
自己破産・債務整理ガイド 媒体資料 
www.hasan-web.com 

◆サイト広告掲載  お問合せ会社 
 株式会社 Ａ Ｆ Ｗ エーエフダブル 
広島県福山市旭町８－８ 藤井ビル４F 
TEL：084-944-3354 FAX：084-982-9888  担当：坂田 
                                            MAIL： hide@fit-web.net 
    ◆運営会社：株式会社ＦＩＴ－ｗｅｂ 
       広島県福山市旭町８－８ 藤井ビル５Ｆ TEL：084-921-8633       

多重債務などに悩むユーザーと、法律の専門家をダイレクトにお繋ぎします。 
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自己破産・債務整理ガイド とは 

国内最大級の専門サイト 

自己破産・債務整理ガイド 
 http://www.hasan-web.com 

強力で良質な集客力 

携帯市場での圧倒的パワー 

広告がコンテンツの一部に 

抜群の費用対効果 

ユーザーから直接問合せ 

『自己破産・債務整理ガイド』は、 
単に個人債務再生・任意整理・特定調停などの情報を提供するだけではなく、 
多重債務などに悩む方々と、自己破産・債務整理の専門家をダイレクトに結びつけるサービスです。 
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国内最大級の『自己破産』『債務整理』専門サイト 

◆ 『自己破産』『債務整理』カテゴリ国内最大級のサイト 
高度なＳＥＯ技術を用いて、ＰＣ・モバイルのインターネット環境
を最大限に生かし『自己破産』『債務整理」といった主要ワード
から集客。また、多重債務に悩む方々へのわかりやすい専門
知識の解説やユーザー同士の情報交換掲示板など豊富なコ
ンテンツを誇る日本最大級の『自己破産』『債務整理』専門サ
イトです。 
 
◆ 絞り込まれたターゲットと明確な訪問動機 
 『自己破産』や『債務整理』の情報を求めて利用者が集まる
ため、利用者はほぼ全員が『自己破産』や『債務整理』の情報
を得るためにサイトを訪問されています。 
 
◆ 申し込みへの成約率が高い 
サイトの存在意義が明確であるため、広告から申し込みに結び
つく直接的効果が非常に高いインターネット媒体です。 
 
◆ 高い好感度と信頼性 
豊富なコンテンツを提供し、広告主をコンテンツとして紹介し
ている為、自己破産・債務整理ガイドは単なる広告サイトとは
違い、「役に立つ情報サイト」としての信頼性があります。 

※ＳＥＯ（Ｓｅａｒｃｈ Ｅｎｇｉｎｅ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ）： 
ＳＥＯとは「ＹＡＨＯＯ」や「Ｇｏｏｇｌｅ」など検索サービスの検索結果の上位に意図的に表示させ、集客を図るマーケティング手法です。 
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月間ページビュー１，９００，０００ＰＶ（モバイル+ＰＣ）を達成!! 

