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1.同封･同梱広告とは

同封広告とは？
優良顧客や特定の会員に発行している会報誌や通販カタログ、明細書などを発送する際、
空き重量を利用して、他社商品・サービスチラシを同封する広告手法のことです。

商品同梱とは？
通販カタログなどで注文した商品と一緒にチラシあるいはサンプルを
梱包させて送る手法で、到着率・開封率は100%見込むことができる広告です。

なぜ同封同梱なのか
広告主様側にとっては、幅広く訴求するマスメディアと違い、年齢・性別・エリアなどから仮説を立て、
ターゲット属性に合わせて親和性の高いメディア選定ができること。
媒体（発行元）に対して、帰属意識の高いお客様の手元に直接届けられるため、開封率・既読率が高く、
質の高いお客様からのレスポンスが期待できるため、広告予算を効率よく投下することが出来ます。

　　　　　　　　　　　    弊社、ファインドスターでは、
新しく同封・同梱広告サービスを開始する媒体社さまのお手伝いを行なっております。
　　　   年間約100媒体もの新しい同封メディアがオープンになっています！



２.同封･同梱カテゴリ一覧

※各カテゴリ：1回あたりの発行部数合計

   百貨店
約200万部 アパレル通販

        約560万部

  食品通販
 約100万部

  ナース
約50万部

 プレママ
約100万部

  ペット
約50万部

 オフィス系
ビジネスマン
 約100万部

     EC
約250万部

年齢

70

60

50

40

30

20

  ゼネラル通販
   約2800万部

   請求書
約300万部

 TVガイド
約700万部

   住宅系
約210万部

   金融系
約170万部   旅行系

約450万部

   会報誌
約500万部

通販 非通販



３.広告主ジャンル一覧

年代

女性

男性

高低

エステ
サロン

古本DVD
　買取

 色 物
化粧品

 男 性
化粧品

 金 融
不動産

リゾート
 会員権

スポーツ
 クラブ

 基 礎
化粧品  育毛剤  電化製品  生活雑貨  健康食品 食品

 募金 保険 旅行

通信教育 経営者向け商材BtoB･ビジネスマン向け

 広告物タイプ

・ベラ一枚タイプ
・二つ折りタイプ
・四つ折りタイプ
・巻き三つ折りタイプ
・冊子タイプ
・サンプル付きPP袋入りタイプ
・サンプル付き封書タイプ

二つ
折り

四つ
折り

とじこみ
 折り

内三つ
 折り

外三つ
 折り

クロス
 折り

観音
折り

(十字折り)



４.発送物を広告媒体化するメリット

定期的な広告収入が入ってくる

制作費・発送コストの削減ができる

顧客満足につながる

自社会員に向けての発送物（会報誌、DM、商品同梱等）の空きスペース・重量を広告枠として
解放することで、今まで発生していなかった広告収入が入ってきます。

    アパレル通販会社が
カタログ同封広告スタート
    3ヶ月で1500万円の
    広告売上目標を達成！

旅行会社が発行するシニア向け
 情報誌3万部で同封スタート
          はじめて2ヶ月で
       135万円の広告収入！

今までは制作費、発送費として丸々掛かっていたコストが、チラシを封入することで入ってくる
広告収入をコスト削減費として充てることができるため、全体コストが抑えられます。

自社のお客様に向けて、お得な情報、優待チケットなどを提供することが出来ます。
また、他社商品、サービスチラシの広告の反響を知ることで、顧客の志向性調査ができ、自社サービス
の向上に役立てることが可能です。



５.ビジネスモデル

　　<広告物を封入する前に>
       主に以下3点についてご審査頂きます。
       ･広告主企業
       ･商材
       ･広告の内容
       その他、貴社イメージに合わないなど
       独自の基準でご審査頂くことも可能です。

