチが可能
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ローソンレジ袋封入の特徴

店頭での商品受渡の際にレジ袋に販促ツールを封入
コンビニ利用の中心層に対して効果的で確実な情報提供が可能な
接触率の非常に高い媒体です

男女構成比（レジ通過）＆年齢構成比 品目別売上構成 来店頻度

あ

あ

効果的なプロモーション

来店顧客の多くが男性が占め、ターゲットが明確。

そのため無駄のないプロモーションが可能！

圧倒的な集客力

店舗平均 『約880人／日』、全国約14,000店舗で
『約968万人／日』と圧倒的な集客力！！

あ予めレジ袋に販促物を封入した状態で店頭に納品。漏れ
のない確実な配布を実現！

レジ通過者（ターゲット）に到達！

あ
無駄のないプロモーション
新聞折込・雑誌広告とは違い、
他社広告に埋もれることはありません

確実に到達！漏れの無いプロモーション

『接触率の高い広告媒体！』ターゲットを狙い撃ちした展開を実現！

来店顧客の約6割が20～30代男性⇒消費旺盛な層に効率的に告知可能です

株式会社ローソンエンタテインメント

来店顧客は、「立地・時間帯etc…」と条件によってさまざまだが、

全体の顧客構成・年齢構成・品目別売上構成・来店頻度から推測される顧客像は明確

編集企画部03-6730-2206



レジ袋封入広告では、ターゲットにあわせ約12,000店舗あるローソンから店舗を選定し広告を配布することができます

東京都内のローソンを合計100店舗ピックアップし広告を配布

展開例

来店者の属性、店舗立地などにあわせたプロモーションが可能

● クライアント：サービス業 Ａ社

● 与件：サービスを展開している都内115拠点の近くでプロモーションを実施したい

◆ 配布枚数

・10万枚を100店舗で配布

（1店舗あたり1,000枚）

黄⇒サービス拠点
赤/青⇒展開店舗

広告入りのレジ袋を店舗に納品し活用いただきます。

ターゲットに対し効率的にリーチ

より効率的なプロモーションの展開
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ローソン レジ袋実施概要

サイズ
項目 Sサイズ Mサイズ

単価(グロス) 8円 8円

レジ袋サイズ
H310mm×W195mm H350mm×W220mm

ペットボトルが3本入るサイズ 雑誌が入るサイズ

封入物サイズ（仕上り） A 5 or A 4二つ折り B 5 or B 4二つ折り

配布期間( 500枚想定）
3～5日 5～7日

約150枚/日 約100枚/日

配布エリア・店舗数 47都道府県・約10,000店舗 ※最小セグメントは5 0店舗もしくは2 5 , 0 0 0枚

配布数 1店舗/500・1000枚

スケジュール 【申込締切】開始日の60日前 【納品締切】開始日の35日前

媒体概要

注意事項

※都道府県以外のセグメントは＋１円、10万枚未満：＋１円、5万枚未満：＋2円のセグメントフィーを別途頂きます。
※費用にチラシ代は含まれておりません。別途ご用意下さい。

 価格は、封入物の紙厚 『4/6判90～110kgベース』を想定したものとなります。そのため、仕様が著しく異なる場合は別途追加料金が発生する場合がございます。

 配布対象店舗に関しては随時ご確認願います。

 価格には、消費税は含まれておりません。別途ご請求とさせて頂きます。

 万全を期しておりますが、媒体の性質上、一部の店舗において配布開始が前後する場合がございます。（配布期間の確約、店舗納品後の回収・廃棄等は出来ません）

 急遽閉店・休業等の理由により納品不可となった場合は別店舗への振替対応とさせて頂きます。

 店舗への実施確認、撮影はお断り致します。ご了承下さい。

 出稿に際し広告審査を実施させて頂きます。内容によってはご出稿不可となりますのでご了承ください。

ＮＧ業種：ローソンおよびローソン取扱商品に競合する業種、エステ・美容・増毛・脱毛・化粧品・通販コスメ、公序良俗に反するもの、宗教団体、

その他ローソンが封入不適切と判断した業種・業態に関しては、要審査となります。

※ 告知商材が他の小売（他コンビニ・ドラッグストアetc）のみ販売させている場合はＮＧとなります。
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※店舗数は2015年7月末時点のものになります。最新の店舗数は担当にご確認下さい。

