戸塚の街をもっと好きになる、
地域ポータルサイト

【事務局】 〒244-0815

横浜市戸塚区下倉田町244番地3-2F

TEL.045-871-0203 FAX.045-443-5550

戸塚のお店をもっと知ってほしい
戸塚のお店でもっと食べてほしい
戸塚のお店でもっと買物をしてほしい
それが戸塚ナビの願いです！

月額1,000円

最大2ヶ月

無料
初期費用

無料

カテゴリ

登録 WEBサイト
※2011年5月承認済み

戸塚ナビを活用して
もっと宣伝や集客をしましょう！

http://www.totsuka-navi.jp
戸塚駅・東戸塚駅

地域限定
泉区・栄区・港南区の
一部も含む

戸塚ナビ

検索

スマホサイトはこちら

まずはYahoo!やGoogleなどで
「戸塚ナビ」を検索してみてください！
パソコン・スマートフォン・携帯電話でアクセスできます。

About totsuka-navi

とつかNaviとは？
戸塚のお店やクーポンの検索・ショッピングなどが楽しめます。

検
エリアで

索

お店検索
検索
クーポン
シ ョ ッピ

ング

ポータルサイト機能

PC用ホームページ作成機能

ページの更新

お店やクーポンなどのお得な
情報を探すシステムで、お店を
紹介し、知ってもらうきっかけ
になります。

パソコンとスマホのページが同時に作成できます

簡単に更新・配信できます

スマホ用ホームページ作成機能

情報の配信

戸塚ナビは戸塚エリア限定のサイトなので、お店を効率的にアピールできます！
戸塚ナビは美容室・飲食店などから、不動産・行政書士・歯医者・
印刷屋・保育園など戸塚にある様々な事業を掲載しています。
戸塚区を中心に泉区・栄区の一部も含む範囲が戸塚ナビのエリ
アなので、
このエリアの住民に対し効率的にアピールできます！
そんな地域の方々のためのポータルサイトが戸塚ナビなのです。

広告

飲食店

美容室

リフォーム業

スクール

戸塚ナビがお店のかわりに宣伝するので、追加コストはかかりません！
■ 自己のホームページでは費用・手間がかかる

Googleアナリティクス

個々の店舗・企業でホームページを持っていても、集客するには大変な費用と手間が
かかるのが現状ですが、少ない費用で有効な広告効果を得たい…と思うものです。

■ 代わりに戸塚ナビが広告を掲載し集客をする
そこで戸塚ナビは皆様から頂いた費用をPPC広告に利用し、効果的にYahooや
Googleにリスティング広告を掲載して皆様方のホームページに導いていきます。

■ 毎月データ解析をして掲載店舗にお知らせする
Yahooリスティング広告

戸塚ナビに加入した掲載店舗様には、毎月『Googleアナリティクス』で解析した
「アクセス数」
「プレビュー数」等のデータをお知らせします。

戸塚ナビの使い方…カテゴリ・エリア・キーワードでお店を検索できます！
検索ウインドウ
カテゴリ・キーワード
エリアで検索できます

エリアを選択してお店を検索する
東戸塚・名瀬平戸エリア

エリアマップから検索することもできます

弥生台・緑園都市駅周辺
上矢部・領家周辺エリア
戸塚駅西口周辺エリア
戸塚駅東口周辺エリア
中田・立場・泉区エリア
舞岡・柏尾・港南エリア

掲載店舗（クリックすると詳細ページへ）
無料登録店舗（※クリック不可）

基本的に戸塚区・泉区などの全ての店舗が
無料で掲載されています。
（約8,000件）

豊田・長沼・栄区エリア

戸塚ナビのエリア

原宿・深谷・金井エリア

All the functions
1,000円で全ての機能が使えます！
月額1,000円のコースで全ての機能が使えます！合計12ページを作成可能！
もちろん追加料金などが発生することはありません！

お申込日の翌月末まで
無料です！
（最大2ヶ月）

メインページ
（店舗情報） 1
口コミ情報

PATISSERIE KASHIOGAWA

店舗情報

1

What's New

6

メニュー一覧

2

ショッピング

3

フォトギャラリー

4

求人情報

7

フォトギャラリー

メイン写真＋文章
お店のメイン写真と
メイン文章です。
※メイン写真は店舗一覧
のページに縮小して表示
されます。

おすすめアイコン
20種以上のアイコン
から6つ選べます。

サンプル例（美容室）

※業種によってアイコンの
数と種類は変わります

サブ写真＋文章

地図・クーポン
TOTSUKA スクール

5
地図・クーポン券

サブ写真とサブ文章
を３つ掲載できます。
店舗内の写真や商品
などを載せましょう。

お問合せ
Twitter

その他の基本情報

メールマガジン登録

メールアドレスなどを
記載したくない場合は
非表示にすることも
サンプル例
（洋菓子店） 可能です。

8

お気に入りに保存

9

動画を見る

TOTSUKA カフェ

2

メニュー一覧

※使用していない機能は表示されません

メニュー表

(写真4枚合計60品目)

