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【考察】「いい仏壇」全体の紹介数と成約数は同じ成長曲線で推移。（成約率は約35％）

コロナの影響により2020年4月の紹介数は減少したものの、5月以降に大きく回復、2021年1月には紹介数・成約数共に過去最

高数値を記録。コロナ以前に比べ、特に高齢者層のクーポン発行が増加しており、WEB上で店舗探しからクーポン取得まで、

抵抗なく行うようになっている。この傾向は今後更に加速することが予測される。

2020年4月度は新型コロナウイルスの影響で紹介数・成約数が減少したが、5月にV字回復。

7月には過去最高の紹介数・成約数を記録。
2021年1月度は、過去最高値の紹介数に。

【topics】

クーポン発行者の成約率は”約35％”となり、
お仏壇店様の営業努力もあり上昇傾向。

お位牌等の購入も増え、全ての商品の成約を含
めると、半数近くのお客様がクーポン発行店舗
で成約。

自粛ムードが強まると、利用者数が上がる傾向

紹介数/成約数 推移（2017年1月～2021年3月）



お盆セール 仏壇店特集広告
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２.内容

１.お盆セール 仏壇店特集とは
年５回実施するシーズン広告の第3弾

今回は、「お盆セール特集(5月1日～8月16日)」となります。

期間中”いい仏壇サイト”内にて大々的にＰＲする広告です。

貴店のページ閲覧人数・クーポン発行数を増加させる効果が期待できます！

今回は２つのプランをご用意しています。

店舗様の売り出し内容に合わせてプランを選択することが可能です。

ベーシックプラン(B)：いい仏壇のサイト上でセール実施店舗としてPR（従来の内容）

チラシは制作しないけど、いい仏壇上ではPRしたい店舗様にオススメ。⇒P7へ

フライヤープラン(A)：(B)に加えて、貴社チラシをPRする専用ページを作成

チラシを制作する店舗様にオススメ。制作したチラシをいい仏壇上でもPR。 ⇒P11へ
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４.PR方法

３.内容
・お申込店舗へ来店予約を行っていただいたお客様へ特典を設置
いい仏壇サイトから来店予約をして成約になったお客様へ、
通常のギフト券＋1,000円分のAmazonギフト券をプレゼント

※ギフト券は鎌倉新書負担にてお客様へ進呈。通常のギフト券進呈条件を満たしたお客様が対象。

・都道府県等一覧ページ・店舗概要ページでのバナーおよびアイコン設置
┗＋1,000円分のギフト券プレゼントという訴求だけではなく、
コロナ対策の一環としての「特別特典」という理由付けを行う

来店予約して
成約すると

プラス1,000円分

２.狙い
・コロナ対策という動機付けに加え、来店予約に特別特典を設けることで、
来店予約増からの成約数増を図る

お申込店舗様をいい仏壇独自キャンペーン(鎌倉新書負担)で応援！

１.コロナ対策特別キャンペーン！来店予約で安心！お得！

A・Bプラン共通
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来店予約機能とは

いい仏壇サイト内から貴社店舗への来店予約が行えるよう、お申込フォームを設置します。

お客様が来店予約フォームよりお申込をされると、該当店舗へ
紹介状が送付されます。予約日時に接客対応が難しい場合は、
お客様へご連絡いただき、調整をお願い致します。

【来店予約フォーム】

※本キャンペーンのご参加は任意です。来店予約対応が出来ない店舗様はフォームを設置しませんのでお申し出ください。

A・Bプラン共通
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3.PR方法

クーポン発行同様、資料請求を希望されるお客様の情報を送付します。
資料送付後、お電話でのアプローチも可能です。
来店誘致に結び付けてください。
資料請求すると同時にクーポンも取得したことになります。
※資料請求のお客様がご成約された場合もクーポン発行者同様、ご紹介の対象になります

お申込店舗様には資料請求希望のお客様をご紹介！

１.「まずは資料を見たい」というお客様が増加中

A・Bプラン共通

2.内容

ご希望店舗様のページ内に資料請求導線を設置

【資料請求フォーム】

※資料請求機能の設置は任意です。
希望されない店舗様はフォームを設置しませんのでお申し出ください。
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【A・Bプラン共通】広告出稿店舗様を大々的にPR！

①いい仏壇TOPページ ②各地域の店舗一覧ページ

※遷移先はP9参照

※イメージ
画像は昨年のお盆特集時のものです

①いい仏壇TOPページにて

お盆セール特集をPR

②ユーザーが最も閲覧して

いる各地域の店舗一覧ペー

ジにてPR

他店と差別化を図ります

A・Bプラン共通
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【A・Bプラン共通】ページ閲覧人数増大！

各地域の店舗一覧ページ

とにかく目立ちます！

お客様がGoogle や Yahoo！等で「地域×仏壇」で検索

Google や Yahoo！等で上位表示されている「いい仏壇」へ

検索された地域の店舗一覧ページ(左の画像ページ)へ

検索バーの直下にある「お彼岸セール実施店舗特集」バナーを設置

お客様を誘導！

広告参画店舗様をご紹介

貴店ページの閲覧人数が増大！

ほとんどのお客
様が店舗一覧
ページを経由
多くのお客様が

訪れます

例)「〇県×仏壇」「〇
市×仏壇」「〇市×仏壇
店」等々で検索するお
客様をキャッチ！

閲覧数が多い場所
への導線設置！

※イメージ
画像はお盆特集のPR内容です

A・Bプラン共通
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【A・Bプラン共通】バナー等からの遷移先ページ