携帯市場での圧倒的パワー 

◆５キャリアに対応 

（ｉ-ｍｏｄｅ ・ ＥＺｗｅｂ ・ ＳｏｆｔＢａｎｋ・イー・モバイル・ＷＩＬＬＣＯＭ）対応
の携帯サイト。見込み客を逃しません。 

端末の高機能化やパケット通信料の定額制により、急激に伸びている携帯インターネット。 

当サイトは、いち早く携帯電話市場へ対応し、パソコンを利用しない方や、自宅や職場からアクセスしにくい方などで

も、時間と場所を問わない携帯市場で、多くのユーザーに対してのアプローチに成功しております。 

【ａｕ】メニューリスト＞辞書・便利ツール＞お役立ち情報＞自己破産・債務整理ガイド 

【Ｙａｈｏｏ携帯】 メニューリスト＞くらし・健康＞法律相談＞債務整理ガイド 

【ＥＭＯＢＩＬ】   メニューリスト＞ライフ＞法律相談＞自己破産・債務整理ガイド 

◆ダイレクトにコミュニケーションが可能 

携帯サイトの特性である「クリックだけで電話やメールができる」ので、
ユーザーは気軽に相談できます。 

◆債務整理系サイトで唯一の４キャリア携帯公式サイトです！              

【ＷＩＬＬＣＯＭ】 メニューリス＞生活情報＞法律相談＞自己破産・債務整理ガイド 

◆最高の立地条件 

話題のＧｏｏｇｌｅモバイル・ＹＡＨＯＯモバイルから圧倒的な集客が可能。 

『自己破産』の単一キーワードで１位（Ｇｏｏｇｌｅモバイル） 
『債務整理』の単一キーワードで１位（Ｇｏｏｇｌｅモバイル）※２０１０年１０月１日現在 

クリックするだけ 

で電話やメール 

ができます。 

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sun-ad.co.jp/work/ci/images/ci_03.gif&imgrefurl=http://www.sun-ad.co.jp/work/ci/ci_03.htm&h=300&w=241&sz=10&hl=ja&sig2=pvPwlT5pkYVkJK9wbPMeZQ&start=80&tbnid=u0zjNnEGSpZgyM:&tbnh=116&tbnw=93&ei=BFVhRdL2L6_8JNKH3MAL&prev=/images?q=%EF%BD%89%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B4&start=72&ndsp=18&svnum=10&hl=ja&lr=&rls=GGLJ,GGLJ:2006-35,GGLJ:ja&sa=N
http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.southgalu.com/ezweb-logo2.GIF&imgrefurl=http://www.southgalu.com/web4.html&h=207&w=177&sz=5&hl=ja&sig2=_FyoeW6wdYAvK8mkvbtIrw&start=58&tbnid=Hq2fi6tB_97WuM:&tbnh=105&tbnw=90&ei=n1ZhRbWXDc7qJP3X5L8L&prev=/images?q=EZweb&start=54&ndsp=18&svnum=10&hl=ja&lr=&rls=GGLJ,GGLJ:2006-35,GGLJ:ja&sa=N
https://store.emobile.jp/
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強力で良質な集客力 

有力金融系モバイルサイトからの誘導 
 『自己破産・債務整理ガイド』は、 「債務整理」 「自己破産」 「特定調停」 などのキーワードで、検索

サービスの上位に表示されるサイトに掲載されています。 

金融系の有力サイトに絞ったプロモーションにより、良質なユーザーのみの誘導を実現しています。 

掲載されているサイト（下記にご紹介するものは一部です） ２０１０年１０月１日現在 

Ｇｏｏｇｌｅ   1位 

au公式検索 

債務整理 １位 

自己破産 １位 

その他関連する 

キーワード２０項目 

以上で 検索１位 

キーワード『消費者金融』 

『消費者金融徹底比較サイト』 

キーワード『任意整理』 

『債務整理のサイト』 

Ｇｏｏｇｌｅ   3位 
 
 

キーワード『個人再生』 

『個人再生ガイド』 

Ｇｏｏｇｌｅ   1位 
 

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.southgalu.com/ezweb-logo2.GIF&imgrefurl=http://www.southgalu.com/web4.html&h=207&w=177&sz=5&hl=ja&sig2=_FyoeW6wdYAvK8mkvbtIrw&start=58&tbnid=Hq2fi6tB_97WuM:&tbnh=105&tbnw=90&ei=n1ZhRbWXDc7qJP3X5L8L&prev=/images?q=EZweb&start=54&ndsp=18&svnum=10&hl=ja&lr=&rls=GGLJ,GGLJ:2006-35,GGLJ:ja&sa=N
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広告がコンテンツの一部に ①携帯版 

債務整理の得意な事務所様（弁護士・司法書士）の紹介をメインコンテンツとするため、事務所を探すユーザーが自然と集まります。 

『広告として認識する情報』より『コンテンツとして認識する情報』の方がユーザーにとって信頼性が高く、連絡を取りやすいという心理に至ります。 

地区ページ 地域ページ 

有料オプション枠 

基本料金での掲載枠 

サイトＴＯＰ ＴＯＰページ 

詳細ページでは「事務所紹介」
「住所、電話番号」「ご挨拶」 
「運営方針」「料金の目安」[代
表者紹介「事務所地図」などを
それぞれご紹介します。 
独自の文言でユーザーへの訴
求が可能です。 
文字では伝えづらい『事業所の
雰囲気』は写真で表現できます。 

詳細ページ 

有料オプションに掲載することで、
露出機会が向上する為、ユー
ザーの目にとまる確率が高くなり、
さらに広告効果が期待できます。  

各地区・各地域別に分類された
ページに掲載します、コメントも掲
載できます。 
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広告がコンテンツの一部に ②ＰＣ版 