サンプル例
（ボイススクール）

ネットショッピング or インフォメーション（20品目まで登録可能）
※ネットショッピングを利用しない場合はインフォメーション(商品のご案内など)として
ご利用いただけます。
TOTSUKA フーズ

Dining TOTSUKA

TOTSUKA 美容室

店舗名

店舗情報

5

地図・クーポン券

4

フォトギャラリー

3

ショッピング

TOTSUKA 企画

3

インフォメーション

2

メニュー一覧

サンプル例（喫茶店）
TOTSUKA リフォーム

2

メニュー一覧

サンプル例
（食品販売店）

サンプル例
（リフォーム店）

他にも、
求人情報・新着情報・メールマガジン・Twitter(リンク)・お問合せ
動画(YouTube)・口コミ情報で、
合計12ページを作成できます！
新着情報
TOTSUKA 歯科

サンプル例
（居酒屋）

サンプル例（リフォーム店）

求人情報
新着情報

6

TOTSUKA 雑貨店

メールマガジン
求人情報

7

TOTSUKA SHOP

メールマガジン

8

動画（YouTube）
TOTSUKA SHOP

動画を見る

9

How to apply
掲載のお申込み方法はこちら
パソコンが苦手な方は戸塚ナビが直接取材にお伺いして、
写真撮影と
店舗紹介文を頂き、
無料でページを作成いたします。

掲載の費用は月額1,000円！お申込日の翌月末まで無料です！（最大2ヶ月）
？

他のサイトに比べてなぜ安いの？1,000円以外にお金がかかるんじゃないの？

Ａ. お客様（お店側）が、簡単に作成・更新ができるシステムだからです。パソコンが苦手な方でも戸塚ナビが
作成いたしますので、更新もFAXや手書き文でも大丈夫です。追加料金などは一切かかりません。

？

こういうのって無料のサイトもあるけど、戸塚ナビはなぜ有料なの？

Ａ. 戸塚ナビは外部からの広告をお断りしているので、運営の最低費用として月額1,000円を頂いております。
皆様方から頂きました費用はPPC広告・SEO対策やリーフレットの配布費用に使用させて頂きます。
個々のお店で広告やホームページの管理をするにはかなりの手間と費用がかかります。
そこで戸塚ナビがかわりに集客すれば、
その中に存在する各店舗・企業のページへ導けるということです。

掲載のお申込みはとっても簡単！初期費用￥0で気軽に始められます！
約
5分

WEB上からお申込みの場合

戸塚ナビのトップページ上部の
「掲載の申込み」
より
店舗名・住所・メールアドレスなどを入力してください。

掲載の申込み

パソコンが苦手な方の場合
まずは電話・FAXでお問い合わせを
●詳しく聞きたいので訪問してほしい
●パンフレットを送ってほしい
●申込みをしたいので取材にきてほしい
(手続き・写真撮影などをしにお伺い致します)

↓こちらをクリック

●戸塚ナビの事務所でパソコンを見ながらもっと
詳しく聞きたい
●広告について相談したい
●戸塚ナビのアクセス解析
のデータを見せてほしい

みなさまからのお問合せ
お電話お待ちしております

登録すると自動応答メールが届くので、
そちらより
管理画面にログインしてページの作成ができます。

戸塚で営 業しているお 店・企 業 の み な さん と 、3 0万人の
住民のみ なさんと一緒になって戸塚を盛り上げましょう！
戸塚ナビ運営事務局より

（※戸塚区と泉区・栄区・港南区の一部を含むと人口は３０万人）

お 問い合わ せはこちらまでどうぞ

戸塚ナビ運営事務局
事務局 有限会社フミ商会 戸塚ナビ運営事務局
〒244-0815 横浜市戸塚区下倉田町244番地3-2F
E-mail i n fo @ to t s u k a - n a v i.j p

Tel.045-871-0203
Fax.045-443-5550
電話受付時間

24時間電話受付

月〜土 11：00〜18：00（オペレータ受付時間）

戸塚ナビでは、24時間電話受付を心掛けております。上記時間以外でも
代表に転送されますので夜などでもお気軽にお電話ください。

