http://1137.jp
サイトがわかりやすい。
お店がさがしやすい。

自分のページも簡単に作ることができるサイト

■ニッチな地元ネタもＧＥＴ！
「いい店・良い店 タウン情報」は、地元・地域の人が、地域ネタやお店のオススメポイントを、
簡単に受信発信出来るツールです。高額な大手広告代理店サイトと違い、無料で掲載
ができます。パソコンはもちろん、スマートフォン、普通の携帯からも、ストレス
なくアクセスでき、誰でも簡単に個人のホームページを作ることが可能です。個
人がアクセスしやすいからこそ、ニッチなコアな情報が飛び交います。ブログ・
イベント・コミュニティ・動画など、各地の地元・地域の『人』が、地域
ネタやお店の『オススメポイント』を、受信発信出来るツールなので受信
する方もニッチな地元ネタをたくさん探すことができます。…なんと、誰
でも簡単にホームページを作ることができ、そこから発信できるし、パソコ
ンはもちろん、スマートフォン、普通の携帯からも、ストレスなく、受信、
検索欲しい情報へのアクセスが簡単にできます。

■参加型コミュニケーションツール！
意外と自分の『まち』の事を知っているようで知らないことが多いと思い
ませんか？「いい店・良い店 タウン情報」では、口コミ情報や掲示版など
に参加することで、地域の『人と人』を繋げ、
『知らなかった、あの場所・知
らなかった店主の思い』を届ける機会を提供しています。

掲載の仕方を判りやすく発信

http://1137.jp

何も迷うことはありません。『 無料 』で地域や全国に広報が出来ます！
！それも、メールアドレスがあれば、

登録 → 画像 → 完了と非常に簡単に！！３０分以内には情報発信が可能となります！！
◎キーワードやカテゴリー・地域・特徴などの検索
◎地域ネタ・友達作り・恋の話・女子会

など

◎お店や地域のイベント・過去や未来のイベント検索
◎買い物機能もついて、便利なサイトに
◎皆が良く見るお店がマルミエ
◎個人もお店もブログを書いて、サイトを盛上げよう
◎お得なクーポンＧＥＴ・クーポン掲載して集客も！
！
◎YouTube の動画をサイトで見れちゃいます！
！
◎オススメ写真のＵＰ・コメントが出来る！
！
簡単にコダワッタ！
！誰もがいつでも無料体験
お試しプランは「無料店舗会員」になっていただくと
期間無制限でご掲載いただけるとってもお得なプランです。
▲
検索方法も多彩。
地域やサービス。
ブログ・イベント・コミュニティ
フォト検索・動画検索・キーワード検索など

お店探しで、お気に入りにしたお店を
比較したり、キーワード検索
各種説明など

株式会社※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※
ＴＥＬ ※※※※−※※−※※※※
カテゴリ ※※※
住 所 ※※※※※※※※※

インフォメーション
電話：※※※※-※※-※※※※
住所：〒※※※※-※※※※
愛知県岡崎市※※※※
営業時間：10:00 ～ 19:00
定休日： 水曜日
駐車場：あり
ホームページ： http://1137.jp
アクセス：

お店の写真を表示
店外・店内・ロゴなど

お店のページに直リンク
ＱＲコードを切り抜いて
名刺やチラシにも利用可

携帯のＧＰＳ機能
周辺のお店

※※※※※※
不動産

※※※※※※
卸・製造販売

１.近くのお店も表示
２.端末毎に自動変更
３.フマフォで編集
４.携帯ブログ
５ .Ｇoogleマップなど

右記のＴＯＰ以外に、
メニュー・ショッピング
・イベント・ブログ・クーポン・口コミなども
用意されている。
商品やサービスなどの表示説明も可能！
（※有料区分有）

個人の入口
地域の方とのコミュニケーション
やブログ・動画などを発信出来ます。
お店の無料登録入口
左より直ぐに登録が出来ます。
有料は、
コチラで無料登録後です。

登録したクーポンが
コチラからも検索可能
登録した求人登録が
コチラからも検索可能
登録した登録商品が
コチラからも検索可能

お店のアクセスランキングが判る
ネルドリップで丁寧に
抽出しています

紅茶 ￥３８０

モーニングサービス
ＡＭ８：００〜１１：００

お店の詳しい説明や、知って欲しいお店からの
お知らせ。
サービスの詳細などが一目で判るＴＯＰページ
と成っています。
サービスを登録時に選ぶと、各種ページでの
お店検索で表示されて来ます。
出来る限り多くのCheckをしよう。
お客様が来店しやすい情報を表示します。
ＴＥＬ

※※※※−※※−※※※※

住所

※※※※※※※※※※※※

アクセス

※※※※※※※※※※※※※※

営業時間

ＡＭ９：００〜ＰＭ１９：００

定休日

毎週日曜日

駐車場

１０台

ホームページ

http://1137.p/

初期費用

０

プランの種類
料金について
★会員登録★
パソコンやスマートフォンの
メールアドレスを登録すれば
パスワードを入力してログイン後
自分で自由に編集表示できます。

基本情報やＰＲ文も
表示します。

今すぐ
無 料

各種ランキング等表示

各種端末のＴＯＰへ誘導
携帯 http://mb.1137.jp/
スマフォ http://1137.jp/s

一般的な大手サイトのnofollow設定ナシ。
ホームページにも直リンクで、ＳＥＯ対策
お店の位置をマークを付けて地図上に表示します。
広域図・詳細図で素早く所在地を確認できます。

