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結婚・出産・子育てというライフステージの変化により、

女性はどうしても働くことに影響を受けやすいですが、

やりがいや誇り、充実感をキープしながら仕事を続けていくことは

人生そのものの質の向上へとつながります。

秋田で暮らす女性たちの

働きやすい環境と周囲のサポートが増えますように。

ゆとりをもって子育てを楽しめますように。

心と体の不安や悩みが解消されますように。

そんな願いを込めて、さまざまな視点から

秋田の身近な情報をお届けしています。

2018 年 5月31日現在



2017年3月よりスタート！

「a.woman」という名前には　a.（秋田の・ひとりの）　woman（女性）へ向けて　という意味を込めています。

a.womanとは？

サイトデータ

コア読者層は、25～44歳の女性

20～40代の秋田の女性へ、地域の情報をタイムリーに発信！

当サイトのライターはすべて県内在住の女性で、まさにターゲットである年齢層の働く女性たちです。

県北・中央・県南各地で口コミや実際に足を運んで得た情報をもとに、働く女性目線やお母さん目線で構成・執筆しているので、

よりリアルで役立つ情報を発信できるのが強みです。

「秋田」の「働くの女性」に特化したオンリーワンサイト。
全国的にみても、このように地域に根付き、地元女性へターゲット層を絞ったポータルサイトはめずらしく、

秋田の女性のための貴重な情報発信元となっています。

NEWS記事は毎週2回、特集は月1回配信中。
季節に合わせた記事内容を心がけながら、最新の秋田県内の情報や、お出かけ情報をこまめに発信しています。

月間ページビュー 15,000 PV／月

7,300人

（2018年4月末現在）

（2018年4月末現在）月間訪問者数

2017年3月よりスタートし、1年で月間1万5千PVを超えました！

パソコン
     22％　

タブレット 5％　

ケータイ
73%

男性
23％

女性
77％

18～24歳 7％

年　齢 見ているもの性　別

35～44歳
42％

25～34歳
30％

45～54歳
14％

55～64歳 5％

鈴木 敦子（大館） 平元 美沙緒（横手市） 三浦 翠（秋田市）Maki（能代） 熊谷 清香（秋田市） まだむ ユキコ

〈8名の女性ライター〉

増永 洋子（湯沢市）桐谷 うらら（秋田市）

県内の女性ライターによる選りすぐりの記事配信。

（2017年10月末現在）

女性が
約 8割！ 25〜44歳が約7割！

携帯が約7割！
忙しい女性だからこそ

手軽に見られるサイトが
重宝しています。

1ヶ月に1万5千ページ

見られています！

読者はぞくぞく
増えています！



コンテンツについて

SNS発信で読者が広がっています

女性の働き方・スキルアッ
プ・女性応援企業・育児と
仕事の両立など、「仕事」
に焦点を当てた記事。

「働くお母さん」が欲しい情
報をピックアップ。子供の
情報・病児保育など、役立
つ県内の情報を紹介。

女性の健康・美容・妊娠出
産・アンチエイジング・ダイ
エットなどについてご紹
介。

雑貨・お店・食・マネーな
ど、暮らしにまつわる情報
をピックアップ。毎日が楽
しく豊かになるために。

開催予定のイベント、子ど
もと楽しめる場所など、県
内各地のおでかけ情報を
ご紹介。

下記5つのカテゴリからターゲットが求めてる情報を、毎週2回配信しています。NEWS

今月のCLOSE UP ! WOMAN

仕事を探すa.woman shop
秋田県に関わる女性で、エネルギッシュに活躍して
いる方の、仕事ぶりや人となりに深く迫るロングイ
ンタビュー記事です。（月1回配信）

秋田の女性向けの求人情報を発信
しています。

秋田の女性が作ったものをセレクト
しているオンラインショップ。雑貨屋
お茶、衣類など税込3,000円以上の
商品を販売しています。

記事の公開時には、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターなどのSNSへ投稿し、幅広くユーザーへ告知します。