詳細ページ 地域ページ 地区ページ 

有料オプションに掲載することで、
露出機会が向上する為、ユーザー
の目にとまる確率が高くなり、さらに
広告効果が期待できます。  

有料オプション枠 

基本料金での掲載枠 

債務整理の得意な事務所様（弁護士・司法書士）の紹介をメインコンテンツとするため、事務所を探すユーザーが自然と集まります。 

『広告として認識する情報』より『コンテンツとして認識する情報』の方がユーザーにとって信頼性が高く、連絡を取りやすいという心理に至ります。 

ＴＯＰページ 

詳細ページでは「事務所紹介」「住所、電話番
号」「ご挨拶」「運営方針」「料金の目安」｢代表
者紹介」「事務所地図」などをそれぞれご紹介し
ます。 
独自の文言でユーザーへの訴求が可能です。 
文字では伝えづらい『事業所の雰囲気』は写真
で表現できます。 

各地区・各地域別に分類された
ページに掲載します、コメントも掲
載できます。 
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ユーザーから直接問合せ 

メールフォーム 

各掲載事務所ごとに専用メールフォームがあり、ユーザーから直接問合せメールが送られてきます。 

メールフォームがある事により、問合せ頂いたユーザーの債務状況を把握する事ができます。 

事務所専用メールフォームへ 事務所への問合せ完了！ 

自己破産・債務整理相談申し込み 

 

FIT-web法律事務所様へのお問い合わせです。 

------------------------------------------------------- 

 

email：media@fit-web.net 

名前： 山田 ○○ 

TEL： 03-5779-xxxx 

性別： 男性 

年齢： 30代 

お住まいの地域： 東京都 

借入れ総額： 500～1000万円 

借入れ件数： 7件 

最長借入れ期間： 5年以上 

本文：取り立てに困ってます。 

    相談に乗って頂きたくメールしました。 

    6年前に借りた借金ですが、利息だけ返済するのが 

    精一杯で現在は自転車操業状態です。  

    債務整理した場合に過払い金は発生するのでしょうか？     

 

問合せ事務所に届くメール内容（例） 詳細ページ 
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全国からのお問い合わせに対応 ①携帯版 

「住所の近くのエリアに事務所が掲載されてない…」 「地元で相談するのは恥ずかしい…」 そんなユーザー様のご要望や、  

「他のエリアからもユーザーを集めたい」 「問い合わせ件数をもっともっと増やしたい」 そんな事務所様のご要望にお応えしました。  

ＴＯＰページ 全国ページ 

掲載順位はローテーション表示 

ＴＯＰページ下部のテキスト
より全国ページへ誘導。  

全ての地区ページの中段に 

ローテーション掲載 

全ての空き（未掲載）地域ページの
１番目へローテーション掲載 

地区ページ 地域ページ 
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全国からのお問い合わせに対応 ②ＰＣ版 

「住所の近くのエリアに事務所が掲載されてない…」 「地元で相談するのは恥ずかしい…」 そんなユーザー様のご要望や、  

「他のエリアからもユーザーを集めたい」 「問い合わせ件数をもっともっと増やしたい」 そんな事務所様のご要望にお応えしました。 

全国ページ 

掲載順位はローテーション表示 

ローテーション  

ＴＯＰページ 

ＴＯＰページ右上のバナーより
全国ページへ誘導。  

全ての地区ページの中段に 

ローテーション掲載 

全ての空き（未掲載）地域ページの
１番目へローテーション掲載 

地区ページ 地域ページ 
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人気コンテンツの掲示板ページから誘導  

月間１００万以上のＰＶ数を誇る当サイトの大人気コンテンツ「債務整理相談掲示板」からユーザーにアプローチできる特別オプション枠。 

借金問題を解決したい前向きなユーザーが多く、直接相談に繋がる可能性が高い有料オプション枠です。 

ローテーション  

上下部に 

ローテーション表示 

掲示板ＴＯＰページ 

（携帯版） 
各スレッドページ 

（携帯版） 掲示板ＴＯＰページ 各スレッドページ 

上下部に画像付き 

ローテーション表示 

掲示板サイドメニューに 

ローテーション表示 
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その他コンテンツやサービス 

当サイトではメインコンテンツである「事務所紹介」だけではなく、その他様々なコンテンツやサービスをご提供しております。 

 

毎週、多重債務問題に関連するニュースをピックアップして 

配信致します。 

掲載事務所様から多重債務問題に関するコラムを募り、 

配信致します。 

各事務所の弁護士・司法書士にコラムを執筆して頂くことによって、 

法律家の生の声をユーザーに届けることができます。 

借金問題で苦しむユーザーが気軽に問い合わせを行なえる為
に、当サイトでは全掲載事務所に通話料無料のフリーダイヤル
を導入に頂いております。 

 

