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設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す
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主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す
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株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
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東京都美術館
東京文化会館
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株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：
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店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す
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電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
カテゴリートップページ

◎商品から選ぶ

ショッピングの検索の場合

特集からも選べる

◎店舗ジャンルから選ぶ

◎掲載店リスト
から選ぶ

新着からも選べる◎カテゴリーリスト
から探す



社　名

本社所在地

設　立

代表者

主な事業内容

電気通信事業届出番号

お問い合わせ

 
主な取引先 

株式会社ラスホート

〒110-0015 東京都台東区東上野1-25-5　鈴友ビル3F

会社設立 　　　　　　　　　　　平成19年6月21日
ホームページ事業部 　　　　　　平成16年9月1日
上野・浅草ガイドネット事業部 　平成16年6月6日

代表取締役　櫻井　明
  
・インターネット・ポータルサイトの運営
・インターネットを利用した各種情報提供サービス
・各種セミナー、異業種交流会イベントの企画・開催・運営
・コンピューターソフトウェア及びホームページ、データーベース、
　コンピューターグラフィック映像等の企画、制作、販売及びコンサルティング
・広告代理業

電気通信事業届出番号  A-19-9348

上野・浅草ガイドネット事業部
電話：03-6825-4292　　FAX：03-5817-3713

浅草観光連盟
株式会社TOL 浅草ＲＯＸまつり湯
株式会社アブアブ赤札堂 ABAB
アメ横商店街連合会
アメ横センタービル協同組合
上野観光連盟
上野商店街連合会
株式会社精養軒 上野精養軒
上野第一商業協同組合
上野地区したまちづくり推進委員会
上野の森美術館
株式会社松坂屋 松坂屋 上野店
上野6丁目商店街連合会
旧東京音楽学校奏楽堂
黒田記念館
国際子ども図書館
国立科学博物館
国立西洋美術館
下町レゲエ推進委員会
株式会社多慶屋
東京藝術大学大学美術館
東京国立博物館
東京都恩賜上野動物園
東京都美術館
東京文化会館
株式会社花やしき 浅草花やしき
株式会社バンダイナムコビジネスサービス
東上野1丁目町内会
東上野コリアンタウン
株式会社ラ・ベルオーラム
株式会社和光ハトヤ　　　　　　　　　　　（50音順・敬称略）

会社概要

制作費・更新費無料！ 人件費削減
費用は、月々の掲載料のみなので安心。その他一切かかりません。
御社の小さなネット事業部として、掲載料のみで当社が作業いたします。
電話・メール・ＦＡＸで１～３日以内で更新。ネット相談などもお気軽にご相談ください。

1

新着情報を入力してTOPページで宣伝！ アクセス数大幅UP
ＰＣや携帯で自由に新着情報が入力できます。携帯でメールを送信する程度の技術で簡単に出来ま
す。またＦＡＸなどをいただければ代理入力もできます。新着情報を入力するとガイドネットトッ
プページにて宣伝されます！

2

大手検索エンジン対策！ アクセス数UP
ガイドネットに掲載した加盟店様のページが直接大手検索エンジン上位に表示されます。ガイドネ
ットをまだ知らないユーザーでも直接加盟店様ページを閲覧できるので宣伝効果があります。
※「上野」や「浅草」にプラスお好きなキーワードで上位表示されます。

3

ホームページ代わりに活用できます！
掲載された加盟店さまのページは固定アドレスになりますので、契約中は所有できます。したがっ
て名刺やパンフレットにアドレスを印刷して活用できます。

4

携帯サイトも同時制作！
パソコン版と同じデータが携帯サイトにも反映されます。地図が持ち運べる特徴があります。携帯
から自動アドレスが読み込めるＱＲコードの画像なども無料配布しますので、加盟店様ＨＰにＱＲ
コードを掲載するなどの活用ができます。

5

求人広告も掲載できます！
大手求人雑誌のようなレイアウトでお好きな項目を自由に掲載できます。台東区限定の求人情報コ
ンテンツに掲載されます。

6

地域連携・店舗同士のコラボ
営業マンにご相談いただければ可能な限りご紹介いたします。無料です。過去に着物販売店で着付
けサービスを行っている店舗が、ヘアメイクアップができる近場の店舗をと相談があり、掲載店舗
の美容室様とのコラボレーションが生まれました。

7

地域イベント特集から掲載加盟店様に誘導
上野地区：美術館、博物館、動物園、商店街イベント情報から掲載企業様へ誘導。
浅草地区：隅田川花火大会、お花見、観光情報から誘導。
他ジャンル企業様からの誘導。例イベント⇒買い物⇒飲食店⇒宿泊施設・・・

8

加盟店様同士の交流会
毎月１回ガイドネットで交流会を開催しております。飲食しながら会話を楽しんでいただき、交流
していただいております。また一般ユーザーの方も参加されますので生の声など聞けます。

9

加盟店様限定サービス
オリジナルＨＰ制作特別プランにて承ります。台東区限定で活動している弊社では台東区内の様々
な情報を活かし、WEBコンサルティングが可能です。今後独自のＨＰ制作をお考えになられる方
には特別価格にて受注いたします。