毎週2回のニュース配信

月1回の
特集です

記事は必ず

FB発信します



広告について

紹介して欲しい店舗や商品、サービス、イベントなどをライターが丁寧に取材・撮影し、
記事形式の広告として制作・公開します。純広告よりも写真の点数や紹介文などの情報
量が多く、信頼性のある内容として読者に伝えることができます。

バナー広告は、クライアント様の店舗や商品、サービスを紹介するWEBへのアクセス数を大幅に増やすとても有効な広告です。
思わずタップしたくなる効果的なデザインでバナー制作いたします。

1記事（掲載料・取材撮影費込み） 80,000円～（税別）

広告をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

秋田の女性のWork & Life ア.ウーマン

記 事

PC画面 スマホ画面

秋田の女性のWork & Life ア.ウーマン

記 事

広告エリア

広告エリア

広告エリア 広告エリア
バナーA

バナーA

バナーB バナーB

秋田の女性のWork & Life ア.ウーマン

記 事

PC画面 スマホ画面

秋田の女性のWork & Life ア.ウーマン

記 事

※PC・スマホサイト両方に対応しております。 ※制作料込みの価格となっております。

レクタングルバナー
PCサイトでは記事の右サイドに広告を設置し、スクロールしても広告が
追尾します。スマホは画面の下に設置し固定します。
どちらも記事を読む間視野に入るエリアのため高い効果が期待できます。

バナー

●バナーA

●バナーB

●レクタングルバナー

PCサイトでは記事の下部に広告を設置します。
スマホは画面の下に設置し固定します。

広告エリア

広告エリア

記事広告

バナー広告

※取材内容によって異なります。

 60,000円  57,000円  55,000円  50,000円

 50,000円  47,000円  45,000円  40,000円

 40,000円  37,000円  35,000円  30,000円

【1社限定】

サイズ

横 560px × 縦462px

【2社限定】 横1374px× 縦462px

【制作料込み】

【2社限定】 横 560px × 縦462px

レクタングルバナー

レクタングルバナー

4週間（約1カ月） 3カ月／月額 6カ月／月額 1年／月額

※価格は全て税別です。
※上記価格には、1回分の制作料が含まれております。 契約期間内に掲載内容を変更する場合は別途制作料がかかります（内容によって異なります）。

文章＆写真で

詳しく紹介！

記事公開の際には、
フェイスブックなどのSNSで
こまめに告知します！



求人について

求人ページへ掲載をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

求人バナーB＋求人情報

求人情報

求人バナーA+求人情報
 60,000円  57,000円  50,000円

 30,000円 28,000円  25,000円

 10,000円  9,000円

 55,000円

 27,000円

 8,000円  7,000円

【1社限定】

サイズ

横687px × 縦420px

【2社限定】 横687px × 縦210px

【制作料込み】

当サイトの読者は「20代～40代の女性」とターゲットが絞られております。
この年代の女性を募集している企業の方へ、ピンポイントで訴求できるサイトとしておすすめ致します。

20代～40代の女性へ訴求できます

PC・スマホサイト両方に対応しております。
制作料込みの価格となっております。

求人バナー広告は、幅広い読者層に認知され、
優秀な人材確保につながる有効な広告です。
思わずタップしたくなるような効果的なデザイ
ンでバナー制作いたします。

職種・地域・雇用形態で探せる検索エンジンで
読者の使いやすさにこだわりました。
詳細ページは、募集要項から会社概要まで詳しく掲載致
します。

求人バナー広告 求人情報

ー

・仕事内容 ・募集要項
・応募方法 ・会社概要
上記詳細をフォーマットに
合わせてお知らせください。

求人バナーA

求人バナーB

広告エリア

広告エリア

2カ月／月額 3カ月／月額 6カ月／月額

※価格は全て税別です。
※上記価格には、1回分の制作料が含まれております。 契約期間内に掲載内容を変更する場合は別途制作料がかかります。（求人情報5,000円、バナー
は内容によって異なります）

4週間（約1カ月）

求人情報もFB発信します