【初期・月額費用は弊社負担（通話料金のみ事務所負担）】 
※既にフリーダイヤルをお持ちの事務所様は、改めて導入して
頂く必要はございません。 

■債務整理ニュース 

■専門家のコラム 

■全掲載事務所フリーダイヤル導入 

ユーザーの利便性を高める為、複数の事務所様へ問い合せが
行える一括メール相談システム（最大5事務所)を導入しています。 

毎月、多重債務問題に関連する話題や業界動向などを
特集コーナーとして重点的に説明します。 

多重債務問題に関連する重要用語集です。 

各用語を重点的に説明し、債務整理に対するユーザーの理解度
が高めます。 

ユーザーに対してアンケートを行い、相談者のリアルな声を把握
する事ができます。 

是非、事務所のプロモーションのご参考にご覧下さい。 

■一括メール相談システム 

■特集コーナー 

■用語集 

■アンケート 

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog.jishukan.com/wp-content/uploads/20081203.gif&imgrefurl=http://blog.jishukan.com/archives/216.html&usg=__vbRRJdpkNUcIUINnrAoxTENN3PA=&h=150&w=150&sz=3&hl=ja&start=3&sig2=IXX__ivkjufS0ZVKB0W25Q&um=1&tbnid=dHpPQsmljHF_7M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB+%E3%83%AD%E3%82%B4&hl=ja&lr=&rlz=1R2GGLL_jaJP346&sa=N&um=1&ei=37TySrnzK5mC7QOo1oTzDw
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抜群の費用対効果 

ターゲットの属性が明確になっている為、交通広告など従来のマス媒体を利用した
広告プロモーションと比較して圧倒的に高い“費用対効果”が期待できます。  

従来は、債務に悩む方々へアプローチするには、チラシや交通広告等の広告に多大な費用が必要でした。 

しかし、多くの人の目にとまるだけで、問い合わせや成約に結びつく確率はどれくらいだったでしょうか。 

何万人の目にとまる広告を出すのにいくらかかりましたか？ 問い合わせ１件あたりにかかった費用はいくらでしょうか？ 

 

『自己破産・債務整理ガイド』は、利用者のほぼ全員が『自己破産』や『債務整理』の情報を得るためにサイトを訪問されています。 

そのため、見てくれた人数に対する問い合わせ件数の割合が高い、合理的かつ費用対効果が高い宣伝が可能です。 

 

『自己破産・債務整理ガイド』は、他の宣伝広告手法に比べ、少ない費用で効果的に成約に結びつくピンポイント型の広告媒体です。 

地域 ニーズ 継続性 価格 特徴 

チラシ・ＤＭ ◎ △ × × 

閲覧率の高さに反比例して、レスポンス率が
低い為、ＤＭをまけばまくほど費用対効果が低
化する可能性がある。 

 

交通広告 ○ △ △ △ 
地域を絞り込んだ訴求が可能だが、広告閲
覧者に対しての見込み客の比率が少ない。
同じ交通媒体で継続すると効果は下がる傾
向がある。 

自己破産・債務整理ガイド ○ ◎ ◎ ◎ 
地域・ニーズともにマッチした見込み客のみに
訴求が可能。債務に悩む新規ユーザーが常
に訪問する為、掲載し続けても効果が落ちな
い。 

■他の媒体との比較 
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料金表 

格安料金でネット世界の最高立地を実現!! 

■基本参画料金 ■有料オプション 

携帯版とＰＣ版の両方に事務所情報が掲載がされます!! 

①ＴＯＰページ枠   

２万５千円／半月 

（各地区４枠 東京１２枠、関東・大阪６枠） 
 

②地区ページ枠   

２万５千円／月（各地区３枠） 
 

③全国対応事務所枠 

１０万円／月（８枠） 

 
④掲示板ページ枠 

１０万円／月（１０枠） 

  
※有料オプション枠には限りがございますので、 

  ご希望が多数の場合は抽選となります。 

  
６ヶ月一括払い １２ヶ月一括払い 毎月払い 

料金 １ヶ月あたり 料金 １ヶ月あたり 料金 

北海道・東北 
¥162,000 ¥27,000 ¥288,000 ¥24,000 ¥30,000 

(税込¥170,100) (税込¥28,350) (税込¥302,400) (税込¥25,200) (税込¥31,500) 

東京 
¥270,000 ¥45,000 ¥480,000 ¥40,000 ¥50,000 

(税込¥283,500) (税込¥47,250) (税込¥504,000) (税込¥42,000) (税込¥52,500) 

