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ch FILESの媒体インフラを活⽤した
⾼校図書館内プロモーションのご提案

2022年7⽉

全国５大地方から

ご希望エリアを

選択可能!!



ご提案概要

貴社のメインターゲットの⾼校⽣へ訴求すべく
ch FILES設置の全国の⾼校＜校内＞で貴社をPR!
貴社の⾼校⽣向けの商品・サービスを＜⾼校の中＞でプロモーションを図る企画です。

具体的には、全国の⾼校図書館に毎⽉設置している
⾼校⽣向けフリーペーパーch FILESの設置インフラを活⽤し、
ch FILESに貴社宣材物を同梱して発送するご提案です。

また、宣材物発送は、発⾏号の時期（毎⽉20⽇）をご指定いただけます。
ぜひこの機会にご検討のほど宜しくお願い致します。



⾼校ポスター同梱発送

貴社の宣材物（チラシ、シール、ポスターなど）を⾼校図書館へ発送するご提案です。

■同梱発送料⾦
全国５エリア︓６８万円（1エリア︓12〜20万円）
└ 北海道、関東、関⻄、東海、九州 合計2,855校

※設置⾼校はこちらから ▶ 【設置⾼校リスト】
※サイズB2までを3回折った状態（B5以下）でお送りください。
※発送⽉の13⽇まで（同⽇が⼟⽇祝⽇の場合、その前⽇まで）必着
※シール等は最⼤5枚まで
※表⽰⾦額は消費税抜⾦額です。

館内に、ノベライズと合わせた特集
コーナーを作ってくださっている学校
もあります。

【図書室司書さんからいただいたメール】
ポスター同封ありがとうございました。
ノベライズ本を買ったので、プチコーナーを
作りました。もうさっそく貸出中となり、予
約がズラッと並んでおります。期末テスト⼀
週間となり⼤賑わいの図書館です！夏休み中
にたくさん本を読んでもらいたいのでがんば
ります！

（私⽴⾼校図書室）

設置⾼校リスト

https://www.ch-files.net/library/


ポスター露出例

ｃｈ ＦＩＬＥＳは図書館設置がメインで、生徒の図書館利用の向上に繋がるため、

司書の先生も積極的に掲出いただいております。

発送・校内掲出事例

案内状（対⾼校案内状）

館内に原作・ノベライズと合わせ
特集コーナーを作ってくださって
いる学校もあります。
【図書室司書さんからいただいたメール】
ポスター同封ありがとうございました。
ノベライズ本を買ったので、プチコーナー
を作りました。もうさっそく貸出中となり、
予約がズラッと並んでおります。
期末テスト1週間となり⼤盛況の図書館です！
夏休み前にたくさん本を読んでもらいたいの
でがんばります！ （私⽴⾼校図書室）

高校内で直接的＆長期的にＰＲが可能です！



ポスター掲出のSNS効果

高校生に人気の俳優・アイドルビジュアルですと、注目が集まりやすくＳＮＳ拡散が期待できます。
※例︓中島健⼈主演映画『ここさけ』拡散実例



ch FILES設置⾵景

全国64％超える2,855校の「⾼校図書館」で設置・配布



■ 媒体概要

性別 学年

男子 23.5％

女子 76.5％

高校 1 年
20.1％

高校 2 年
35.4％

高校 3 年
42.7％

その他
1.8％

DATA:⽂部科学省 平成30年度 学校基本調査

形 態 ︓フリーマガジン（無料情報誌）
創 刊 ︓2003 年 6 ⽉（関⻄版）
発 ⾏ ︓⽉刊／毎⽉ 20 ⽇
体 裁 ︓A5サイズ W148mm×H210mm

