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宅配型フリーペーパーに見られる地域広告の商圏 

～神奈川県の宅配型フリーペーパーから～ 

株式会社ペーパーメディア研究所  

主任研究員 青山一郎 

要約 

 宅配されるフリーペーパーの発行部数は、5 万、7 万 5 千、15 万といった単位で行なわ

れることが多い。広告を収入の基礎とする、フリーペーパーにおいて、この数値は何を意

味するものであるのか。発行部数が 5 万以下のフリーペーパーが尐ないのは、広告主つま

り地域で商売を営む事業者は、5 万商圏を最低単位としているからなのだろうか。本稿では，

神奈川県の媒体社の状況を分析し，5 万以下の事業主が存在しないのではなく，その理由が

媒体社の広告集稿費用との関係で決定しているという仮説を検証する。 

 

はじめに 

新聞広告の落ち込みが止まらない。電通の調査によれば，2008 年の新聞広告費は 8,276

億円であり，2005 年の 10,377 億円に比して，金額で 2,101 億円，20.2％減尐となっている

1。一方，2008 年のフリーペーパーの広告費は 3,545 億円であり，一服感はあるものの 2005

年の 2,835 億円から 710 億円増加している。新聞広告の減尐とフリーペーパー広告の増加

の逆相関の因果については，明らかではないが，浅利(2007)の分析は以下のようなものであ

る。 

米国の新聞広告では，クラシファイド広告と呼ばれる 3 行広告が 35％を占めるのに対し，

日本の案内広告の割合は８％弱にとどまり，新聞経営に与えた影響は尐なくない。8％とい

う割合も減尐傾向にあり，その原因はインターネット関連サービスからの参入やフリーペ

ーパーの普及などにある。更に，ナショナルクライアントから見た新聞の媒体価値が減尐

しつつあり，今後広げるべき広告主のターゲットが地域密着型の広告主であるとしている。 

浅利は，ナショナルクライアントから見て，新聞は広告媒体としての価値が低下するの

で，新たな広告ターゲットとして地域広告主の有効性を主張しているものと筆者は考える。

それはまさに，フリーペーパーが実践してきた領域である。 

本稿では，フリーペーパーが地域広告を獲得してきた要因を，事例を挙げながら分析を

行う。分析する対象は，フリーペーパーの中でも，新聞と同じく PUSH 型のデリバリー特

性を持つ，宅配型のフリーペーパーについて行う。まず，フリーペーパー業界の概説を行

った後，神奈川県で発行されている 2 つの宅配型フリーペーパーを分析する。分析対照の

『ぱど』と『タウンニュース』は，神奈川県内のフリーペーパーでは発行部数上位 2 紙誌2で

                                                 

1 株式会社電通(2009) 

2 日本生活情報紙協会では，フリーペーパーを表すときは「紙」，フリーマガジンを表すと

きは「誌」，両者の場合は「紙誌」としており，本稿もそれに従う。 
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図１デリバリーミックス 稲垣(2008)編集して作成 

ある。発行母体の株式会社ぱど，株式会社タウンニュース社が，ともに上場企業であり，IR

情報から必要なデータを収集しやすい為に分析対象として選定した。最後に，両社の違い

から推察できる、宅配型フリーペーパーから見た地域広告の商圏について考察する。 

  

１．フリーペーパーとは 

(1)フリーペーパーの定義 

日本生活情報誌協会(JAFNA)3によると，現在日本で発行されているフリーペーパーは，

1200 紙誌，2245 版，2 億 9375 万部である。フリーペーパーとは，どのようなものである

のか。JAFNA は 2003 年にフリーペーパーの定義を以下のように改定している。 

特定の読者を狙い、無料で配布するか到達させる定期発行の地域生活情報紙誌で、イ

ベント、タウン、ショップ、求人求職、住宅・不動産、グルメ・飲食店、ショッピン

グ、演劇、エステ・美容、レジャー旅行、各種教室など多岐にわたる生活情報を記事

と広告で伝える 

また，山中(2001)は「新聞とチラシの特徴を併せ持ちながら新聞でもない、チラシでもな

い、雑誌でもない全く新しい媒体として独自の機能を発揮しているもの」，稲垣(2008)は「無

料で配られる印刷物」としている。フリーペーパーでは全く新しい形で創刊されるものも

多く，現段階で定義を統一する事は困難だと思われる。 

 