東京以外の 
関東 

¥216,000 ¥36,000 ¥384,000 ¥32,000 ¥40,000 
(税込¥226,800) (税込¥37,800) (税込¥403,200) (税込¥33,600) (税込¥42,000) 

愛知 
¥216,000 ¥36,000 ¥384,000 ¥32,000 ¥40,000 

(税込¥226,800) (税込¥37,800) (税込¥403,200) (税込¥33,600) (税込¥42,000) 

愛知以外の 
中部・北信越 

¥162,000 ¥27,000 ¥288,000 ¥24,000 ¥30,000 
(税込¥170,100) (税込¥28,350) (税込¥302,400) (税込¥25,200) (税込¥31,500) 

大阪 
¥216,000 ¥36,000 ¥384,000 ¥32,000 ¥40,000 

(税込¥226,800) (税込¥37,800) (税込¥403,200) (税込¥33,600) (税込¥42,000) 

大阪以外の 
近畿 

¥162,000 ¥27,000 ¥288,000 ¥24,000 ¥30,000 
(税込¥170,100) (税込¥28,350) (税込¥302,400) (税込¥25,200) (税込¥31,500) 

中四国 
¥162,000 ¥27,000 ¥288,000 ¥24,000 ¥30,000 

(税込¥170,100) (税込¥28,350) (税込¥302,400) (税込¥25,200) (税込¥31,500) 

九州・沖縄 
¥162,000 ¥27,000 ¥288,000 ¥24,000 ¥30,000 

(税込¥170,100) (税込¥28,350) (税込¥302,400) (税込¥25,200) (税込¥31,500) 

■フリーダイヤル料金 
初期費用 無料 

月額費用 無料 

通話料金 
携帯発信 24円／分 

固定発信 10円／分 
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Q＆A 

事務所様からよく頂くご質問と、その質問に対する答えをご掲載致します。 

Q：「携帯サイトを利用する人はそんなにいるの？」 

A：総務省発表によると、２００８年末時点で携帯電話・PHSからのインターネット利用者が７，０００万人を超え、 

  自宅のパソコンからの利用者を上回りました。当サイトもユーザーからの問合せは約７割が携帯サイトからのものです。 

 

Q：「携帯サイトから問合せするユーザーは２０代の若い人が多く、受任に繋がらないケースばかりでは？」 

A：当サイトのメインユーザーは３０代、４０代です。 

  借入れ年数が５年以上のユーザーが多く、比較的受任に繋がりやすいユーザーからの問合せが多いです。 

 

Q：まずは効果を試してみたいのですが、掲載は長期契約のみですか？ 

A：いいえ、当サイトは最短１ヶ月間からのご掲載が可能です。 

  まずはお試し頂き、効果にご納得頂けましたら、１ヶ月当たりの料金が割安な長期契約（６ヶ月・１２ヶ月）にお切り換え下さい。 

 

Q：「事務所の所在地域以外には掲載できないのですか？」 

A：基本料金で掲載できる都道府県は事務所所在地がある地域に限らせて頂いております。  

  ※有料オプション枠につきましては、他地域へのお申込みが可能です。 
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ご掲載の手順 

お申込～掲載開始までのスケジュール 

申込書に書かれた規約に同意の上、取り急ぎＦＡＸにてご返信ください。 

申込書原本は、後日郵送にてお送り下さい。 申込書の送付 

掲載ページ作成 

掲載開始 

掲載料金のお支払い 

掲載開始日の３営業日前までに入稿フォーマットに必要事項を記載し、営業担当ま
でお渡し下さい。入稿頂いた情報を基に掲載ページの作成を行ないます。 
※写真のご掲載をご希望のお客様はメールでお送り下さい。 

お申込頂きました期間にて掲載を行ないます。 

掲載後、変更・修正をご希望される場合は営業担当までご連絡下さい。 

■お問い合わせ先： 株式会社 Ａ Ｆ Ｗ 
広島県福山市旭町8－8 藤井ビル４F  

ＴＥＬ：084-944-3354  ＦＡＸ：084-982-9888 
Ｅ-ＭＡＩＬ：  hide @ fit–web.net   担当：坂田 

自己破産・債務整理ガイドについてのお問い合わせは、下記窓口あてにお願いいたします。 

申込書を確認でき次第、請求書を発行し送付いたします。 

ご掲載にあたり必要な料金を弊社指定の銀行口座へお振込下さい。 

※毎月払いの場合及び、有料オプションは各月末締めでのご請求になります。 