オールカラー 32ページ（変動あり）
部 数 ︓全国23.3万部

配布⽅法 ︓
1. ⾼校図書館
2. 公共図書館・カラオケ、CDショップなど

⾼校⽣の利⽤の多いスポット
3. ch ⾼校⽣スタッフによる学校での⼿配り
4. 街頭・イベント配布（不定期）

全国⾼校数︓4,809 校
全国⽣徒数︓3,226,017⼈

読者属性

□関東版
創刊 ︓2005年11 ⽉
発⾏部数 ︓7万部
エリア ︓東京・神奈川・千葉・埼⽟

茨城・群⾺・栃⽊
設置⾼校数︓1,070校（全1,316校81％）
その他の設置スポット︓公共図書館、他
発⾏エリア内⽣徒数︓1,029,934 ⼈

□東海版
創刊 ︓2010年4 ⽉
発⾏部数 ︓5万部
エリア ︓愛知・岐⾩・三重・静岡
設置⾼校数︓442 校（全503校 88％）
その他の設置スポット︓約200ヶ所
発⾏エリア内⽣徒数︓399,981 ⼈

□関⻄版
創刊︓2003年6 ⽉
発⾏部数︓5万部
エリア︓⼤阪・京都・兵庫・奈良

滋賀・和歌⼭
設置⾼校数︓550校（全710校77％）
その他の設置スポット︓約110ヶ所
発⾏エリア内⽣徒数︓539,432 ⼈

□九州版（⼭⼝県の⼀部含む）
創刊︓2004年6 ⽉
発⾏部数︓5万部
エリア︓九州7県＋⼭⼝（⼀部）
設置⾼校数︓515校（全556校92％）
その他の設置スポット︓約200ヶ所
発⾏エリア内⽣徒数︓349,179 ⼈

□北海道版
創刊 ︓2010年3 ⽉
発⾏部数 ︓1.3万部
エリア ︓北海道
設置⾼校数︓278校（全280校99％）
発⾏エリア内⽣徒数︓125,164 ⼈

発⾏エリア⾼校数︓3,364 校
発⾏エリア⽣徒数︓2,443,690⼈

▲読者の特徴としては、芸能ニュースに興味を
持ちながらも学校⽣活や部活にも⼒を⼊れ、進
路を真剣に考える、ごく“ふつう”の⾼校⽣たち。

ch FILES媒体概要



ch FILES九州版｜掲載セットメニュー例①

⾼校内で宣伝物のを露出し、併せてch FILESで広告掲載することで、アイキャッチから誌⾯紹介の導線ができます。
また、司書の先⽣へ送付しますので、コーナー展開などを効果的に促せます。（書状同封）

ご出稿料⾦例︓ch FILES九州版の場合
中⾯１p︓３０万円（制作費・消費税別途）
☆表周りに空きがある場合、優先して掲載します。
※締切︓発⾏⽉の15⽇まで
※他エリアご希望の際は別途お⾒積致しますので、
本企画書の 「問い合わせ先」までご連絡をお願い致します。貴社宣材物同梱

※B2サイズまで
九州の⾼校500校送付

同封する案内状サンプル

コーナー展開例

※ポスターサイズB2までを3回折った状態で下記宛にお送りください。
〒810-0001 福岡市中央区天神3-8-13 #701
(株)ネイバー・シンク／宇野宛（TEL︓09083955959）

※必着⽇︓発送⽉の15⽇まで（祝祭⽇時はその前1営業⽇）

ch FILES
記事横１p（148×210mm）



ch FILES
記事横1/3p（50×190mm）

同封する案内状サンプル

コーナー展開例

※ポスターサイズB2までを3回折った状態で納品願います。

※必着⽇︓発送⽉の15⽇まで（祝祭⽇時はその前1営業⽇）

貴社宣材物同梱
※B2サイズまで
九州の⾼校500校送付

⾼校内で宣伝物のを露出し、併せてch FILESで広告掲載することで、アイキャッチから誌⾯紹介の導線ができます。
また、司書の先⽣へ送付しますので、コーナー展開などを効果的に促せます。（書状同封）