貴社
発送

納品

広告主

お客様

封入会社

発送物　 チラシなど＋

広告費 広告募集

広告費 広告募集依頼

ファインドスター



６.収益化シミュレーション

▼設定：優良顧客向け会員誌の場合

▼設定：ECサイト商品同梱の場合

発行部数：200,000部
発行頻度：年4回（1･4･7･10月）
本誌体裁：A4、約50g
発送方法：ゆうメール、150g以内（180円）

発行部数：50,000部
発行頻度：随時発送
本誌体裁：ダンボール（B5サイズ以下）
発送方法：宅配便

広告枚数 1点封入

1,000,000円

4,000,000円 8,000,000円 12,000,000円 16,000,000円

2,000,000円 3,000,000円 4,000,000円

2点封入 3点封入 4点封入

1回あたりの広告収益

年間広告収益

広告枚数 2点封入

600,000円

7,200,000円 10,800,000円 14,400,000円 18,000,000円

900,000円 1,200,000円 1,500,000円

3点封入 4点封入 5点封入

1回あたりの広告収益

年間広告収益

広告枠として使用できる重量：約100g
広告枠数：4枠
広告単価：＠5.0円

広告枠として使用できる重量：約200g
広告枠数：最大5点まで可能
広告単価：＠6.0円



他社事例1：福利厚生サービス 様（会報誌）

【背景】

【媒体化内容】

会社として発送費用のコスト削減が必要であり、同封・同梱広告での媒体化による収益
化を検討。配送までのフローをほとんど変更する必要がなく、オペレーションに負荷が
かからずコスト削減ができることより導入を決定。

発行部数 発行頻度100万部 6回/年

2枠

個人宅宅配

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @8.0円

年間約９,６００万円の収益化



他社事例2：大手総合通販カタログ 様（カタログ誌）

【背景】

【媒体化内容】

カタログを利用した新たな収益源を模索していた。媒体化により得られる収益は魅力的
であったが、チラシを封入することは自社商品の売上に影響があるのではないかと懸念
点があった。期間限定でテスト実施したところ、売上に影響がないことを確認できたた
め継続的に媒体化を決定。

発行部数 発行頻度250万部 7回/年

5枠

個人宅宅配

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @5.0円

年間約４億４,０００万円の収益化



他社事例3：賃貸不動産業 様（会報誌）

【背景】

【媒体化内容】

メインの賃貸不動産業以外での収益源を、事業として早急に立ち上げることを求められ
ていた。媒体化まで短期間で実施することができ、定期的な収益を上げることができる
ことより媒体化を決定。

発行部数 発行頻度50万部 12回/年

3枠

個人宅宅配

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @8.0円

年間約1億５,０００万円の収益化



他社事例4：幼児向け教育サービス 様（会報誌）

【背景】

【媒体化内容】

顧客との接点を持つために発行していた会報誌で、制作コストを削減したいと考えてい
た。会報誌を広告枠化してコスト削減できることは知っていたが、会員からのイメージ
が崩れないかが懸念点だった。審査によって封入できるチラシを自社で選べることより、
懸念点が解消され媒体化を実施。

発行部数 発行頻度8万部 6回/年

3枠

個人宅宅配

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @15.0円

年間約２,２００万円の収益化



他社事例5：通信教育サービス 様（商品同梱）

【背景】

【媒体化内容】

自社の会員リストを活用した売上アップの方法を探索していた。会員へ定期的に発送し
ている教材にチラシを入れることで媒体化できることを知り、通常の発送オペレーショ
ン内で実施可能なことより媒体化を決定。

発行部数 発行頻度5万部/1回 36回/年

2枠

個人宅宅配

A5本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @10.0円

年間約３,６００万円の収益化



他社事例6：総合通販サイト 様（商品同梱）

【背景】

【媒体化内容】

自社リソースを最大限有効活用できる手段として商品へのチラシの同梱を検討。すでに
あるリソースの中で収益化を上げることができることと、発送数が多く、定期的にまと
まった利益を上げれることより媒体化を実施。

発行部数 発行頻度150万部/月 都度配送

5枠

個人宅宅配

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @8.0円

年間約７億２,０００万円の収益化



他社事例7：クレジットカード会社 様（会報誌）

【背景】

【媒体化内容】

メイン事業以外での収益化を模索していた。自社から会員へお送りしていた会報誌が高
所得が多いゴールドカード会員向けのものであり、富裕層にアプローチできる広告枠は
ファインドスターでご紹介できる広告主からのニーズが高いことより、継続的な収益化
が可能と考え媒体化を実施。

発行部数 発行頻度16万部 10回/年

5枠

個人宅宅配

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @8.0円

年間約６,４００万円の収益化



他社事例8：アパレル通販 様（商品同梱）

【背景】

【媒体化内容】

期末時に売上が足りず、急遽売上につながるサービスを検討していた。ファインドスタ
ーで調査をしたところ、複数の広告主から封入企業があり、売上達成のため1回限りで媒
体化を実施。その後広告主からのニーズがあり定期的な収入が見込めると判断し、随時
媒体化することを決定。