(2)フリーペーパーの分類と配布方法 

フリーペーパーは様々な形態で発行されているが，その分類も定説が確立しているとは

いえない。JAFNA は 2006 年に 6 種類の分類を行っているが，自らが更なる議論の必要性

を認めている。フリーペーパーの分類につい

て，ここでは稲垣(2008)の分類を引用する。 

① コミュニティーペーパー、②ターゲ

ットマガジン③ニュースペーパーの 3

つに分類する。コミュニティーペーパ

ーは住宅地での全戸配布型生活情報

紙であり、ターゲットマガジンは読者

を切り分けた嗜好別情報紙、ニュース

ペーパーは報道系という分類である。 

 これらのフリーペーパーの配布方法の設

計は単純になされているわけではない。稲垣

                                                 

3 同協会は，1998 年に設立された，フリーペーパーの業界団体。加盟 45 社で，加盟の為

には ABC 考査を受ける事が必要である。加盟社が発行するフリーペーパー部数の合計は

1868 万部。 
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は，フリーペーパーの成功の鍵を，読者に配る方法と場所であるとしている。配布方法は，

大手フリーペーパー流通事業者4の実態からハンディング(手渡し)，ポスティング(宅配)，オ

フィスデリバリー(職域配布)、テイクワンラック(ラック置き)の四つに分類され，これらを

組み合わせて最適な「デリバリーミックス」を行う事が必要であるとしている。デリバリ

ーミックスとは，各々のフリーペーパーの媒体特性を，ターゲット分類度の高低と認知度

の肯定に分けにより四分類し，最適なデリバリー方法を選択する方法論である。ターゲッ

ト分類度・媒体認知度ともに低い媒体のデリバリー方法は，ポスティングや新聞折込のよ

うな宅配型の配布形式が有効であるということになる。 

図 1 に示した，PUSH 型と PULL 型の違いは，以下の通りと考えられる。PULL 型フリ

ーペーパーを手にする人は，そのフリーペーパーに何らかの興味を抱いている可能性が高

く，その興味と関連付けられた商品の購買機会が増加する事が考えられる。すなわち

AIDMA の購買段階で言うと，既にインタレストを持った読者にリーチすることになり，広

告主にとっては，直接売上に導く確率が高くなる5。一方，PUSH 型のフリーペーパーは， 

アテンションを獲得するメディアであり，購買に結びつくには，PULL 型フリーペーパー

よりも一つ購買段階が低い。 

 

(3)フリーペーパーの意義 

 野口(2009)は，フリーペーパーが持つ「生活者(読者)を動かす」「街を動かす」「世論を動

かす」，三つの「パワー」紹介している。自身が『リビング熊本』で体験した例として， 

・ テレビ熊本と共催で行なった「子育てすくすく☆こども博 2008」に 2 万 6000 人以上の

動因を果たし，熊本県などの行政機関から後援を得られた 

・ 熊本市郊外の温泉地を同紙で紹介し，街興しにつながった 

・ 紙面で「子どもの夜更かし」問題を取り上げ，保育園での教育活動につながった 

等を上げ，フリーペーパーの記事が生活者に与える影響を示している。フリーペーパーは，

もはや単なる広告媒体ではなく，地域に一定の影響を与えるメディアに育っているのかも

しれない。 

 

２．神奈川県における宅配型フリーペーパー 

まず，ＪＡＦＮＡがまとめた『日本のフリーペーパー2006』6の調査結果に基づき，神奈

川県のフリーペーパー発行状況を見てみる。同調査では，ＪＡＦＮＡが収集したフリーペ

                                                 

4 株式会社フィールドメディアネットワーク。同社はエキナカ等にフリーペーパーラック

を多数保有し，フリーパーパー発行者から流通業務を請け負うとともに，発行者への流通

コンサルティングを行っている。 

5 岡本一郎(2008) 

6 この調査は 2005 年 10 月から，2006 年 2 月にかけて行われた。。 
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ーパー発行者に，アンケートを送付し回収したものである。1,914 通の送付に対する回答数

