
フリーペーパー取次システム   

テイクワンボックス富山 商品概要書 

〒930-0018  富山市千歳町2-13-2 

 [TEL]076-442-5364 [FAX]076-443-1213 

株式会社廣済堂ビジネスサポート 
SPサービス部 富山営業所 

①スーパーパック      ②ショッピングセンター  
③総曲輪街ナビパック      ④文苑堂書店(TSUTAYA)パック 
⑤Ｂ＆Ｂｈｏｕｓｅパック    ⑥富山県ＪＲ駅パック 
⑦自動車学校・複合施設  ⑧イオンフリーマガジンボックス 



テイクワンボックスとは？ 

テイクワンボックスは、大型商業施設、スーパー、ドラッグストア、書店、アーケード街等に設置している集合
型ラックです。ポケットに掲出されている広告媒体や無料情報誌を自由に持ち帰ることができます。 

御社の用途に合わせた、こまめなメンテナンスやさまざまなセットパックのご提案が可能です。 

効果的な宣伝ツールとしてぜひご活用下さい。 

 効果 

■費用対効果が高い 

興味・関心のある人たちが、自らの意思で能動的に掲出媒体をピックアップ（手に取る）しますので、 

新聞・雑誌・折込チラシ等と比較しますとロスが少なく、効率の良い費用対効果が見込まれます。 

■媒体ターゲットに幅広く対応 

例えば、主に主婦層をターゲットとしたスーパーマーケットやドラッグストア、幅広い層にアピールできる書店や 

ショッピングセンターなど、媒体ターゲットごとに商品を展開。ニーズにマッチした商品の選定が可能となります。 

■看板効果も絶大。「ご掲出」そのものにも価値がある  

テイクワンボックスは、来店頻度の高い、生活に密着した集客力の高い店舗に設置されており、 

掲出媒体そのものが、看板の役割も果たします。 

また、掲出物の追加･展示改善･整理を毎週行い､毎月の消化状況をご報告させていただきます。 



①富山スーパーパック 

●ご利用料金   

●配送・メンテナンス 

・週１回（月曜日） 専用便で配送 

 ※追加配送も可能（別途御見積） 
・月１回 消化データをフィードバック 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～  

②富山県内各チェーンストア（別紙店舗一覧参照） 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～  
 ※店舗を限定した掲出は行えません 
 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
 ※ご掲出希望の際は各チェーン様の媒体内容確認が必要となる場合があります 

※店舗によってはラックイメージＢタイプのラックになります 

※ラックイメージＡ 

※ラックイメージＢ 

店舗 台数

富山市内スーパーパック 104,400 円 (税別） 3,600円 (税別） 29店舗 29台

高岡・射水市内スーパーパック 75,600 円 (税別） 3,600円 (税別） 19店舗 21台

新川地区スーパーパック 39,600 円 (税別） 3,600円 (税別） 11店舗 11台

砺波地区スーパーパック 18,000 円 (税別） 3,600円 (税別） 5店舗 5台

氷見地区スーパーパック 10,800 円 (税別） 3,600円 (税別） 3店舗 3台

ご利用金額 １ポケット単価

※ポケット容量／ラックＡ： A4マガジンタイプ：260mm～300mm 
           ラックＢ： 上段リーフレット：80㎜～110㎜ 
                  下段平置きマガジンタイプ：２００㎜ 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応下さい 



会社名 店名 住所 台数
粟島店 富山市粟島町３丁目21-37 1
上飯野店 富山市上飯野1番　 1
北新町店 富山市北新町1-3-1　 1
藤木店 富山市開592番 1
太郎丸店 富山市太郎丸本町3丁目6-14　 1
本郷南店 富山市本郷町75-1　 1
赤田店 富山市赤田745 1
婦中店 富山市婦中町板倉455-1　 1
呉羽店 富山市北二ツ屋字万田割143　 1
下堀店 富山市下堀56 1
立山店 中新川郡立山町日俣１６－１ 1
キャロット1 富山市下大久保２５１３-１ 1
ハロー店 富山市五福5160 1
キョーエイ月岡店 富山市月岡町6丁目708 1
城川原店 富山市城川原３丁目５番７５号
 1
秋吉店 富山市秋吉151-1 1
新庄店 富山市新庄町3-6-50 1
羽根店　　 富山市羽根1292-1 1
立山インター店 中新川郡立山町辻64 1
グリーンモール店 富山市山室226-2 1
高原町店 富山市中川原６５－６ 1

