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オフィスで働く女性のための情報紙 シティリビング

仙台のOLに無料でお届けします
シティリビングは、1996年の創刊から「オフィスで働く女性」を応援してきました。
時代の流れとともに働く女性を取りまく環境は大きく変化し、働く女性のライフスタイルも多様化しています。
私たちは、常にオフィスで働く女性のリアルをキャッチし、オンとオフに役立つ情報を発信。
「OLのことならシティリビングに聞け」と言われるように、
「働く女性のための総合メディア」であることにこだわり続けています。
これからも、働く女性に向けたメディアの先駆者として、
好奇心あふれる女性たちの心と消費意欲を動かすリアルな情報を発信していきます。

発行週の水・木曜日配布

毎月1回 金曜日付け発行

会社公認のフリーペーパーです
仙台市オフィス中心エリアへ集中配布。
企業の配布許可を得た、OLが3人以上いるオフィス
へお届けします。

配布5,291事業所

各オフィスの女性従業員を把握し、配布部数を設定
しています。会社内で回し読みされるので、配布部数
より読者数は上回ります。効率よくクチコミを誘発す
るレスポンスメディアです。

発行部数 40,300部

シティリビングの公式Webサイト。
会員をセグメントしたメール配信、オリジナルタイアップ
コンテンツなど様々に展開できます。

PCでもスマートフォンでも
シティリビング仙台版の紙面を
そのまま紙をめくるように
読むことができます。

シティリビングWeb媒体特性

媒体概要
会員数
  43万人（仙台：12,000人）
メールマガジン配信数
  16.2万通
  （仙台：5,300通）
月間PV数 約600万PV
月間UU数 約78万UU

メニュー
タイアップコンテンツ
メールマガジン・メールDM
各種バナー広告
アンケート

アクセス時間帯のピーク
12時台～13時台
※ランチタイムにオフィスでチェック

シティリビング
電子ブック

https://city.living.jp
仙台市内の企業に勤めるOLに届けるという、有代メディアでは
不可能な機能を実現するのがシティリビング。オフィスで回読さ
れるので、効率良くクチコミを誘発します。

仙台市内のオフィスに配布される、
可処分所得の高いＯＬのための情報紙

訴求したい情報を、読者が求める「お得」で「身近」で「役に立つ」
情報に加工・コーディネートするのが、シティのペイドパブリシテ
ィ。ＯＬの気持ち、行動パターンを熟知した営業・編集スタッフが、
「ＯＬを行動させる術」を駆使し確実なレスポンスを獲得します。

ＯＬのニーズを捉え
アクションを促す情報加工力

Ｅ-ｍａｉｌでコミュニケーション可能なＯＬを会員化したｗｅｂサイト
「シティリビングWeb」や、“情報”や“モノ”を社内で同僚ＯＬに手渡
しできるＯＬ組織「Ｃｉｔｙ’ｓ」（シティーズ）を活用することで、“紙”だ
けでない様々な経路でＯＬ・オフィスへの複合的アプローチを実
現します。 

ＯＬ･オフィスへのマルチアプローチを
可能にするプロモーション機能

全国８都市圏で発行されるシティリビングは、地域に根ざしたリ
ージョナルメディアであるとともに、仙台・札幌・東京・横浜・名古
屋・京都・大阪／神戸・福岡の８エリア約62万部のネットワーク
が、マスメディアとしての機能も発揮します。

エリア性のあるマスメディア機能を
実現するネットワーク



テーマ性のある紙面広告企画は、グルメ・ブライダル・習い事・ショッ
ピング・旅行など、好奇心おう盛なOLを刺激し、アクションへと導き
ます。シーズンにあわせた、保存性の高い特別企画（歓送迎会特集や
忘新年会特集など）も好評です。

広告企画

レスポンスの高い紙面広告企画

読者のニーズをとらえたシティリビングのイベントは、楽しい・ため
になると、大好評。クライアントのニーズに応じて、各種イベントやセ
ミナーを企画立案から実施までトータルにコーディネートします。

イベント

読者との２ＷＡＹコミュニケーションを立体化

ターゲットに促した集客でブランドマーケティ
ング型のプロモーションイベントを実施できる
のもシティリビングの得意技です。

▲ 地下鉄コン

シティ読者（ＯＬ）限定、１,０００
人規模の年に１度のお祭り。ホ
テルを会場に、有名人のトーク
ショーやライブなどを華やかに
展開。協賛各社は参加ＯＬに対
し、商品ＰＲ・サンプリングなど、
設置されたブースにて実施。Ｏ
Ｌと企業をダイレクトに結ぶ、シ
ティならではのイベントです。