は 950 であった。よって，発行部数は必ずしも実態と一致しない。 

 調査に対して回答した神奈川のフリーペーパーは 166 紙誌であるが，この中には，例え

ば『リビング』という同じ題目で，藤沢版と横浜版を別々に編集したものも含んでいる。

集計は，題目を紙誌数，題目が同じでエリアにおける判版7が違うものを版数として，紙誌

数は 58，版数は 166，発行部数は 14,137,294 部である。この数は，県民一人当たりに換算

すると 1.61 部，世帯当たりだと 3.94 部となる。世帯当たり部数の全国平均は 5.93 である

が，東京都の世帯当たり部数が，25.01 部と圧倒的に多く，全国平均を押し上げている。東

京を除いた一世帯平均部数は，2.94 部であるので，神奈川県のフリーペーパー発行部数は

道府県の平均をやや上回ると考えられる。 

 本稿の調査対象である家庭に届ける宅配型フリーペーパーで，月１回以上発行している

ものは，題目で 33 紙誌，143 版，10,241,774 部である8。このうち上位２紙である，『タウ

ンニュース』と『ぱど』の発行部数は，それぞれ 2,214,670 部，1,928,300 部で，全体の発

行部数の 40.0％に及ぶ。 

1版当たりの平均発行部数は，71,620部であり，版毎の発行部数では 20万部以上が 1紙，

15 万部以上 20 万部未満 14 紙，10 万部以上 15 万部未満 11 紙，5 万部以上 10 万部未満 81

紙，5 万部未満 32 紙と 5 万部以上 10 万部未満の発行部数のものが圧倒的に多い。 

 

３．『ぱど』の分析 

(1)概要 

『ぱど』は，荏原製作所の社内ベンチャー事業として企画され，1987 年 10 月に創刊した。

版型は AB 版の左開きで，文章は横組みである。発行主体は株式会社ぱど(以降本稿では，

ぱど社と記す)で，同社は現在ヘラクレスに上場し，全国での発行部数は 10,114,750 部9で

ある。発行頻度は週間(金曜日)であるが，エリアによって隔週発行の地区もあり，隔週発行

版は増加傾向にある。『ぱど』は ABC 考査を受けていないが，ギネスブックがその発行部

数を認定している。読者のターゲットは自宅中心で生活している人であり，これは同誌の

デリバリーが宅配(ポスティング)である事と関連している。 

 ぱど社の創業者で，現在の社長でもある倉橋泰氏は，創業に至った経緯について次のよ

うに語っている10。「日本の新聞折込チラシの広告料金は思いのほか高いことがわかった。

                                                 

7 本稿では，同じ題目であるが地域毎に紙誌面を変えて発行する場合，地域毎の編集を判

版と記す。 

8 日本生活情報紙協会(2006)を基に，筆者が集計。 

9 2008 年 11 月発行の同社媒体資料『ぱど MEDIA DATA2008⑪』 

10 前掲，稲垣(2008)『フリーペーパーの衝撃』23ｐ 
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ペニーセーバー11のようなフリーペーパーを発行すれば、日本でもビジネスになるのではな

いか。広告料金は、二、三割安い設定でも十分に採算が取れる。」倉橋社長の考えは，宅配

するものは実はなんでも良く，新聞配達網に代わる独自の配達網を築きたかったのである

と言える。 

 倉橋社長は，『ぱど』のような宅配フリーペーパーの今後について，ジャンル別情報紙誌

と対比して，次のように語っている12。 

ジャンル別情報紙誌13の読者は，既に明確な購買・行動意欲を持っている場合が多く，

そういった読者は，インターネットから能動的に情報収集することが出来るので，い

ずれネット逃げてゆく。『ぱど』のようなエリア別情報誌は，メディアに触れてから

行動を起こす読者に対する潜在ニーズ対応型であり，ネットの代替性が尐なく今後も

需要があるのではないか。 

しかし，現在ぱど社は，家庭配布版の『ぱど』の他に，オフィス宅配型の『ラーラぱど』，

ラック設置型の『ぱどタウンマガジン』，また紙媒体以外ではウェブ版の『ぱどタウン』，

モバイル版の『ぱどＭＯ』などを発行している。これらは，『ぱど』に比べるとジャンル別

情報誌よりであり，倉橋社長の発言と食い違いがある。ぱど社が今後とも宅配型の地域情

報誌を戦略の中心に置くのか，他に軸足を移すのかは，見守っていく必要がある。 

  

(2)経営状態 

 ぱど社は横浜で創立され，その後関東エリアでは自前で発行地域を増やしてきた。関西

エリアでは，フランチャイズ方式を取っており，フランチャイジーの数社や，編集・デザ

インを行う子会社を連結対象としている14。2009 年 3 月期の連結決算は，売上高 9,592 百

万円(前年増減率 0.0％)で，経常利益は 148 百万円を計上した。これは，前事業年度(平成

20 年度)において広告掲載件数，広告掲載者数，広告売上ともに減尐し，経常損失 26 百万

円を計上した為，部数の削減や，営業所の統合などのコストカットを行なった結果の黒字

転換である。2009 年８月 14 日の株価は 21,380 円，PBR151.58 倍，PER は 7.57 倍である。 

 

