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私たちは「困った時に思い出して頂き、相談される存
在になること」と「好きなこと、得意なことで人の役に
立ち、仕事＆人生を愉しむ！」この２つをミッションと
しています。
新聞販売店の未来は、地域に密着し、街に必要とされ

喜ばれるサポートステーションとなることです。毎日２
回、朝夕と配達をしている私たちだからこそ、地域に密
着して、皆さまが必要としている事業ができるのだと考
えています。

私たちが地域のために出来る
2つのミッション

株式会社NHC
朝日新聞 ASA光が丘公園
代表取締役 山口 英司
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紙の新聞は電子媒体の普及や若者の新聞離れで購
読者は年々減ってきており、それに伴い折込広告
も年々減少しております。また、新聞販売店は昔
からしつこい営業のイメージから“地域の嫌われ者”
になっており、あらゆる面から厳しい状況となっ
て来ました。このままでは私たちは生き残ってい
けないと危機感が段々と大きくなってきました。

まずは地域に必要とされる存在になろうと考えました。新聞購読者の多く
を占めるシニアの方々は“お家の中のちょっとしたお困り事”を我慢して放置
していることが多いことが分かりました。電球の交換や重たい荷物の移動な
どお手伝いをすれば喜ばれるのではと考え、2014年に“まごころサポート”
を始めました。自社で解決出来ない事もありますので、お調べして提案した
り、専門家を紹介することで問題解決のお手伝いをしてきました。当初ハウ
スクリーニングは業者さんを紹介していたのですが、前職でハウスクリーニ
ングをしていた社員の提案から2016年に自社で事業化し、今では“まごころ
サポート”など様々なご依頼を年間1,000件以上頂くようになりました。

購読者の役に立ちたい

まごころサポ－トの始まり

ビジネスの原点はまごころサポート

Magocoro Support
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映像の企画から、撮影・編集まで一括してお受け
することで安価で動画制作することを実現しまし
た。昨今、動画の必要性が急激に高まっています
。会社はもちろん、商品を紹介する動画をぜひ作
ってみませんか。

動画制作のご案内

Business Support
映像制作のご案内

https://youtu.be/JakWLFyRgGI

https://youtu.be/F8AydYcRUtc

制作実績①

制作実績②

制作実績③

各種動画の制作
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生活情報タウン誌の紹介と広告のご案
内、会社紹介を鼎談式で作成しました。

“ワクワク系マーケティング主宰”小阪裕司
さんの「商売道場」チャンネルの編集を
担当。

日本で学びながら働く留学生の仕事やプ
ライベートなど日常を紹介しています

企業PR動画制作
デジタルサイネージ動画制作
YouTube動画の制作
動画広告制作（YouTube広告等）
イベント、式典動画制作
商品紹介動画
卒業記念、結婚式用動画
スライドショー動画

https://www.youtube.com/channel/
UCtH73krTrRqmEKabaq4UPug

https://youtu.be/F8AydYcRUtc
https://www.youtube.com/channel/UCtH73krTrRqmEKabaq4UPug


Business Support
映像制作のご案内

求人の案内を動画にすると仕事
の内容や職場の雰囲気がイメー
ジしやすくなります。

66,000円（税込）

クリーニング店無人受付機の使
い方を説明する動画を作りまし
た。スマホ画面を表示させわか
りやすい動画です。

137,500円（税込）

ホテルのプロモーション動画、
施設内の説明や、近隣には商店
街などもあり利用者の目線に立
った動画を作りました。

https://youtu.be/Lm800NP1vwY

250,000円（税込）

https://youtu.be/LOORzqOLqKw
https://youtu.be/JvUnZYCf9LQ

動画制作料金
https://youtu.be/DL0AlTpin-E

制作事例
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プラン ライトプラン ベーシックプラ
ン

スタンダードプラ
ン

基本料金 66,000円 137,500円 198,000円

映像尺 1分～2分以内 5分以内 10分以内

編集 ○ ○ ○
企画・台本 △（簡易台本） △（簡易台本） ○
撮影 2時間 半日 1日

BGM・効
果音 フリー音源

ご用意いただい
た動画や写真な
どの素材にテ
ロップなどの情
報を加えて、映
像を編集します。
デジタルサイ
ネージや、記念
動画、スライド
ショー動画など
にオススメです。