北海道

エリア 都道府県 店舗数
500 1,000

部数 料金 部数 料金

北海道 621 310,500 ¥2,484,000 621,000 ¥4,968,000

計 621 310,500 ¥2,484,000 621,000 ¥4,968,000

東北

青森 211 105,500 ¥844,000 211,000 ¥1,688,000

秋田 185 92,500 ¥740,000 185,000 ¥1,480,000

岩手 162 81,000 ¥648,000 162,000 ¥1,296,000

山形 80 40,000 ¥320,000 80,000 ¥640,000

宮城 198 99,000 ¥792,000 198,000 ¥1,584,000

福島 104 52,000 ¥416,000 104,000 ¥832,000

計 940 470,000 ¥3,760,000 940,000 ¥7,520,000

関東

東京 1,100 550,000 ¥4,400,000 1,100,000 ¥8,800,000

神奈川 670 335,000 ¥2,680,000 670,000 ¥5,360,000

千葉 405 202,500 ¥1,620,000 405,000 ¥3,240,000

埼玉 461 230,500 ¥1,844,000 461,000 ¥3,688,000

茨城 143 71,500 ¥572,000 143,000 ¥1,144,000

栃木 140 70,000 ¥560,000 140,000 ¥1,120,000

群馬 98 49,000 ¥392,000 98,000 ¥784,000

計 3,017 1,508,500 ¥12,068,000 3,017,000 ¥24,136,000

甲信越

山梨 111 55,500 ¥444,000 111,000 ¥888,000

長野 166 83,000 ¥664,000 166,000 ¥1,328,000

新潟 135 67,500 ¥540,000 135,000 ¥1,080,000

計 412 206,000 ¥1,648,000 412,000 ¥3,296,000

東海

静岡 226 113,000 ¥904,000 226,000 ¥1,808,000

愛知 462 231,000 ¥1,848,000 462,000 ¥3,696,000

岐阜 144 72,000 ¥576,000 144,000 ¥1,152,000

三重 111 55,500 ¥444,000 111,000 ¥888,000

計 943 471,500 ¥3,772,000 943,000 ¥7,544,000

近畿

大阪 880 440,000 ¥3,520,000 880,000 ¥7,040,000

兵庫 592 296,000 ¥2,368,000 592,000 ¥4,736,000

京都 285 142,500 ¥1,140,000 285,000 ¥2,280,000

奈良 128 64,000 ¥512,000 128,000 ¥1,024,000

和歌山 125 62,500 ¥500,000 125,000 ¥1,000,000

滋賀 154 77,000 ¥616,000 154,000 ¥1,232,000

計 2,164 1,082,000 ¥8,656,000 2,164,000 ¥17,312,000

北陸

福井 105 52,500 ¥420,000 105,000 ¥840,000

石川 102 51,000 ¥408,000 102,000 ¥816,000

富山 190 95,000 ¥760,000 190,000 ¥1,520,000

計 397 198,500 ¥1,588,000 397,000 ¥3,176,000

中国

岡山 148 74,000 ¥592,000 148,000 ¥1,184,000

広島 184 92,000 ¥736,000 184,000 ¥1,472,000

鳥取 113 56,500 ¥452,000 113,000 ¥904,000

島根 119 59,500 ¥476,000 119,000 ¥952,000

山口 123 61,500 ¥492,000 123,000 ¥984,000

計 687 343,500 ¥2,748,000 687,000 ¥5,496,000

四国

香川 124 62,000 ¥496,000 124,000 ¥992,000

徳島 132 66,000 ¥528,000 132,000 ¥1,056,000

愛媛 207 103,500 ¥828,000 207,000 ¥1,656,000

高知 134 67,000 ¥536,000 134,000 ¥1,072,000

計 597 298,500 ¥2,388,000 597,000 ¥4,776,000

九州

福岡 436 218,000 ¥1,744,000 436,000 ¥3,488,000

長崎 104 52,000 ¥416,000 104,000 ¥832,000

大分 165 82,500 ¥660,000 165,000 ¥1,320,000

佐賀 66 33,000 ¥264,000 66,000 ¥528,000

熊本 137 68,500 ¥548,000 137,000 ¥1,096,000

宮崎 104 52,000 ¥416,000 104,000 ¥832,000

鹿児島 201 100,500 ¥804,000 201,000 ¥1,608,000

計 1,213 606,500 ¥4,852,000 1,213,000 ¥9,704,000

沖縄 沖縄 180 90,000 ¥720,000 180,000 ¥1,440,000

計 180 90,000 ¥720,000 180,000 ¥1,440,000

計 11,171 5,585,500 ¥44,684,000 11,171,000 ¥89,368,000

◆出稿実績

【テレビ/東京都】 【京王電鉄/東京都】

【UR賃貸/愛知県】 【献血Walker/全国】

【ユーキャン/全国】 【イーオン/北海道、東北、関東甲信越】

※上記枚数に加えて予備分が必要になります。

エリア別店舗数・部数一覧/過去実績
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