(3)誌面 

 『ぱど』の誌面はＡＢ版の左開き，横書きで，この装丁はＵＲＬの表示などに適してい

る。2008 年度平均ページ数は，直営エリアにおいて 28.9 ページと，前年対比で 14.4％減

                                                 

11 ロサンゼルスに本拠を置くフリーペーパー。  

12 2009 年 2 月，経団連・東京ガス西山研究室共催の『企業内ベンチャー推進委員会』で

の，倉橋社長の講演後，筆者がインタビューしたもの。 

13 稲垣が定義する，ターゲット・マガジンと同義である。 

14 2008 年 3 月期決算短信及び決算説明資料。以下の経営数値も同資料より引用した。 

15 PBR は株価純資産倍率，PER は予想株価収益率を示す。 
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尐している。内容は，ほぼ全面が広告であり，枠広告と文字広告に分かれるが，圧倒的に

枠広告が多い。 

 

(4)神奈川県の状況 発行部数・判版割り 

神奈川県における『ぱど』の発行部数は，『タウンニュース』に続き第 2 位で 1,986,800

部16である。発行頻度は週間であるが，一部地区において 2009 年 5 月より，隔週化に取り

組んでおり，隔週化された地区ではページ数は増えているようである。『ぱど』は前述した

ように，ABC 考査は受けていないが，ギネスブックが発行を認定している。ギネスブック

の認定方法は明らかではないが，週間であれ隔週であれ，一号当たりの発行部数を認定し

ているものと思われ，隔週に変更しても「公称」の発行部数は変更していない17。 

『ぱど』の神奈川県発行部数には，東京都町田市の部数も含まれている。次に分析する

『タウンニュース』は，神奈川県限定のフリーペーパーであるが，町田市だけは発行を行

っている。フリーペーパー業界では，伝統的に町田と相模原をセットにしている。1971 年

に町田・相模原から，創刊した東京新聞ショッパーの創刊に関わった三上哲氏は，この理

由を次のように語っている18。「同じ商圏なのに既存の新聞社は都下版と神奈川版に分けて

おり，読者目線に立っていない」。このような理由で，町田・相模原を 1 地区として認識す

るフリーペーパーは多く，本稿でも神奈川県のデータに町田市を含める事とする。 

 

 上記 1,986,800 部は，36 版に分けて発行されている19。他の都府県で発行している『ぱ

ど』と同じように，人口密集地区を中心に配布されており，神奈川県における発行地区は

概ね相模川より東側である。これは，『ぱど』は，独自の配達員によって配布する為，配布

効率を考慮してのことと考えられる。 

発行地区では，ほぼ行政区単位で発行されているが，注目すべきはその発行部数である。

最大発行部数の版が東戸塚・いづみ野版の 63,500 部，最小は厚木版，鎌倉・逗子版の 50,000

部であり，どの版もほぼ 5 万部台に統一されている。 

 新聞・雑誌などの有料講読紙誌は，購入の意思を示し対価を支払う読者数が増加しない

限り，発行部数も増加しない20。また，店頭や駅に設置されたラック配布型フリーペーパー

も，読者がラックから手に取らなければ発行部数は増加しない。しかし，『ぱど』のような，

宅配型フリーペーパーは，配布員が読者のポストに投函すれば，それが発行部数とイコー

                                                 

16 2008 年 11 月発行の同社媒体資料『ぱど MEDIA DATA2008⑪』からの引用。JAFNA

調査とは，回答時期・調査方法の点で差異がある。 

17 ぱど社ホームページ。2009 年 8 月現在掲載。 

18 JAFNA 通信 2008 年 2 月号。 

19 前掲媒体資料より，筆者が集計。巻末表 2 参照。 

20 新聞の押し紙問題に見られるように，実際には読者数イコール発行部数ではない。 
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ルになる為，発行部数のコントロールは，発行者側が行うことが可能な媒体である。 

 『ぱど』の判版当たりの発行部数が，ほぼ 50,000 部に統一されている理由については，

後ほど考察を行う。 

 

(5)神奈川県の状況 配布方法 

 『ぱど』は，発行するエリアに主婦を中心とした 13,000 人の戸別配布員「ぱどんな」を

組織しており21，神奈川県においても自前の配達員による戸別宅配を行っている。 

 