ご出稿料⾦例︓ch FILES九州版の場合
記事横１/３p︓１９万円（制作費・消費税別途）
☆表周りに空きがある場合、優先して掲載します。
※締切︓発⾏⽉の15⽇まで
※他エリアご希望の際は別途お⾒積致しますので、
本企画書の 「問い合わせ先」までご連絡をお願い致します。

ch FILES九州版｜掲載セットメニュー例②



ch FILES九州版｜発送メニュー（宣伝ポスター例）
発送⽅法は２種類。

①無条件に全校発送／②事前申込制で希望校に発送
①無条件全校発送

ご指定いただいた発送タイミング（毎⽉20⽇）にて⾼校へ

宣伝ポスターを同梱発送。

【枚 数】 1校1枚となります。

【サイズ】 B2ポスターまで（3回折りにした状態で同梱発送）

【報 告】 1〜2校掲出⾵景をお送りします。※学校側の任意・意向によります。

【特 典】 ch FILES九州版Twitterで情報発信SNS（フォロワー３万⼈）

【追加費】 ポスター折作業︓⼀式／ 20,000円（税抜）※折り納品時は不要

②事前申込制で希望校発送（＋7万円）

ご指定いただいた発送タイミング（毎⽉20⽇）の1ヶ⽉前号に

宣伝ポスター申込を同封し、希望校へ翌発⾏号に同梱発送。

【枚 数】 学校側の希望数指定可（最⼤3枚まで）※枚数制限も可能です。

【サイズ】 B2ポスターまで（3回折りにした状態で同梱発送）

【報 告】 1〜2校掲出⾵景をお送りします。※学校側の任意・意向によります。

【特 典】 ch FILES九州版Twitterで情報発信SNS（フォロワー３万⼈）

【追加費】 ポスター折作業︓⼀式／ 20,000円（税抜）※折り納品時は不要

※ポスター発送先：〒810-0001福岡市中央区天神３−８−１３−７０１ (株)ネイバー・シンク 宇野宛 ＴＥＬ：７０７−８１０５

＜ｃｈ ＦＩＬＥＳ１ページの特集記事＞＋＜同じ図書館の空間のポスタービジュアル＞で、
読み物の連動が図れ、さらにｃｈ ＦＩＬＥＳ九州版Ｔｗｉｔｔｅｒ発信で、高校生へ網羅的な訴求を図ります。

※税別



■ 媒体概要

性別 学年

男子 23.5％

女子 76.5％

高校 1 年
20.1％

高校 2 年
35.4％

高校 3 年
42.7％

その他
1.8％

DATA:⽂部科学省 平成30年度 学校基本調査

形 態 ︓フリーマガジン（無料情報誌）
創 刊 ︓2003 年 6 ⽉（関⻄版）
発 ⾏ ︓⽉刊／毎⽉ 20 ⽇
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オールカラー 32ページ（変動あり）
部 数 ︓全国23.3万部

配布⽅法 ︓
1. ⾼校図書館
2. 公共図書館・カラオケ、CDショップなど

⾼校⽣の利⽤の多いスポット
3. ch ⾼校⽣スタッフによる学校での⼿配り
4. 街頭・イベント配布（不定期）

全国⾼校数︓4,809 校
全国⽣徒数︓3,226,017⼈

読者属性

□関東版
創刊 ︓2005年11 ⽉
発⾏部数 ︓7万部
エリア ︓東京・神奈川・千葉・埼⽟

茨城・群⾺・栃⽊
設置⾼校数︓1,070校（全1,316校81％）
その他の設置スポット︓公共図書館、他
発⾏エリア内⽣徒数︓1,029,934 ⼈

□東海版
創刊 ︓2010年4 ⽉
発⾏部数 ︓5万部
エリア ︓愛知・岐⾩・三重・静岡
設置⾼校数︓442 校（全503校 88％）
その他の設置スポット︓約200ヶ所
発⾏エリア内⽣徒数︓399,981 ⼈

□関⻄版
創刊︓2003年6 ⽉
発⾏部数︓5万部
エリア︓⼤阪・京都・兵庫・奈良

滋賀・和歌⼭
設置⾼校数︓550校（全710校77％）
その他の設置スポット︓約110ヶ所
発⾏エリア内⽣徒数︓539,432 ⼈

□九州版（⼭⼝県の⼀部含む）
創刊︓2004年6 ⽉
発⾏部数︓5万部
エリア︓九州7県＋⼭⼝（⼀部）
設置⾼校数︓515校（全556校92％）
その他の設置スポット︓約200ヶ所
発⾏エリア内⽣徒数︓349,179 ⼈

