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福 岡 の 「 情 報 小 冊 子 」 大 研 究。 

 
 
 
  

 
 
 
 
                               
 
 
    
         

http://www.cf-jpn.com 
小さな会社のＩＴ化応援団 

２００４年２月号 

Mr．ｽﾏｲﾙ 

情報小冊子とは、フリーペーパーとも言い、お店の前や駅の待合室のコーナーに配布されている無料情報誌のことです。 
あなたも何気に手に取って見たことはありませんか？ 
福岡ではたくさんの種類のフリーペーパーが配布されています。 福岡で開催されるイベント、グルメ、映画情報、お店の紹介、

ショッピング、クーポン券など、一般に市販されている情報誌より、地域に密着し、ホットな情報が満載な便利なものです。

愛読者が多いそれらの情報小冊子を会社やお店のコマーシャルに活用しない手はありません。「もう、昔から使ってるよ！」 な
んて言われるお店のオーナーもいらっしゃるでしょう。 
いやいや、でも最近新しく創刊されたものもたくさんあります。 今まで利用されていた情報小冊子以外もちょっ 
とのぞいて、みなさんおおいにカツヨウしましょう！！ 

 祝！ Ｃ＆Ｆ メジャー・デビュー ？！
上記で紹介した”BIZ・CUE”さんにC&Fがとうとう１／１９に取材さ

れました。 ２月の初旬には、お近くのフリーペーパー置き場に登場

する予定です。その記事は次回号でご紹介します。  

手前みそな話ですが、見てやって下さい。 よろしく！！ 

取材していただいたTHAT’Sの米満和彦さん、ありがとうございまし

た。米満さんが出筆された本 『ひと味ちがう販促企画アイデア集』

もみなさんよろしくお願いします。 

米満さんのメルマガ「販促アイデア大全集」のアドレスは、    

          http://www.h2.dion.ne.jp/~thats/ 

雑：elf （エルフ）   

サ：OLのホンネマガジン   

出：㈱西広案内 エルフ編集部 TEL:092-711-3130 

Ｕ：http://elf-fukuoka.com/elf/guide/ 

発：月刊誌（毎月20日発行）  

配：西鉄福岡駅・薬院駅・大橋駅、他市内各所   

内：グルメ・ヘア・ビューティ情報など、OL向け   

雑：BIZ・CUE （ビズ・キュー) 

サ：ビジネスマン応援マガジン   

出：(有)宣伝舎     TEL092-726-2838 

発：隔月（奇数月末）  

配：天神・博多駅地区のオフィス、市内100ヶ所の 

   フリーペーパーボックス   

内：男性向け総合情報誌  

雑：COMAP （コマップ）   

サ：遊ぶ、楽しむ、得するケータイマガジン   

出：コマップ㈱ TEL：092-738-1616 

発：月刊誌  

配：天神界隈   

内：携帯サイト情報・グルメ・生活情報  

タ：若者 

雑：avanti （アヴァンティ） 

サ：働く女性を応援するネットワーク型情報誌   

出：㈲ファウプ アヴァンティ編集部TEL092-724-3226  

Ｕ：http://www.e-avanti.com/ 

発：月刊誌（毎月20日発行） 

配：西鉄ホール   

内：福岡のワーキングマザー事情や働く女性向け  

雑：FLYING POSTMAN PRESS   

出：㈲ジョイ・プランニング TEL:092-737-8370 

発：月刊誌（毎月20日発行）  

配：IMSビル、CD屋さん、新天町釜飯のビクトリア前   

内：映画・音楽・エンターテーメント・ライフ情報誌 

  １ヶ月分のテレビ番組表付き 

タ： 若者 

雑：nina （にーにゃ）   

サ：特集ページは他社になく細かい情報が満載 

出：Jeek TEL：092-738-8773 

発：月刊誌（毎月10日発行）  

配：天神界隈  

内：美容関係、女性の美肌トラブル等 

タ：女性 

雑：Route３ （ルート３）    

サ：福岡、東区、古賀、粕屋、宗像の街と人をつなぐ   

出：㈱暮らしすと TEL：092-715-0021 

Ｕ：http://www.route3.jp/ 

発：月刊誌（毎月始め発行）  

配：博多駅   

内： ドライブ情報、グルメ、美容情報等、一般向け   

雑：Messa-jyu   

サ：オフィスマガジン   

出：㈱サンマーク TEL:092-781-8627 

発：月刊誌（毎月25日発行）  

配：新天町釜飯のビクトリア前に設置   

内：社会人のための情報   

タ：OL向け 

雑：雑誌名  サ：サブタイトル  出：出版元 U：ＵＲＬ 発：発行サイクル 配：主な配布場所  内：内容 タ：ターゲット 

上記以外の情報誌をトータル３０件、上記の情報誌も詳細に下記で、紹介しています。各情報誌のホームページアドレスもリンクを張ってあるので、

パンチする手間もいりませんので、便利です。見て下さいね！  http://ｗｗｗ.cf-jpn.com/ の新コーナー”おもしろ広場”をクリック。 
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イベント 日 時 場 所 内 容 詳 細 