(6)掲載広告 

 ぱど社は，『ぱど』に掲載されている広告主の業種別売上高を四半期毎に公表している22。

それによると，過去 2 年にわたり売上の業種別トップは医療(総合病院・美容外科など)であ

り，平成 21 年度の売上高の構成比は 17％である。また，上位 3 位には必ず医療，理・美

容院，美容(エステティック・化粧品販売)の 3 業種で構成され，「体」に関する関心が高い

ものである。 

 2009 年 8 月に実際に配達された『ぱど』479 号茅ヶ崎・寒川エリア版を見ると，24 項立

てのうち，表紙を含み記事 2 項以外は全て広告であり，紙面に対する広告掲載率は 91.7％

である。内訳は枠広告が 18 項，文字広告が 3 項，記事体広告 1 項となっている。 

 

(7)広告単価 

 『ぱど』の枠広告の料金は，判版に限らず基本的に面積単位で設定されている。これは，

判版毎の発行部数がほぼ 5 万部台に統一されているので，部数に応じた設定を行なう必要

がないからだと考えられる。掲載枠は 1/8 項を最低単位とし，1/4，1/2，1，2 項が設定さ

れている。面積が大きくなるほど面積単価が低くなり，また複数の版に掲載すると同じ面

積でも単価が安くなるように設定されている。1/8 項中面を１読者にリーチする費用は 1 円

であり，他と比較し易いように 1 平方センチメントール当たりに換算すると 1 リーチの単

価は，0.018 円である。ちなみに先の『ぱど』茅ヶ崎版 479 号の総面積を計算すると，11,473

平方センチメートルである。 

 

(8)その他 

『ぱど』のように，自社で宅配網を整備し配達する媒体では，それほど追加コストを掛け

ずに折込チラシの配布を請け負うことが可能である。追加コストとは「ぱどんな」への折

込手数料であり，配達費用は『ぱど』の配達費用に含んでいるので会社側としての費用は

                                                 

21 2009 年 2 月，経団連・東京ガス西山研究室共催の『企業内ベンチャー推進委員会』で

の，倉橋社長の講演資料。 

22前掲，2009 年 3 月期決算説明資料。 



 8 

一切かからない。2009 年 3 月期において，ぱど社は折込広告売上を 935 百万円計上してお

り，これは連結売上の 1 割弱に当たる。 

 

４．タウンニュースの分析 

(1)概要 

 『タウンニュース』は，1977 年 7 月に神奈川県の秦野において創刊された23。現在の『タ

ウンニュース』は，タブロイド版8項または4項，12段の縦組みである。発行部数は2,214,670

部で，全部数が新聞折込によって配達されている。発行頻度は，週間であるが一部隔週発

行エリアもある。『ぱど』と逆に『タウンニュース』は週間発行のエリアを増やす計画であ

る24。発行主体の株式会社タウンニュース社で， 現在ジャスダックに上場している。ABC

考査は受けていない。 

 ぱど社は，関東・関西など広域に展開しているが，タウンニュース社の現在の発行エリ

アは，前述したように神奈川県と町田市であり，基本的には神奈川の「県紙」であるとい

える。但し，同社では全国展開も考えており，今後自社組織あるいは FC の形態で，神奈川

以外の都道府県に進出する可能性はある。ちなみに，神奈川新聞の 2008 年 7 月から 12 月

の ABC 報告部数は，212,392 部である。 

 

 タウンニュースは，アド・コミュニケーション(アドコミ)という概念を標榜している。同

社の会社案内でアドコミとは，「生活者にとって、広告も街のニュース、大切な生活情報の

ひとつであり、送り手であるクライアントと受け手である読者を結ぶ重要なコミュニケー

ションの手段」と記している。このアドコミの概念は，紙面製作や広告の内容に組み込ま

れているが，詳細については後述する。 

  

(2)経営状態 

 タウンニュース社は，営業から編集・制作まで，一貫して社内で行われており，連結対

象の子会社はない。2009 年 6 月期の単体決算は，売上高 2,867 百万円(前年増減率 2.9％)

で，経常利益は 195 百万円(同 29.8％)を計上した25。同社は当該期間中，エリアの拡大や新

媒体の発行など，大きな事業展開は行わず，既存発行エリア内での顧客深耕を行なったこ

とが，増収増益が確保できた原因であると分析している。2009 年８月 14 日の株価は 327

円，PBR0.93 倍，PER は 16.13 倍である。 

 