□北海道版
創刊 ︓2010年3 ⽉
発⾏部数 ︓1.3万部
エリア ︓北海道
設置⾼校数︓278校（全280校99％）
発⾏エリア内⽣徒数︓125,164 ⼈

発⾏エリア⾼校数︓3,364 校
発⾏エリア⽣徒数︓2,443,690⼈

▲読者の特徴としては、芸能ニュースに興味を
持ちながらも学校⽣活や部活にも⼒を⼊れ、進
路を真剣に考える、ごく“ふつう”の⾼校⽣たち
。

（発⾏エリア内 ）に設置『ch FILES 九州版』
形 態 ︓ フリーペーパー（無料情報誌）
体 裁 ︓ Ａ５版、２４〜３２ページ、カラー
発 ⾏ ⽇ ︓ 毎⽉２０⽇
発 ⾏ 部 数︓ 九州版５万部
発⾏エリア ︓ 九州・⼭⼝
全国の⾼等学校２,８５５校、その他、全国の主要駅、ダンススタジオ、
図書館、スクール、カラオケ店など１０代⽣息地に設置。
他に⾼校⽣スタッフによる校内⼿配り、定期購読者への発送にて配布。

ch FILES（シーエイチ ファイルズ）は、⾼校⽣の [challenge]を応援するフリーマガジン。
⾳楽や映画などエンターテイメントを切り⼝として幅広い「学び」や「体験」の機会を提供し、
⻘少年の未来への選択肢 [channel]を広げます。
学校、友達、恋愛、ファッション、部活、進学、就職など、現在から将来の夢まで 、今、⾼校⽣が
気になったり悩んでいる話題について⾼校⽣⾃らの視点を通したリアルな情報として、全国の⾼校
図書館を拠点に発信しています。また、⾼校⽣スタッフを使った取材を⾏うことで、同じ世代の⽬線の
レポートで共感性が⾼いことも特⻑です。誌⾯以外に、ch FILES公式Twitterを活⽤することで、
全国の⾼校⽣フォロアー約１９万⼈へ発信も可能です。chの読者は７割以上が⼥⼦⾼⽣で、
男⼦校⽣よりも発信⼒が⾼いことは明⽩です。その代表でもある⾼校⽣スタッフたちに丁寧なヒヤリングを
⾏い編集⽅針を決めていくことで、より共感性の⾼い記事を作ることができモニターにもなりえます。
また彼⼥たちのほとんどがSNSをしているので、それを⽤いた⼝コミ効果も期待できます。

全国7６％の⾼校⽣が集中する
五⼤エリアの⾼校設置率 ８５％

読者属性 性別 学年

男子 23.5％

女子 76.5％

高校 1 年
20.1％

高校 2 年
35.4％

高校 3 年
42.7％

その他
1.8％

ス マ ホ ・ Ｐ Ｃ

共 に対応！

誌⾯サンプル・設置校リストは
公式サイトよりご覧いただけます。

ch FILES公式サイトはこちら

高校生フォロワー２９,０００人

ｃｈ ＦＩＬＥＳ九州版公式Ｔｗｉｔｔｅｒでも

誌面掲載情報を発信中！
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発⾏エリア内⽣徒数︓349,179 ⼈