当社がオススメ
する通常の動画
制作プランです。
簡単な企業PRや
商品紹介など、
動画の撮影まで
を行います。
しっかりとした
動画を作成した
い方は、ぜひご
利用ください。

会社案内やPV動
画など、動画企画
構成から行い、撮
影・編集までしっ
かりとした映像制
作が可能です。ま
た、こだわりの音
源やナレーション
などオプションで
対応します。

プロのクオリティーで動画を制作しよう！

https://youtu.be/Lm800NP1vwY
https://youtu.be/LOORzqOLqKw


Business Support
映像制作のご案内

コンサートや講演会、セミナー・卒業式や入学式など、イ
ベントのライブ配信をすることができます。YouTubeLive
・Facebook ライブを使って配信します。オンラインイベ
ントなどにいかがでしょうか。

コンサ－トやセミナ－・講演会など
出張ライブ配信のご案内

動画撮影では低予算の動画制作を実現するために、簡易的で尚
且つキレイな仕上りができるように、定点で撮影する場合にはデ
ジタル一眼カメラ、動きのある動画の撮影にはスタビライザーを
使用してiPhoneで撮影します。

動画または写真の出張撮影
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ライブ配信費用 77,000円

通信回線費（実費）
依頼主が用意した場合は無料

交通費（スタッフ2名実費）
その他費用

※出張ライブ配信はスタッフ2名でお伺いいたします。

撮影費用 38,500円
その他費用 交通費（スタッフ1名分実費）

※上記はスタッフ1名の費用となります。
※撮影時間は3時間までの費用となります。それ以上の時間を要
する場合は使い費用がかかります。
※カメラ・三脚・ライティングなどの機材の費用も含まれます。



Business Support
映像制作のご案内

スッキリとした綺麗な空間でトークをしながら、動画を撮影・配信す
ることができます。トークは、「対談型」「鼎談型」「座談会型」や、
ニュース番組のようにデスクで横並びに座って話をする「バラエティ型
」などレイアウトは様々です。

専用スタジオを利用してライブ配信
11,000円（税込）

カメラ① カメラ② カメラ③

YouTubeLive・Facebook ライブを使って配信することができま
す。また、ライブ配信ではなく、通常の動画撮影や写真撮影のス
タジオとしても利用することができます。
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スタジオに設置された3台のカメラの映像が「自動スイッチング」機能
により、カメラアングルを7秒ごとに自動で切り替えます。この自動ス
イッチング機能を使うことで、スタッフゼロの撮影・配信が可能になり
ます。また、3台の設置カメラのアングルが入れ替わることで、本格的
なトーク番組を撮影することができます。



Business Support
映像制作のご案内

99,000 円（税込）

動画の撮影や編集だけでなく「YouTubeチャンネル」
の運営、企画、サポートを承っております。個人はもち
ろん企業の魅力を伝えるためにYouTubeチャンネルを
作ってみませんか。

YouTube運用サポ－ト

https://www.youtube.com/channel/UC0Roa9-
3A3X5ooQsek12YQw

運用実例①
https://www.youtube.com/channel/UCxp44fJyEnykDbGY5jxB2Rw

運用実例②

スタジオ撮影 22,000円 2時間撮影

編集 27,500円 1本の価格（10分程度）

アシスタント 22,000円 1人30分5500円

サムネ 5,500円 1本

バナー 11,000円 1回

チャンネル制作費 11,000円 初回のみ
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得丸靖晃が教える「100年人生時代 賢いお金のため方」を学べ
る、お金の勉強チャンネル

板橋区・練馬区のお店や活動などを紹介する地域密着
YouTubeチャンネル。

https://www.youtube.com/channel/UC0Roa9-3A3X5ooQsek12YQw
https://www.youtube.com/channel/UCxp44fJyEnykDbGY5jxB2Rw


Business Support
広告宣伝サポート

低価格でデザイン性の高いHPを持つことができる
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https://www.kitchen-em.com