クライアントニーズに応じて、ターゲット層に効果的名
展開方法を実施。セミナーなど、集客力は抜群です。

◀Cityピンクリボンキャンペーン

◀シティ夏祭り

プロモーション

ターゲットをしぼった多彩なサンプリングが可能

シティ読者を中心にネットワーク化した全国14,202人（仙台/344
人）のOL組織で、オフィスに個人名で届けた〝情報〟や〝モノ〟を同僚に
配布できます。また、約30項目に渡る属性からプロモーション対象
City'sの抽出が可能です。
※年齢・エリア・会社業種・本人職種・未既婚・年収・携帯電話のキャリア・SNSの利用
状況・関心事など

読者組織

City’ｓ

広告掲載紙面上に封筒に入
れたサンプルを貼付。シティ
読者に、強烈なインパクトと
共に一斉にサンプリングで
きます。

■紙面貼付
　プロモーション

シティ定番サンプリングプロ
モーション。紙面での商品紹
介とともに商品・サンプルを
プレゼントとして告知。オフ
ィス単位で届けるので効率
的且つ効果的なサンプリン
グです。

■シティリビング
　オフィスリクエスト
　サンプリング

City'sメンバーのオフィスに10個の商品をお届けし同僚に配布ても
らいます。同僚（City'sメンバー）が配布するため、信頼感があり口コミ
効果が期待できます。

■City's×10サンプリング

C i t y ' sメンバーのオフィスにケースで商品をお届けします。クロー
ズドながら大量に且つ低コストでサンプリングが可能です。

■City's×オフィスまるごとサンプリング

その他、パーミッションサンプリング、グループインタビュー 等

読者代表として、紙面モデルやアン
ケート回収などに協力する一般の
読者。
リアルで等身大の読者としてのビジ
ュアルやコメントが、共感を得ると
ともに紙面を華やかに彩ります。

シティ クチコミネットワーク メンバー
（紙面読者モデル）

仙台 344人
（オフィス数319）

×10サンプリングで
3440人にリーチ×10



月 火 水 木 金 日土

扱い広告会社

■ 掲載料金 ■ 広告掲載基本スケジュール

■ 発行概要

※行程途中に、祝祭日がある場合は、締め切りが繰り上がります。事前にご確認ください。

ペイドパブリシティ取材締切
（発行2週間前の月曜日）

第1週

第2週

第3週

第4週

種　類 サイズ 料　金

ペイドパブリシティ

ディスプレイ広告

スポット広告

1段あたり

1段あたり

突出し（6㎝×2段）

突出し（6㎝×3段）

突出し（6㎝×4段）

＠85,000

@70,000

50,000

75,000

100,000

配布日

発行日付ディスプレイ広告データ入稿締切
（発行前週の水曜日17：00）

※上記料金にはディスプレイ広告における制作費は含まれておりません。
※上記料金には消費税は含まれておりません。

（単位：円）

■ 広告原稿サイズ

■ ディスプレイ広告 入稿方法

〒980－8585　仙台市青葉区中央2-8-13
TEL 022（265）2511㈹ 　FAX 022（265）1610

広告のお問い合わせ・お申し込みは

○人材派遣会社以外の求人広告
○商品取引・消費者金融
○特に当社で認めた以外の結婚紹介業
○調査・探偵業
○マルチ商法
○迷信にかかわるもの
○布教・寄付集め
○暴力団など特殊な結社・団体
○使用前、使用後の写真・イラストを用いたすべての広告
○その他　当社が不適当だと認めたもの

以下の広告は掲載しておりません

（社）日本ABC協会認証部数（一部報告予定部数）
2018年4月現在

札幌（シティライフ） 55,724部
東京 177,045部
横浜 49,319部
名古屋 62,863部
京都 41,400部
大阪・神戸 113,513部
福岡 77,451部

全国  　617,615部

全国ネットワーク

8エリア
仙台 40,300部

全国8都市圏をネットワーク。
　　地域性のあるマス媒体として
　　　　　　全国のOLを動かします。

入稿内容（仕様の詳細は当社入稿ガイドに記載）
   ①  広告データ
   ②  出力見本紙、メール入稿の場合は見本PDF
   ③  データ入稿シート（当社指定）

※広告掲載に際して事前審査が必要な場合があります。
※ディスプレイ広告につきましては、入稿前の原稿審査が必要です。
※データの仕様については、入稿シートのチェック欄で確認してください。

    当社ホームページよりダウンロード可能です。

入稿方法
   メディアで当社までお持ちいただくか
　下記メールアドレスまでお送りください。
入稿専用アドレス ▶ senliv.koukoku@gmail.com
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毎月1回　金曜日付け発行（水・木曜日配布）

仙台地区オフィス集中地域　5,291事業所

総務部等の許可を得てオフィスに配布

40,300部・無料

紙 面 形 態

発 行 日

配布エリア

配 布 方 法

発 行 部 数
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