各地域の店舗一覧ページ（スマホ） 都道府県毎のお申込店舗様ご紹介ページ（PC・スマホ共通）

お盆セール仏壇店特集のバナー・

ポップアップ表示をクリックする

と、都道府県毎の本広告お申込店

舗様ご紹介ページへ遷移します。

※イメージ
画像はお盆特集のPR内容です

東京都の仏壇店

東京都

東京都の仏壇店

A・Bプラン共通
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【A・Bプラン共通】初めてのお仏壇ガイドページからも集客！

５月～８月は、「新盆×準備」 「お盆×提灯」「お盆×準備」「仏壇×

お盆」等々、知識や方法を知りたくてネット検索されるお客様が増加

します。

そうしたお客様の多くがいい仏壇サイト内にある「はじめてのお仏壇

ガイド」ページへ訪れます。

関連する各ガイドページへ、本広告参画店舗様をご紹介する導線バ

ナーを設置。店舗へ誘導します！

※提携企業様との契約内容に従い、紹介対象金額未満の場合は紹介手数料は頂きませんのご安

心ください

※左記のような関連記事の中に、
下記のようなバナーを掲載して広告参画店舗様のページへ誘導

※画像はお盆特集時のイメージです
※秋彼岸時のガイドページタイトル例

A・Bプラン共通
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【Aプランのみ】チラシをいい仏壇でPR！ Aプラン

最新の折込チラシ
掲載中

都道府県等 店舗一覧ページ

最新の折込チラシ
掲載中

店舗概要ページ

・いい仏壇が貴店チラシをベースにしたチラシPR専用ページを制作します

・いい仏壇上でもチラシをPR！チラシの有効活用が可能です！

店舗様専用のチラシページでPR！

チラシを制作する店舗様に
特にオススメ！！
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【Aプランのみ】チラシ掲載店舗だけを集めてPR！ Aプラン

・貴店チラシPR専用ページの他にチラシ掲載店舗をまとめたページを作成！

・いい仏壇TOPページにバナー表示！全国のお客様へPR！

チラシ掲載店舗で絞り込み可能に

チラシ掲載店舗

いい仏壇TOPページでPR



概要

(1)掲載期間
5/1(土)～8/16(日)〔第一次締切：4/22(木)〕

※都道府県内の広告枠はお申込順に上から順番に表示されます。決済等にお時間掛かる場合には仮申込も可能です。ご連絡くださいませ。

(2) 販売価格

※同一都道府県内であれば、
複数店舗をご登録されても１枠料金で掲載可能です。
※Aプランは貴店のチラシ期間に合わせて表示の
調整が可能です。ご相談ください。
※価格はすべて税抜き価格になります。

期 掲載期間 価格（Aプラン） 価格（Bプラン） 申し込み締切

5-7期 5/1-7/16 10万円 8万円 4月22日

6-7期 6/1-7/16 9万円 7万円 5月26日

6-8期 6/1-8/16 10万円 8万円 5月26日

7-8期 7/1-8/16 9万円 7万円 6月25日

通期 5/1-8/16 11万円 9万円 4月22日

【補足】

(3) プランに含まれる内容

Aプラン（フライヤー）：①TOPページ・一覧ページ等に掲載 ②来店予約キャンペーン ③資料請求昨日設置
④専用チラシページの制作・掲載 ⑤チラシ掲載店バナーの設置

Bプラン（ベーシック）：①TOPページ・一覧ページ等に掲載 ②来店予約キャンペーン ③資料請求昨日設置
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★オンラインセミナーにご参加いただいた店舗様へ特別特典のご案内

期 掲載期間 価格（Aプラン） 価格（Bプラン） 申し込み締切

5-7期 5/1-7/16 10万円 8万円 4月22日

6-7期 6/1-7/16 9万円 7万円 5月26日

6-8期 6/1-8/16 10万円 8万円 5月26日

7-8期 7/1-8/16 9万円 7万円 6月25日

通期 5/1-8/16 11万円 9万円 4月22日

【通常価格】

追加料金なしで
①BプランからAプランへランクアップ！

または

②掲載期間を１か月延長サービス！

（例）「５－７期」お申込で
通期分掲載など

※ご不明点がございましたら営業担当迄お問合せください。
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広告プランと掲載期間を選択し、お申込書に必要事項のご記入をお願いします。

ご注意）記載日とご担当者名は直筆でお願いします。

ご記入いただいたお申込書を鎌倉新書「いい仏壇」へFAXお願いします。

FAX番号）03-6862-5033

貴社ページを制作後、広告掲載開始日に掲載スタート。

Aプラン(フライヤープラン)をお申込みの店舗様は、
貴社のチラシデータを担当者宛にmail添付にてお送り願います。

送信先）mail@e-butsudan.com
※データ受領からチラシページ制作まで約5営業日を頂戴します

お申込と掲載までの流れ
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mailto:mail@e-butsudan.com
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お申込書記入例とお問い合わせ先のご案内

【例】プランAで通期申し込みの場合

株式会社 鎌倉新書

担当：行方、髙原

TEL 03-6262-3523 FAX 03-6862-5033

E-mail：mail@e-butsudan.com

【例】プランBで6月ー8月申し込みの場合

mailto:mail@e-butsudan.com