10

ガイドネット掲載の10のメリット
〈弁護士・会計士関連版〉

「上野・浅草ガイドネット」
台東区所在店舗・オフィスの最強サポーター

来客数UP×認知度UP×目指せ売上UP　
この不景気を乗り切るために

「上野・浅草ガイドネット」から発信して台東区を盛り上げよう！
台東区の地域活性化を目的とした上野・浅草オフィシャル情報サ
イトです。ショップ情報やイベント、毎日更新のランチ＆タウン
ブログ、上野公園や美術館情報など、地域に密着した活きた情報
を発信しています。

URL： http://www.guidenet.jp/
お問合わせ：03-6825-4292
担　当：

2005.6.6 OPEN　 1160店舗掲載　 延べ140,000人／月 閲覧

店舗のご案内 ガイドページ サービス紹介

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

商品写真、施設内写真、
サービス内容、画像な
どが掲載できます。掲
載写真はほぼ無制限！
写真撮影なども無料で
当社が撮影いたします。

写真掲載

全てのメニュー・商品、
サービスリストなどを
掲載できます。
文字に色を付けられる
ので、分かりやすいメ
ニュー表になります。

メニューリスト

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

台東区の最強サポーター

１つの目的だけでしたら「大手企業の全国サイト」を検索するでしょう。
それはそれでターゲットを維持し、下記のターゲット層も狙う事で反響が一層増す事になります。
２つ以上の目的がある場合は「台東区」の地域を限定し、この「ガイドネット」で探したほうが手間がか
かりません。また。近い未来、地元の情報はどこの大手サイトよりも検索しやすく、情報量が多くなる予
定ですので閲覧者ももっと増えるでしょう。皆様の掲載参加により他店様との連携がうまくいきます。

地域密着型 ・台東区をメインにご商売されている
・駅から遠い店舗、交通の便があまり良くない　※全国の方が閲覧されています

安心サポート ・パソコンが無い、ネットがわからない
・人手不足で、宣伝ができていない

店舗連携 ・特殊な業種でユーザー層が少ない
・異業種交流に参加してみたい

こんな店舗様にも最適です

地域との連携
台東区の地域活性化

登録店舗地域NO.1

台東区の
情報検索サイト

多様なカテゴリー
台東区イベント情報
美術館・博物館情報
シーズン特集

人気のクーポンページ

クーポンを提供することにより、ライバル店との反響の差が現れます。また、ガイドネットからの反響も
調べることが出来ます。印刷機能が付いていますので、ユーザー様は持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由です。割引き・プレゼントなど自店に合う内容が設定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの発行を中止できます。

クーポン内容は店舗様の自
由です。割引き・プレゼン
トなど自店に合う内容が設
定できます。いつでも内容
を変更したり、クーポンの
発行を中止できます。

クーポン

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

プリンタがない方も安心。
ケイタイでクーポンをお店
に提示する事ができます。

QRコード

掲載加盟店様への誘導＆アピール

「上野・浅草ガイドネット」は様々なイベント情報や特集などを組み、大手検索エンジンを始め、ＴＶ
局、雑誌などで報じられております。報じられたイベント情報を元に各掲載企業様へ誘導する仕組みを作
っております。

年末アメ横NOW クリスマス特集 上野公園・隅田公園花見特集

カテゴリー特集「ホテル特集」 カテゴリー特集「アメ横店舗特集」 行こう！美術館・博物館

求人情報ページ

求人情報を掲載できます。
内容は自由に入力できますので、掲載したい内容をお知らせください。
印刷機能が付いていますので、面接時に求人情報を持ち運べます。

求人情報の項目・内容はお
客様の自由です。掲載内容
が決まりましたらご連絡く
ださい。いつでも内容の変
更、募集中止が可能です。

求人情報

拡大・縮小ができる地図で
す。パソコンを日々使用さ
れている方が操作に慣れて
いるGoogleマップを使用
しています。

グーグルマップ

カテゴリー別掲載店舗検索 店舗のご案内 ガイドページ トップ

基本となる情報枠です。
・店舗名
・電話番号
等掲載できます。

店舗情報

日々、情報入力できま
す。ＰＣやケイタイで
もできます。
入力する事によりアク
セスＵＰが望めます。

新着ニュース

サービス内容、人材情
報、ピーアールなどが
掲載できます。

店舗案内

クーポンを提供することによ
り、ライバル店との反響の差
が現れます。また、ガイドネ
ットからの反響も調べること
が出来ます。印刷機能が付い
ていますので、ユーザー様は
持ち運びが出来ます。
クーポン内容はお店の自由で
す。割引き・プレゼントなど
自店に合う内容が設定できま
す。いつでも内容を変更した
り、クーポンの発行を中止で
きます。

モバイルサイト

上野・浅草ガイドネット トップページ

モバイルサイト

◎ジャンルなど細かく調べる◎エリアで選べる

写真からも選べる 特集からも選べる

わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
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弁護士・会計士関連の検索の場合
わかりやすい５つのカテゴリー。各カテゴリーで掲載店舗様を検索できます。
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