制作事例

137,500 円（税込）

ドメイン取得・接続・SSL作業 11,000円

撮影（撮影時間3時間、動画または静止画の撮影） 38,500円

サイト追加ページ制作（1ページ） 11,000円

・WiX使用料・ドメイン取得費用は別途となります。

トップページ＋3ページまで
制作打合せは2回まで

アフターサポート（定期サポート）
更新・修正・管理、打合せ・相談

5,500円／月

アフターサポート（都度ポート）
・操作方法説明
・コンテンツ更新
・ページ修正
・ホームページ編集の操作説明
・追加ページ制作

5,500円
11,000円
22,000円
22,000円
11,000円

地域に根差した町の洋食屋さんのホームページを制作しました。お食事メ
ニューや店舗の案内はもちろん、新着のお知らせなど情報発信をすることが
できるホームページとなっております。

ホームページを制作する場合、デザイン・コーティング・システムの
3つの工程が必要で費用が掛かります。そこで、WiX(ウィックス)な
どのサイト制作サービスを利用して制作することで制作にかかるコス
トを下げることができ、尚且つサイトの更新もわかりやすいため、ク
ライアント様自身で行うことが容易になります。

https://www.kitchen-em.com


Business Support
広告宣伝サポート

配布地域や部数はお客様が指定することができます

ASA光が丘公園では、新聞購読をされている8600件の
お客様に新聞折込でチラシを配布することができます。ま
た、新聞購読をされていない30,000世帯へもポスティン
グによるチラシ配布が可能です。さらには我々の配達区域
だけでなく板橋区や練馬区全域のように広範囲の新聞折込
の手配もできますのでお気軽にご相談ください。

新聞折込またはポスティングで配布
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新聞折込

ASA光が丘公園
板橋区成増1丁目、赤塚新町2・3丁目
練馬区光が丘1・2・3・4・5・7丁目
旭町2・3丁目、田柄1・2・3・4・5丁目

A4・B4サイズ

1部3.63円（税込）～
朝日・日経・毎日・東京

8600件

新聞折込費用

8,600件×3.63円＝31,218円（税込）

ポスティング A4・B4サイズ

平場地区

1部4.5円（税込）～
成増・田柄エリア

マンション集合住宅

1部4.5円（税込）～
光が丘エリア



Business Support
広告宣伝サポート チラシのデザイン制作 3つのプラン

新聞折込やポスティングなど、お店の宣伝にはチラシの制作
が必要です。「ネットで印刷は出せるけど、デザインはどうし
たら良いのかわからない。」そんなお悩みはございませんか。
ぜひ当社のデザイナーが皆様の要望にお答えしてチラシのデザ
イン制作をさせて頂きます。こだわりや予算の都合もあるかと
思い3つのプランを用意しました。

お店のチラシをデザイナーが制作
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こだわりプラン
デザイナーに要望をしっかりと伝えて、
まずはどんなチラシのデザインにするか
ラフデザインを作ります。ラフデザイン
をもとにイメージを膨らませて、こだわ
りのチラシデザインを作ります。

しっかりとデザインを作り込んで、こだわりのチラシを作りたい方へ

A4片面 55,000円
A4両面 77,000円
B4片面 66,000円
B4両面 88,000円

販売価格

ベーシックプラン
デザイナーがチラシをデザインするベー
シックなプランです。新商品の販売や特
売にキャンペーンの案内など、チラシの
用途に合わせてデザインを作成します。

デザインはお任せして、クオリティの高いチラシを作りたい方へ

A4片面 33,000円
A4両面 55,000円
B4片面 44,000円
B4両面 66,000円

販売価格

レイアウトプラン
お客様のイメージを作成したレイアウト
原稿の用意をお願いいたします。原稿
は、手書きでもOK。その原稿をもとにレ
イアウトをデザインして版下データを作
成します。テキストや写真などの素材の
データもご用意ください。