サンコー 堀川本ごう店 富山市堀川本郷15-12 1
石坂店 富山市石坂588-1 1
北の森店 富山市森3-2-11 1
窪新店 富山市窪新町字小橋詰割1-1 1
黒瀬店 富山市黒瀬字大屋割470-2 1
清水町店 富山市清水町8-1-3 1
本郷店 富山市本郷町55-1 1
大沢野店 富山市上大久保1210-1 1

29

バロー

アルビス

大阪屋

●富山市内スーパーパック 



会社名 店名 住所 台数

高岡佐野店 高岡市佐野1296-1 1
アプリオ店 射水市小島3724 2
太閤山店 射水市南太閤山12―１―１ 1
戸出店 高岡市戸出町4-3 1
上北島店 高岡市上北島78 1
ハンター福田店　　 高岡市福田 1
新鮮市場四屋店　　 高岡市上四屋602 1
新鮮市場高岡内島店　　 高岡市内島3550-3 1
大島店 射水市本開発字代官免11 2
戸出店 高岡市戸出町4-2-8 1
大門店 射水市二口早稲田1621番地1 1
野村本店 高岡市能町１60 1
昭和通店 高岡市昭和町1-506-1 1
京田店 高岡市京田605 1

木津店 高岡市木津458番135 1

大坪店 高岡市大坪町3丁目7-31 1
野村中央店 高岡市野村613-2 1
高岡木津店 高岡市木津458-135 1
中曽根店 高岡市中曽根2343番地 1
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ヒラキストア

バロー

新鮮市場

アルビス

サンコー

大阪屋

●高岡・射水市内スーパーパック 



大阪屋 砺波店 砺波市三郎丸303番地 1
ヴァローレ・砺波店　　　 砺波市栄町３－４ 1
ヴァローレ・庄川店 砺波市庄川町示野１２１ 1

サンコー 砺波インター店 砺波市苗加388-1 1
バロー 福光店 南砺市福光288-1 1

5

新鮮市場

会社名 店名 住所 台数

大阪屋 氷見店 氷見市柳田1166 1
新鮮市場 氷見ハッピータウン店　　 氷見市幸町 1
サンコー 氷見中央店 氷見市大野新83 1

3

●氷見地区スーパーパック 

会社名 店名 住所 台数
魚津釈迦堂店　　　　　　　　　　　　　 　魚津市釈迦堂1丁目801 1
サンプラザ店　　　　　　　　　　　　　 　　魚津市駅前新町5-30 1
魚津本江店　　　　　　　　　　　　　　　 　魚津市本江1丁目1番 1
滑川店 滑川市魚躬200-1 1
黒部店 黒部市植木125-1 1
黒部メルシー店 黒部市新牧野311　 1
入善店 入善町上野7141 1
パル店 中新川郡上市町法音寺１ 1
滑川店 滑川市沖田新24 1
魚津店 魚津市上村木413 1
入善店 下新川郡入善町椚山1336 1
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大阪屋

バロー

●新川地区スーパーパック 

●砺波地区スーパーパック 



②ショッピングセンター アピア・ミューズ・アリス 

●ご利用料金 

●配送・メンテナンス 

・週１回（月曜日） 専用便で配送 

 ※追加配送も可能（別途御見積） 
・月１回 消化データをフィードバック 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～  

②使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～  
  ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
  ※ご掲出希望の際は各チェーン様の媒体内容確認が必要となる場合があります 

※ラックイメージ ２列タイプ 
 店舗によっては１列タイプのラックになります 

１ポケット
単価

店舗 台数

10,800 円(税別） 3,600円 (税別） 3店舗 3台

ご利用金額

※週１回の配送・メンテナンス作業費を含みます 
※ポケット容量／A4マガジンタイプ260mm～300mm 
 （タブロイドタイプは上段のみ縦置き他は2つ折対応） 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応下さい 