※各店舗のＱＲコードとは、違います！！
ページ全体のＱＲコードです。
各店舗様のＱＲコードは、お店に直接
アクセスするものです。

▲

◎人が集まるサイトでいつでも求人募集が出来ちゃいます！
！

円
個人
無料

今すぐ
無 料

月額掲載料

０

円

無料店舗会員 有料店舗会員
無料
月額5000円

※有料店舗会員になるには！！
無料体験してから、納得のうえで高機能・広報力があるプラン変更！！

● 個 人 の 参 加 メ リ ッ ト
個人の体験を掲示板へ！
！You Tubeの掲載・Blogや
友達紹介などをして、ポ イントをGETして素敵な
景品と交換
● 無 料 店 舗 会 員 の メ リ ッ ト
簡単にマイページよりホームページ・Blogを作る事
が出来SNSへ連動も！
！
無料で高機能と、人が集まる仕組みに参加可能
● 有 料 店 舗 会 員 の メ リ ッ ト
スマフォで入力・自動生成のQRコードを名刺など
載せて広報！
！
複数カテゴリー登録・SEO対策・チラシ印刷など高機能
●『いい店・良い店 タウン情報』は各地域の特約店
にて協同運営をしています。
無料体験後に有料会員や特約店に成りたい場合は、

チラシ配布致しました特約店に
※無料体験してから、特約店へ

Contents
■店舗検索
■無料で個人・店舗ページが持てる
■３０分以内にホームページが持てる
■ブログ・掲示板も持てる
■所有のホームページにもリンク
■求人募集も出来る
■ショッピング・クーポン登録も出来る
■イベント・セール告知も出来る
■SNSとの連帯もはかる
■ガラケー・スマフォにも対応
■GPSでお近くのお店も
■店舗毎にQRコードが発行される。
■入力データーがチラシと変わります。

株式会社松屋コーヒー店
住所

愛知県岡崎市葵町７番地 11
Tel:0564-73-7555

［地域コラボレイト型ＩＴ戦略］
平成 25 年 2 月発信

いい店・良い店タウン情報
岡崎から地域の会社とコラボで全国の「地域密着型」のポータルサイト『いい店・良い店

タウン情報』発信！！

『いい店・良い店 タウン情報』は、ホームページ・iPhone・スマートフォン・iPad など高機能なシステムを
０円から開始出来るように成っています。入力→確認→公開と簡易な手順で、自動的に、ホームページ・携帯サ
イトが完成します。また、イベントやセール・人材募集・クーポン・ネットショッピングまでも無料で出来るシ
ステムを提供しております。
平成２５年２月２６日 株式会社松屋コーヒー店（ピタットハウス
北岡崎店）が、地域の会社（卸業者・事務機器販売会社・広告代理店
など約１０社）と共同に、岡崎発信の全国版「地域密着型」ポータル
サイト『いい店・良い店 タウン情報 http://1137.jp/ 』をリリース
致しました。
各会社のネットワークを活用し、スタートをすることが出来る為、あ
えて営業＜人件費＞を設けなく、各企業様・店舗様に、
『チラシ・案内
名刺・ポスター ※以下 アナログツール』などを設置依頼する事が
可能な為、『ついで』運営が可能となります。
アナログツールを設置させて頂く各店舗様にとっても、無料（お試し
プラン）にて広報と、地域に同一のアナログツールを設置する事で認知度あがり、Ｗin＆Ｗin の関係が保てるの
ではないかと考えます。
サイト自体は単なる会社の情報発信だけではなく、個人も、コメントやブログ、ツイッター、フェイスブック
などで、情報が広がる参加型の仕組みと成っています。まずは、無料（お試しプラン）公開より試験的にスター
トし、試験終了よりコミュニティサイトに関心がある企業・店舗の利用者を考えた、多機能で広告効果の高い、
本格プラン＜有料版＞のリリースを近々に開始致します。
簡単に１つのツールで多機能を目指したサイトの機能は『 http://1137.jp/service
』で確認が出来ますが、
多種多様な端末にも対応・店舗毎にＱＲコード発行・スマフォのＧＰＳ機能を利用した近隣店舗検索など、人の
集まる仕組みを創り、潜在的購買意欲を刺激出来ればとも考えています。
また共同会社は特約店と言う扱いで、配送ついでに、販売・資金回収・アナログツールの設置をする事で、デ
ジタルに誘導する為の、アナログ活動を進める特約店がコミュニティサイト構築に必須と考え、広く全国の会社
様にも特約店を同時に求める予定であります。
また、配送での設置したアナログツールには、
『いい店・良い店 タウン情報』の情報以外に、販売店の連絡先
やアピールを掲載する事が出来る為、特約店自体の 2 次的広報メリットもツールには盛り込んでおります。
機能や有料プランの詳細は、
『 http://1137.jp/ 』で確認が出来るように成っていますが、まずは、無料体験
で操作を体験して頂き、さらに集客を目指す為、本格プランもご利用ください。
本格プラン：初期費用０円 月額５０００円
＜概要＞

＜会社概要＞
株式会社松屋コーヒー店（ピタットハウス北岡崎店）
創業 1931 年 10 月 1 日
住所

愛知県岡崎市葵町７番地 11

業務内容

コーヒーの製造販売・材料・不動産業・損害保険・リフォームなど

会社ＨＰ

http://m28.co.jp/