                                                 

23 株式会社タウンニュース社会社案内(2008 年 12 月) 以下，註が無い場合，引用は同資

料から行う。 

24 平成 21 年 6 月期決算短信。 

25 平成 21 年 6 月期決算短信。 
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(3)紙面 

『タウンニュース』の版型は，タブロイド版 12 段で縦書きであり，両面カバー26方式と

している。ページ数は予め 4 項立てエリアと 8 項立てエリアが決められており，全 46 エリ

アの内 28 地区が 4 項，16 エリアが 8 項での発行である。記事スペースの割合は公表して

いないが，「アドコミ」を実践する為に，記事体広告27を多く掲載しており，純記事と記事

体広告の合計の紙面占有率は 70％以上になっている。 

『タウンニュース』媒体資料で特に強調している点は，地域密着性である。同資料では，

2006 年 12 月 21 日発行の『タウンニュース』青葉区版(横浜市)の，地域情報の掲載率を他

紙との比較で紹介している。他紙28の青葉区情報掲載率が 15％であるのに対し，『タウンニ

ュース』の同掲載率は 80％に上る。但し，実際には他紙は青葉区以外でも発行されており，

青葉区の情報掲載率を比較するのは公平とはいえない。しかし，地域性がない情報の掲載

率を比較すると，タウンニュース社の説明は納得できる。地域性がない情報の掲載率は，

他紙が 67％に対し『タウンニュース社』は 6％に過ぎない。 

『タウンニュース』が，これだけ多くの地域情報を掲載する為には，それだけの取材網

を持つ必要がある。タウンニュース社によると，全体で 150 名の記者兼広告営業担当者を

配置しており，部数あたりに換算すると 14,800 部に 1 名，版あたりにすると 1 版すなわち

1 行政区に 3.3 名に及ぶ。 

 

(4)発行部数・判版割り 

東京都町田市を含めた発行部数は 46 版，2,214,670 部で，神奈川県で発行されるフリー

ペーパーの発行部数としては第 1 位である。 

判版割りの『タウンニュース』の最大の特徴は，行政区を発行単位としていることであ

る。その為，判版毎の発行部数は最大の横須賀版 99,000 部と，最小の寒川版 12,000 部で

は大きな開きがある29。このように，判版毎に部数を変えて発行することは，小規模エリア

の採算性に問題があるように思える。それを押して行政単位で発行するメリットをタウン

ニュース社は考えているのである。そのメリットとして考えられるのは，第一点は読者(住

民)の共感性であり，読者の行政区内の情報を 70％以上占めることにより，読者の共感を生

み，より読まれる紙面を作り，広告効果を上げる事である。第二点は，行政自体を広告主

                                                 

26 右開き・左開き双方に対応できる編集方式。 

27 野口(2009)は，記事体広告を「クライアントに有料で情報の伝達を依頼され、媒体社が

第三者の目で取材し、媒体社からの生活情報記事として読者に伝達する」と規定している。 

28 B 紙としているが，発行部数も掲載されており，どの媒体なのかは誰が見ても推測でき

る。「B 紙」の媒体資料によると，当該地区版は横浜市青葉区，都筑区，緑区などで 149,000

部が発行されている。 

29 タウンニュース媒体資料より筆者が集計。巻末表 3 参照。 
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として取り込む点である。実際に，一部地域において行政からの広告出稿は増加している

ようである30。 

発行回数は，前述したように週間地区と隔週地区があるが，46 版の内 28 版が週間，17

版が隔週，残り 1 版が週 2 回発行となっている。週 2 回発行されているのは，『タウンニュ

ース』が創刊された秦野版である。週間発行されている各版も，比較的古い時期に創刊さ

れたものであり，このことから地区版が創刊されてから時間が立つほど，地域に根付いた

ものになり，広告出稿が増加し，発行回数も増やせるのではないかと推測できる。 

 

(5)配布方法 

『タウンニュース』の，配布方法は新聞折込を採用している。同社会社案内によると，

折り込んでいる新聞は朝日・毎日・読売の３紙が主力である。また，新聞折込で配布する

広告主にとってのメリットは，「同日、確実に各家庭に配布される為、ポスティングや店頭

設置と比較して、読者に与えるインパクトが非常に強い」としている。神奈川県における 1

部あたり折込広告料金は，『タウンニュース』のサイズ(タブロイド版)の場合，4 項の場合 5

円～6 円 70 銭，8 項の場合 8 円 70 銭～16 円である31が，実際にはかなりのボリューム・

ディスカウントが行なわれているようだ。 

 