手書き原稿をデザイナーにレイアウトしてもらいたい方へ

A4片面 22,000円
A4両面 33,000円
B4片面 33,000円
B4両面 44,000円

販売価格



チラシのデザインから印刷・配布まで
一括してサポ－ト

チラシの「デザインを作り、印刷して配布する」全て
の工程をパッケージ化することで、費用を抑えて宣伝を
することができるサービスをはじめました。光が丘公園
地域でご商売をされている人にはオススメのサービスで
す。ご予算や用途に合わせて制作することも可能ですの
で、お気軽にご相談ください。

Business Support
広告宣伝サポート

チラシのデザインから配布まで
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A4サイズ 片面デザイン

ベーシックプラン

A4サイズ 片面フルカラー

9000部印刷

A4サイズ 光が丘公園

8600部 新聞折込

33,000円 15,630円 31,218円

+ +デザイン
制作料金 印刷料金

新聞折込
料金 79,848円

合計金額

広告Aプラン（デザイン・印刷・新聞折込8600部）



B4裏面1／3枠

毎月1日に約7000件に配布しております、ココナだよ
りに掲載することができます。
2018年から毎月1日に発行し続け、大変ご講評をいただ
いている大人気シリーズ、ゴリ田が行くに掲載。

Business Support
広告宣伝サポート

当社発行のミニコミ誌に掲載
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33,000円（税込）

取材・撮影（1時間）、記事制作、地図制作費用込み

配布エリア
板橋区成増1丁目、赤塚新町3丁目
練馬区田柄全域、光が丘1～5、7丁目

旭町2～3丁目
埼玉県和光市白子の一部エリア

朝日新聞、日経新聞、東京新聞、毎日新聞に折込配布



Business Support
デジタルサポート
のご案内

業務をデジタル化することで仕事
の効率が上がり売り上げアップに
繋がります。デジタルサポートで
は仕事のデジタル化を応援し、サ
ポートさせて頂きます。
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1,100円（税込）
2,200 円（税込）

サポート内容

デジタルサポ－ト

デジタルサポートは、オンライン（ZOOM）を使って行いま
す。ZOOMに慣れていない方にもサポートさせて頂きますの
でお気軽にご相談ください。

・Officeの使い方
（エクセル、ワード、パワーポイント）
・Googleマップ登録 ・名刺管理
・ペーパーレス化 ・社内業務効率化の相談



Business Support
デジタルサポート
のご案内

日本国内で月間8,800万人以上（2021年3月末時点）が利
用しているLINEを通して、顧客となるユーザーへダイレク
トに情報を届けることができる「LINE公式アカウント」
。運用がしやすいことから、中小企業や店舗での導入も増
えています。LINEを活用することで集客することや、顧客
化をすることができます。
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LINEコンサルティング
Aプラン Bプラン

月額 33,000円 55,000円

アドバイス ○ ○

コンテンツ提供 ○ ○

リッチメニュー
作成 × ○

友達登録、挨拶
メッセージ作成 × ○

アカウント運用
代行 × ○

定期MTG 月1回 月2回

友達登録チラシ
作成（初回） ○ ○

LINEコンサルティング サポート内容

※コンサル時間の目安（月間）：Aプラン（3時間）、Bプラン（6時間）

https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/


Business Support
デジタルサポート
のご案内

オンライン広告の市場は右肩上がりに成長しており、
2019年には初めて2 兆円を突破。広告費全体の 30.3%を
占めるまで拡大しています。さらに今後も伸びしろのある
市場です。 オンライン広告を活用することで集客や、顧客
化をすることに繋がります。
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web広告サポート
Aプラン Bプラン

初期費用 33,000円 55,000円

広告手数料 20％ 20％

予算管理 ○ ○

キーワード設定 ○ ○

広告文作成・提案 ○ ○

月次レポート ○ ○

週次レポート × ○

月次報告 × ○

web広告 サポート内容

※契約期間なし※初回ヒヤリング1時間込み※広告掲載費用55000円より



お見積り・ご相談はお気軽に

〒175-0094 東京都板橋区成増1-7-22

Contact

nhc-a.jp

nhc-b.jp

NHCコーポレートサイト

NHCビジネスサポートサイト
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http://nhc-a.jp
http://nhc-b.jp