発行部数 発行頻度9万部 12回/年

2枠

個人宅宅配

A5本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @8.0円

年間約１,７００万円の収益化



他社事例9：クレジットカード会社 様（リストレンタル）

【背景】

【媒体化内容】

クレジットカード会員のリストを活用した収益化は知っていたが、他社実績がわからず
社内での検討がストップしていた。ファインドスターにある他社実績を社内に共有した
ところ収益見込みや、会員への影響がないことが確認できたため、媒体化を実施。

発行部数 発行頻度700万部 6回/年

1枠

DM

A4本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @100円

年間約４２億円の収益化



他社事例10：大手家電量販店通販サイト 様（商品同梱）

【背景】

【媒体化内容】

メイン事業の売上が落ちてきており、発送コストの削減を求められていた。
ファインドスターで行った広告主への事前調査より、コスト削減の目標値を満たす価格
での広告設定が可能であったため、媒体化を決定。

年間約３００万円の収益化

発行部数 発行頻度2.5万部/月 12回/年

2枠

個人宅宅配

A5本誌体裁 広告枠数

広告単価発送方法 @5.0円



７.チラシ封入までのフロー

広告枠に使える空き重量を確認

広告枠数を設定する

単価を設定する

審査基準の設定

クライアント様にご提案開始

企業・商材・原稿審査

★クライアント様の実施意向★

封入発送作業

納品の確認メール・納品の可否

納品詳細確認依頼・お戻し

★クライアント様の原稿印刷完了★

正式発注メールの送受信

実施用最終原稿審査依頼・お戻し

仮枠確保依頼・確保完了



8.よくあるご質問

どんな広告が多いの？

どんな広告でも入れなければいけないの？

→同封広告の特性上、化粧品・健康食品などの通信販売
の クライアント様と相性がいいです。他にも、通信教育、
リゾートなどの企業様がご希望されています。

→企業と商材審査、実施前には原稿審査をいただきます。
御社に許可いただいたクライアントのみ、実施いたします。

単価はどうやって決めるの？
→封入にかかる実費を上回る形で、広告費を設定して
いただきます。
参考までに、媒体により価格に幅がありますが、平均的に
5円前後のものが売れ行きが良いです。
請求書同封はネット＠3～4円のものが多いです。

会員向けの情報のサービスという見せ方がしたい

会員のカード利用を促したい。

媒体費以外にメリットはないの？

→「挨拶文言」という方法がございます。
例えば「〇〇を御覧の皆様へ」などの文言をチラシ内
に表示することができますし、逆に入れないでほしい
という場合には、入れないよう案内いたします。
ただ、入れたくないという企業様も多いので、どちら
でもOKにしていただいた方が、紹介できるクライアント
様は増えます。

→「挨拶文言」という方法がございます。
例えば「〇〇カードをご利用の皆様へ お支払いは〇〇
カードをご利用ください」などの文言をチラシ内に表示
し、カード利用を促進することが可能です。

→既存の媒体社様からは、「同封広告を始めてから閲覧率
が上がった」とのお声を頂いております。
「自社では提供できないサービスのお知らせになる」
「毎回別の案内が入ることで、閲覧者に飽きが来ない」
などの効果があるようです。



FINDSTARについて

                  ファインドスターは健康食品･化粧品･食品･雑貨に特化した
　　　ダイレクトマーケティング支援会社です。同封･同梱広告という手法で、
             これまで広告主様700社以上、また、800例以上の媒体化を通して
                          企業様の事業拡大のお手伝いをしてきました。
                  

会社概要

■設立

   1996年12月

■所在地

   〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-4-17 東洋ビル11Ｆ

■グループ企業

   株式会社ファインドスター・株式会社ワンスター・ターゲットメディア株式会社
   株式会社スタートライズ・スタークス株式会社・スタートアジア
　スターアセットコンサルティング株式会社・株式会社PICS・株式会社ヘルスター
   株式会社Dダイレクションズ・フロントディール株式会社・株式会社スタイルビー
　株式会社リバース・一樂鶴股份有限公司（いるは）

グループ理念と行動指針「BeSTAR」

               信頼を第一に、

           新しい価値を創造し、

           顧客貢献することで

  かかわるすべての人が幸せになる。



ご覧いただき、ありがとうございました

ファインドスターグループ総合お問い合わせ窓口
https://www.tsuhan-marketing.com/lead/contact/

担当：安方（あがた）

ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください

お問い合わせ先

TEL：03-6860-4202
FAX： 03-6860-4201
MAIL：pr@find-star.com