(6)掲載広告 

前述したように，『タウンニュース』は記事体広告が多く掲載されている。また第三種郵

便物ではない為，広告の表示の義務が無く，見かけ上，広告か記事かの判別が困難である。

紙面の分析行う為に，ここではまず，7 月 10 日に茅ヶ崎地区で配布された『タウンニュー

ス』茅ヶ崎版 1138 号に掲載されている情報を以下の通り分類を行なった。 

① 題字、媒体社のお知らせ 

② 記事(問合せ先が掲載されてないもの) 

③ 記事(問合せ先が掲載されているもの) 

④ 記事体広告 

⑤ 純広告  

広告色が強いものほど下位に挙げて見た。上記のような分類を行なうと，見かけ上，区

別がつかないものは③と④だけであることがわかる。それを踏まえ，各情報の段数を比較

すると，8 項建て全 96 段の内， 

①４段，②8.5 段，③及び④46.5 段，⑤37 段 

であった。②の中でも，茅ヶ崎市役所の広報色が強い記事が 2.5 段あり，掲載料を受け取っ

                                                 

30 2009 年 6 月期決算短信。 

31 各地区の，新聞販売同業組合により定めている。数字の引用は朝日オリコミホームペ

ージより。 
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ている可能性もある。②の半分を広告と仮定すると，全体に占める広告の占有率は 91.4％

である。 

 広告主の業種に関するデータは公表していないが，『ぱど』のように「体」に関する広告

が多い傾向は見られない。 

 ここで，主観的な意見を述べ添えておく。『タウンニュース』，『ぱど』の広告占有率は夫々

91.4％，91.7％であり，ほぼ同一と考えてよい。ところが，『タウンニュース』紙面を見た

印象は，大部分が記事のような印象を受ける一方，逆に『ぱど』広告の印象を受ける。 

 

(7)広告単価 

『タウンニュース』の広告単価は，判版によって発行部数が大きく異なる為，発行規模

別に 4 つのグループにわけ，グループ別に広告単価を設定している。『ぱど』の分析と同様

に，中面・最小枠の 1 リーチあたりの単価を計算してみた。 

 

表１ タウンニュースの広告単価 

グループ 版数 平均部数 広告単価 1 リーチあたり 1 平方センチあたり 

A 34 49,616 28,600 0.58 0.018 

B 4 91,250 42,900 0.47 0.015 

C 4 26,025 26,000 1.00 0.031 

D 4 14,650 18,000 1.23 0.039 

＊ タウンニュース媒体資料を基に，筆者が集計。 

＊ 1 リーチあたりはタウンニュースの最小広告枠(5ｃｍ×6.3ｃｍが)1 読者にリーチ 

 する為の単価 

＊ 広告単価，1 リーチあたり，１平方センチメートルあたり，の単位は円。 

  

表によると，1 版あたりの発行部数が尐ない C・D グループの配布あたり単価が，高く設定

されていることがわかる。更に，判版は行政区域単位であるが，34 版と発行の大部分を占

めるＡグループの平均発行部数は 49,616 部，1 平方センチメートル当たり単価は 0.018 円

と，配布形態が違う『ぱど』とほぼ同じ数字となっている。ちなみに，先の『タウンニュ

ース』茅ヶ崎版 1138 号の総面積は 8,466 平方センチメートルである。 

 

(8)その他 

 タウンニュースの配布方法は，新聞折込のみであり，新聞の世帯到達率を超えて配布す

ることは出来ない。 

 

５．考察 

 これまで『ぱど』と，『タウンニュース』を個別に分析してきた。ここでは，2 紙誌を中
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心に費用及び収入構造を比較しながら収益構造の分析を行い，地域広告の商圏を考察する。 

 

(1)発行部数の自己制御 

宅配型フリーペーパーは，読者が好むと好まないに関わらず，PUSH 型で「送り込む」

事が出来る。故に，予算の制約をはずせば 100％の家庭に宅配する事が可能である。しかし，

上場を果たし，市場に所有される企業となった両社は，企業価値を高めるために32何よりも

利益を追求する経営を続けなければならない以上，発行シェアについても，最も効率が良

い形を追求しているはずである。 

 