●店舗 

・アピア ショッピングセンター    富山市稲荷元町2-11-1 
・ショッピングセンター ミューズ   富山市水橋市江47 
・アリスショッピングセンター      富山市五福1143-1 



③総曲輪街ナビパック 

●配送・メンテナンス 

・週１回 毎週月曜日に弊社専用便で配送いたします 
 ※別途御見積にて追加配送も承ります 
・月１回 消化データをフィードバック  

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～  
②原則パック内での全店舗掲出（店舗を限定した掲出は行えません） 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～  
 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
 ※ご掲出希望の際は各店舗様の媒体内容確認が必要となる場合があります 

１ポケット
単価

店舗 台数

9,900 円(税別） 3,300円 (税別） 3店舗 3台

ご利用金額

●ご利用料金（１ヶ月）   

※週１回の配送・メンテナンス作業費を含みます 
※ポケット容量／５５ｍｍ～１７４ｍｍ 
        （タブロイド判まで対応可能） 
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応下さい 



総曲輪街ナビパック 設置店舗 

店舗名 住　　　　所 台数 設置場所

ワシントン靴店 富山市総曲輪3-5-5 1 店頭

ＢＯＤＥＧＡＳ ＭＡＭＢＯ 富山市総曲輪3-2-25 1 店頭

greenroom 富山市総曲輪3-2-15 1 店頭

ワシントン靴店／店頭   ｇａｒｄｅｎ／店頭   Ｇｒｅｅｎｒｏｏｍ／店頭   



④富山文苑堂書店パック 

●ご利用料金 （１ヶ月） 

●配送・メンテナンス 

・週１回 （月曜日または火曜日） 専用便で配送 

 ※別途御見積にて追加発想も承ります 
・月１回 消化データをフィードバック 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～ 

②原則パック内での全店舗掲出（店舗を限定した掲出は行えません） 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～  
  ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
  ※ご掲出希望の際は設置店様の媒体内容確認が必要となります 

・3列ラック 12ポケット型 
・ラック増設の場合１列ごとの増設 
※デザイン・サイズ等が変更となる場合もあります。 

１ポケット
単価

店舗 台数

36,000 円(税別） 4,000円 (税別） 8店舗 9台

ご利用金額

※ポケット容量／55mm～105mm  
※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応下さい 



設置店舗リスト 

店名 住所 台数

文苑堂TSUTAYA福田店 高岡市福田43 1
文苑堂TSUTAYA清水町店 高岡市泉町685-7 1
文苑堂TSUTAYA小杉町店 射水市橋下条赤田6街区17 1
文苑堂TSUTAYA本郷店 富山市本郷新20-8 1
文苑堂TSUTAYA藤の木店 富山市開1325 2
文苑堂書店新野村店 富山県高岡市野村1717 1
文苑堂書店戸出店 富山県高岡市戸出伊勢領4003 1
文苑堂TSUTAYA豊田店 富山市豊田町２丁目８－１４ 1
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 ※新店、閉店その他による、パック内での設置店の増減にご対応下さい。                      



B&Bhouse　本郷店 富山県富山市本郷町52-4 1
B&Bhouse　上飯野店 富山県富山市上飯野41-5  1

2

 ⑤富山 Ｂ＆Ｂ ｈｏｕｓｅ パック 

※Ｂ＆Ｂｈｏｕｓｅ本郷店 

※Ｂ＆Ｂｈｏｕｓｅ上飯野店 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～ 

②原則パック内での全店舗掲出（店舗を限定した掲出は行えません） 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～  
  ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
  ※ご掲出希望の際は設置店様の媒体内容確認が必要となります 

●配送・メンテナンス 

・週１回 毎週月曜日に弊社専用便で配送いたします 
 ※別途御見積にて追加配送も承ります 
・月１回 消化データをフィードバック  

●展開店舗・台数 

●ご利用料金 （１ヶ月）   

１ポケット
単価

店舗 台数

8,000 円(税別） 4,000円 (税別） 2店舗 2台

ご利用金額

※ポケット容量／A4マガジンタイプ260mm～300mm 
※新店・閉店による増減にご対応ください。     



⑥富山県 駅 

●ご利用料金 （１ヶ月） 

●配送・メンテナンス 

・週１回 月曜日に 専用便で配送 

  ※別途御見積にて追加発送も承ります 

・月１回 消化データをフィードバック 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～ 

②富山県内各駅（別紙 駅一覧参照） 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット  
 ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
 ※ご掲出希望の際はＪＲ西日本様の媒体内容確認が必要となります 