ドイツワインと 

グリューワイン  

アクロス文化であい

塾 

1月31日（土） 

14:00～15:30 

アクロス福岡 

セミナー室 

昔から日本では親しみ

のあるドイツワインの

基本的な説明と、北欧

の冬の風物詩的飲料・

グリューワイン（ホッ

トワイン）の話。 

入場無料 

当日 13:30 に会場前

にて整理券配布  

文化観光情報ひろば

092-725-9100 

九州の水中で撮影さ

れた海の生物 

2月2日（月）～2月8

日（日） 

10:00～19:00 

（最終日は17:00まで） 

アクロス福岡 

ホワイエ 

福岡･山口の地元で撮

影した海中の魚、沖縄

の慶良間や石垣島･西

表島のサンゴやそれに

生息する生物などを撮

影、多数の水中生物を

展示。 

入場無料 

文化観光情報ひろば

092-725-9100 

RISO 期末商談会 

in アクロス福岡 

2月3日（火）・4日（水） 

10:00～17:00 

初日は20:00まで 

アクロス福岡 

円形ホール 

大幅なコストダウンを

可能にする最新プリン

ターの展示や、無料の

チラシセミナーなどを

開催。 

入場無料 

理想科学工業(株) 理

想福岡支店 

092（781）9281 

ももち福祉プラザ作

品展 

2 月 10 日（火）～2 月

15日（日）  

10:00～19:00 

（最終日は17:00まで） 

アクロス福岡 

ホワイエ 

障害のある方々が創ら

れた絵画･書･陶芸など

の作品を展示。 

入場無料 

文化観光情報ひろば 

092-725-9100 

第9回 

手づくりフェア in 九

州  

九州手づくりフェア

実行委員会 

2月20日(金)・2月21

日(土) 

10:00～17:00 

マリンメッセ福岡 ―――――――――― 

092-436-8007 

一般 前売 500円 

当日    700円 

障害者・高齢者・ 

高校生以下  無料 

リクルート 

フランチャイズ＆独

立開業フェア 

2月21日（土） 

10:00～17:00 

アクロス福岡 

イベントホール 

約30社の企業が出展他

にもセミナーや無料相

談コーナーなど。 

入場無料 

㈱リクルート アント

レフェア事務局 

092（262）0019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 「この間郵送した小包、○○さん家に届いたかな？」なんて、心配になることってよくありますよね。 

宅急便だったら、そんなサービスあったけど、みんながよく利用する郵便局は、やってないの？ 

最近、郵便局も民間企業に負けないサービスを提供し始めました。それが、『郵便追跡サービス』です。 

小包・書留・翌朝10時郵便・ＥＭＳ（配達時間保証サービス）が、お届け先へ配達されているか、配達完了電子 

メール通知サービスでお知らせしてくれます。 （詳しくは下記をクリック！） 

 
小包       http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/parcel/index.html 

書留       http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/kakitome/index.html 

翌朝10時 http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/morning10/index.html 

ＥＭＳ      http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/ems/index.html 

ｉモード、Ａｕ、ボーダフォン、ＡｉｒＨ、Lモードだって配達状況を調べることが 

できるんですよ。 http://www.post.japanpost.jp/mobile/index.html 

普通郵便の「はがき・封書」についてはまだです。 
平成１６年のお年玉付き年賀はがきの当選番号が発表になりました。 
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/info/2004/nenga/index.html 

～杉浦の耳②～ 

お詫び） 
２００４年新年号 「博多おもしろ話、し

っとうや！」のエスカレータの博多ルー

ルで、東京・大阪は”共にエスカレータ

ー右側に立つ”ではなく、東京人は左側

で、大阪人は右側だそうです。東京は江

戸の侍が刀を守る為に左に立つ習慣が、

大阪は商人の町なので右に持っている財

布を守る為が理由のようです。情報をあ

りがとうございました。 

２月の商業イベント 
福岡市内で開催されるイベント情報です。入場無料のイベントも多いの 
で、気軽に立ち寄って下さい。中々、面白いですよ。勉強になります。 
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ＹａｈｏｏＢＢ！の設定作業を始めました。 
 

当社では、ＹａｈｏｏＢＢ！のＡＤＳＬ接続設定の業務を行うようになりました。 

ダイヤルアップ接続やＩＳＤＮでインターネットに接続している方は、 

高速ブロードバンドのＡＤＳＬにしませんか。 

毎月定額で、常時接続が可能です。 

インターネットの契約見直しを検討中の方は、ご相談ください。 

契約から接続設定まで当社でサポート致します。 

 

パソコンのインターネット設定が不安な方へ 

ＹａｈｏｏＢＢでは、パソコンのインターネット基本設定の無料サービス中です。 

（但し、無線接続は別途１，６００円程度必要です。） 

 

通信が遅くて料金の高いＩＳＤＮをお使いの方への朗報です。 

ＡＤＳＬにする場合、ＩＳＤＮ回線は使えません。 

ＩＳＤＮ回線から、アナログ回線への変更が必要です。 

（ＩＳＤＮ回線から、アナログ回線への変更しても、同じ電話番号が使えるようになりました） 

ＹａｈｏｏＢＢは、ＩＳＤＮからアナログ回線への変更（電話局内の変更工事）も無料で行っています。 

もし、ＡＤＳＬがつながらなかった場合でも、ＩＳＤＮへ戻す場合も無料で行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹａｈｏｏＢＢ！お問い合わせ・お申し込みは、電話／携帯電話／メールのいずれかで、 
担当：奥村まで 連絡してください！ 
電 話：０９２－５７５－０１６５ 

 携 帯：０９０－５９３８－３１９３ 

メール：info@cf-jpn.com 

有限会社 Ｃ＆Ｆ 福岡市博多区南八幡町1-4-4 

 