(2)費用構造 

 フリーペーパーの費用は，変動費として配送費，印刷・用紙代，固定費として制作費，

人件費，一般管理費などで構成されている。このうち制作費は，会計上売上原価に属する

ものであるが，実際には制作に携わる人件費や，システム開発の償却費などであり，1 版当

たりの発行部数の増減とは連動しない固定費である。 

 したがって，損益分岐点を下げる施策は，売上に対する変動費(配送費，印刷・用紙代)

の比率を下げながら，固定費の絶対額を押えることである。しかし，実際には変動費であ

る，配送費と印刷・用紙代は外注費用であり，自社だけで決定できない。したがって，費

用構造からみると，①売上の拡大②人件費など固定費の削減または，一人当たり売上高な

どの生産性向上の順位で収益の極大化を図る構造となっている。 

 

(3)収入構造 

 フリーペーパーの収入は，基本的には広告掲載料である。広告掲載料(売上)の算出は次の

単純な式で表される。 

 

  売上＝紙面面積×紙面に対する広告掲載比率×面積当たり単価×発行部数 

 

 すなわち，売上を極大化するためには，ページ数を増やし，広告単価を上げ，広告面積

を増やせばよい。実際に『ぱど』と『タウンニュース』に式を当てはめてみる33。 

・ 『ぱど』売上 10,947,720＝11,473 平方センチ×91.7％×0.018 円×58,000 部 

・ 『タウンニュース』売上 7,925,181＝8,466 平方センチ×91.4％×0.018 円×56,900 部 

                                                 

32 前掲，両社のＩＲ資料によると重視する経営指標として，ぱど社はＲＯＡ(資産に対する

利益効率)とＲＯＥ(株主資本に対する利益効率)，タウンニュース社は収益性を掲げており，

当然であるが利益を重視する姿勢である。 

33 『タウンニュース』では発行部数においてＡグループが『ぱど』と近似しており，ここ

ではＡグループのデータを採用する。 
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ここで，両者の売上が極大化されているのかという疑問が沸く。広告占有率と，配布部

数はほぼ限界に近いと考えても，面積と単価を増加させることは出来ないのだろうか。筆

者の考えは，次の二点である。 

① 媒体者の費用構造と面積  

面積を増加させる為には，広告の出稿数を増加させる必要がある。しかし，広告出稿の

受注は，両社または両社代理店の人的活動によって行われる。費用構造から見て人件費

は最大の生産性を上げられるように，オペレーションがなされているはずである。よっ

て，タウンニュース社で見られた，14,800 部に 1 名という配置は，媒体者の費用構造

上，最適な配置と考えることが出来る。 

② 広告主の商圏と単価 

広告主が，広告出稿を行なう理由は，広告主自身の収益の拡大である。そして，広告主

が意識するかしないかは別として，長期的には ROI34が最大化する様に広告出稿を行な

うはずである。ここで，注目するべき数字は，紙面や配布形態，広告主の業種がかなり

異なった『ぱど』と『タウンニュース』の面積単価が全く同じ点である。これは次のよ

うに考えることが出来る。地域広告の広告主は地域の生活者からの収益を期待している

はずであり，そうでなければ，リーチが大きく 1 リーチあたりの単価が低いマス広告を

選択するであろう。地域広告の効果に来店可能性と物理的距離の相関(商圏)があるとす

れば，広告主から遠くの生活者ほど，効果が薄まるはずである。『タウンニュース』の

狭域版である C・D グループの面積当たり単価が高いことが，逆説的にそれを証明して

いる。 

 

①②から考察できることは，媒体の面積は，媒体社側が広告出稿を得る為の人件費との

関係で最適な面積が導かれ，広告単価は広告主の商圏の広さによって決定される。『ぱど』

と『タウンニュース』比較では神奈川県において，①の媒体者の費用構造と面積②の広告

主の商圏と単価を最適化するのが，発行部数 5 万部，面積単価が 0.０18 になる事が言える

のである。 

 

最後に 

本稿で提示した商圏は，現在の媒体社の人件費当たりの生産性を根拠としている。しか

し，今後に関しては人件費あたりの生産性を高められる余地がある。それは，『ぱど』が行

なっているような折込広告配布のように，現在の基盤に新たな収入をアドオンすることで

ある。それが可能であるならば，媒体社の費用構造が低減するので，面積単価が低下し，5

万部以下の広告主が現れる事も考えられる。媒体社が行なうべき行動は，収入のアドオン

による費用構造の低減と，現在の発行エリアの更なる狭域化であるといえるかもしれない。  

                                                 

34 Return On Investment 投資に対してどれだけの利益が上がったかを示す指標。 
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