店舗 台数

富山県内駅 98,000 円(税別） 14,000円 (税別） 6駅 7台

高岡ステーションデ
パート 5,000 円(税別） 5,000円 (税別） 1駅 1台

ご利用金額
１ポケット

単価

※富山駅は、南口・北口の改札口付近に各１台（合計２台）設置 

※ポケット容量／Ａ４マガジンタイプ２６０ｍｍ～３００ｍｍ 



設置駅・施設リスト 

駅名 住　　　　所 台数

富山駅（南口・北口） 富山県富山市桜町１丁目１番１号 2

小杉駅 射水市三ヶ4157番地 1

石動駅 小矢部市石動町１１番１０号 1

砺波駅 砺波市表町１番地 1

滑川駅 滑川市辰野字中割548番 1

魚津駅 魚津市釈迦堂１丁目１番 1
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施設名 住　　　　所 台数

高岡
ステーションデパート

高岡市下関町６番１号 1



 ⑦キラリＴＯＹＡＭＡ、富山県自動車学校、高岡自動車学校 

●基本契約内容 

①契約期間：フリーペーパー３ヶ月～ パンフレット１ヶ月～ 

②原則パック内での全店舗掲出（店舗を限定した掲出は行えません） 
③使用ポケット  １ラックにつき １媒体 １ポケット～  
  ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます 
  ※ご掲出希望の際は設置店様の媒体内容確認が必要となります 

●配送・メンテナンス 

・週１回 毎週月曜日に弊社専用便で配送いたします 
 ※別途御見積にて追加配送も承ります 
・月１回 消化データをフィードバック  
 
 
 

●ご利用料金 （１ヶ月）   

１ポケット
単価

店舗 台数

9,000 円(税別） 3,000円 (税別） 3店舗 3台

ご利用金額

※ポケット容量／A4マガジンタイプ260mm～300mm 
※新店・閉店による増減にご対応ください。     

※ラックイメージ 

キラリＴＯＹＡＭＡ 富山市西町５－１ 1
富山自動車学校 富山市新庄町８５ 1
高岡自動車学校 高岡市蓮花寺７３５ 1
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●展開店舗 



１ 

基本概要 

 

 

展開店舗・台数 

・富山県内ジャスコ・マックスバリュ               ６店舗  12台                            

ご利用料金   

配送・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 

◎３,５００円(税別)／月  

※ポケット容量／A4マガジンタイプ上段250mm 中段 300mm 下段 300mm 

 （タブロイドタイプは2つ折対応） 

基本契約内容 

●商品の特徴 

富山県内のイオン・マックスバリュ
内に設置されたラックをご利用頂け
ます。 

大型施設ならではの集客力を誇り、
幅広いお客様層に配布する事が可能
となります。 

・発行元様による配送・メンテナンス 
 （御社媒体発行スケジュールに合わせてご配送ください。） 
 

・弊社で、配送・メンテナンスをお受けする事も可能です。 ※別途御見積 

①ご契約期間：１ヶ月～ 

②別紙イオングループ設置店舗への媒体掲出 

 ※店舗を限定した掲出は行えません。 

③使用ポケット  １ラックに付き １媒体 １ポケット  

  ※ポケット位置の指定は、ご希望に添えない場合がございます。 
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設置店舗リスト 

 

 店舗名 郵便番号 住　　　　所 台数

イオン高岡店 933-0813 富山県高岡市江尻331-1 3

イオンモール高岡店 933-0062 富山県高岡市下伏間江383 3

イオンタウン氷見 935-0024 氷見市窪140-1 1

イオンタウン上飯野 930-0827 富山市上飯野41-5 1

マックスバリュ上市店 930-0357 中新川郡上市町正印257 1

イオンモールとなみ店 939-1344 砺波市中神土地区画整理事業地31-1 3
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