□北海道版
創刊 ︓2010年3 ⽉
発⾏部数 ︓1.3万部
エリア ︓北海道
設置⾼校数︓278校（全280校99％）
発⾏エリア内⽣徒数︓125,164 ⼈

発⾏エリア⾼校数︓3,364 校
発⾏エリア⽣徒数︓2,443,690⼈

▲読者の特徴としては、芸能ニュースに興味を
持ちながらも学校⽣活や部活にも⼒を⼊れ、進
路を真剣に考える、ごく“ふつう”の⾼校⽣たち
。

（発⾏エリア内 ）に設置

ch FILES九州版

https://www.ch-files.net/


お問い合わせ先

担当︓宇野 裕⼆
直通︓090-8395-5959
代表︓092-707-8105

メールアドレス︓uno@neighbor-sync.com

mailto:uno@neighbor-sync.com


同じ目線で寄り添い、新たな価値の創造へ

創業以来、独自のデザイン力とアイデアで、情報を“楽しく”届けたい。

ターゲットに合わせた切り口や見せ方で、情報を“丁寧に”伝えたい。

「人と人、人とモノ」のかけがえのない出会いの“ワクワク感”を広げたい。

そんな想いで様々な自社媒体を発行し、クライアント様、関係各所の

情報を大切に届け、新たな価値を創出しています。

そのため媒体社でありながら、若年層や高校生におけるインフラや

ノウハウ、マーケティング、さらにクライアントのターゲット層に合わせた

最適なＷＥＢプロモーションなどをご提案しております。

It thinks and syncronizes in your neighborhood.
PROMOTION MENU －取扱内容のご案内－

フリーペーパー発行

イベント・ＣＭブッキング、試写会運営

音楽・映画・イベントなどのエンタメ情報をナビゲートマガジン

FLYING POSTMAN PRESS福岡版と、高校500校設置の10代

向け無料誌ch FILES九州版を発行。FPPは、大学生から20代

前半をコアターゲットに、創刊20年で読者世代も40代まで拡大

中です。ch FILESは高校生スタッフを起用した誌面展開の他、

その高校生を活用したアンケートマーケティングや座談会のヒ

ヤリングも可能です。またパートナー連携した各エリアの窓口と

して、広告の全国案件のご案内も弊社で可能です。

ＳＮＳ広告・ＷＥＢマーケティング

リスティング、LP、YouTube・SNS広告全般の運用はもちろん、位置

情報でターゲットへ広告配信するジオターゲティングや、名刺管理

アプリ「エイト」情報（収入・職位）とオン・オフラインの購入履歴（趣

味）を掛け合わせ、ターゲットを抽出し広告配信するＴカードプロ

モーションなど、ご要望にフィットする様々なWEB広告をご用意。一

定量のご出稿で、FPP・ch FILESの広告枠も無料でご提供できます。

アーティスト・俳優に強いFPP、タレント・芸人・モデルなどに強い

ch FILESのパイプと誌面を活用し、ブッキング業者では成し得な

い価格を実現。イベントのコーディネイトから運用までワンストッ

プで実施することも可能です。また、映画配給会社との深い関係

性を活かして、公開前作品の試写会協賛を実施します。協賛内

容も試写会場内PRだけに限らず、弊誌・SNSも活用した連動展

開も可能です。

『FLYING POSTMAN PRESS』福岡版

■創 刊 ：1999年７月

■発行日 ：毎月20日

■体裁 ：タブロイド版／オールカラー

■発行部数：6万部

■設置場所：CD・レンタルショップ、カフェ、映画館、他

会社概要

社 名：株式会社 ネイバー・シンク（ＮＥＩＧＨＢＯＲ ＳＹＮＣ ,ＬＴＤ.）

設 立：平成２５年（２０１３年）４月 資本金：３００万円

所在地：福岡県福岡市中央区天神３-８-１３グレートリープ＃７０１

電 話：０９２ー７０７ー８１０５

ＦＡＸ：０９２ー７０７－８１０６

取 扱：出版事業、広告事業、マーケティング事業（ＷＥＢ含む）

取引先：東宝、東映、松竹、ディズニー、ＢＥＡ、キョードー西日本、瞬報社写真印刷、

各種大学・専門学校・スクール、電通九州、博報堂九州支社、三広、西広、他

『ch FILES』九州版
■創 刊 ：2004年4月

■発行日 ：毎月20日

■体裁 ：A5版／オールカラー

■発行部数：5万部

■設置場所：九州・山口の高校、

中学校、他

会社案内 SINCE 2013https://neighbor-sync.com

https://neighbor-sync.com/

