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“地域”
というこれからのキーワードに向けて・・・
2006年7月にグランドオープン。
滋賀をキーワードとした、
滋賀初のブログポータルサイトです。
オープン以来、順調に会員を増やし、
現在では1,600名以上の会員が利用、
月間総アクセス数300万PVをほこる、
県内最大級のアクセスを誇るサイトです！
　　　　

　

滋賀咲くブログとは？

NEWS＆メディアデータ 2008年4月

アクセス快
調！

３月は300
万PV達成！

合資会社ドットラボ
〒520-0806滋賀県大津市打出浜2-1　コラボしが21　406　　TEL 077-558-6070　FAX 077-527-6518
http://dotlab.jp　E-mail：info@dotlab.jp

企画・運営

2008年3月末日現在
会員数：1,706人

開設ブログ数：1,653サイト
2008年3月アクセス数

月間ページビュー(サイト全体)：303万PV
月間ページビュー(トップページ)：30万PV

月間ユニークユーザー：18.2万

ページビュー＆ユニークユーザー推移

地域とみんなのこころに咲く滋賀の"今"満載！地域発信型ポータルサイト

★スプレク滋賀2008
　キャッフィー＆サポーター日記
　スタート！
★おはよう朝日番組企画
　「餃子のひとりごと」
　脅威のアクセスを記録！
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滋賀咲くWEBマガジンスタート！
第一弾はバレンタイン企画！

滋賀咲くTOP＞スタッフ企画＞滋賀咲くWEBマガジン＞チョコレート＆スイーツ

滋賀咲くNews!
おはよう朝日に登場！

３月５日のABC朝日放送「おはよう
朝日です！」に、代表の松崎がブロ
グ指南役で登場しました。約１０分
間にわたり、「ブログとはどんなも
の」かの解説や、レポーターの田中
涼子さんのブログパワーアップなど
をお手伝い。そして、ニュースキャス
ターの島田大アナウンサーの１日限
定ブログも公開。１日で35,000アク
セス、コメント487件を集める大人
気となりました。ヤフー検索ランキ
ングにも登場し朝日放送内でも、こ
の 話 題 で も ち き り と か ？ ？

ブログ講習会も大盛況！

３月１５日、コラボしが２１でブロ
グ講習会が行われました。１５名の
参加をいただきました。みなさん真

　バレンタイン特集を１月～２月
初旬にかけて実施しました。滋賀
咲くTOPバナー、ブログサイドバ
ナー、オーバーチュア・グーグル
アドワーズ広告経由で多くのアク
セスを獲得。1/25～2/14の期間
中、閲覧数約400/日、来訪者数
約150/日のアクセスを平均して
記録しました。
　企画終了後もスタッフ企画カテ
ゴリでご覧いただけます。次回企
画はウェディングを予定しており
ます。 ▲コンディトライ アキヤマ（草津）
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滋賀咲くブログの構造って、
どうなってるん？

OFF会スナップ！

（2008年3月）

2008.3.29
滋賀咲くカフェ/ござれ

2008.2.17
滋賀咲くカフェ/ダルセーニョ

2008.3.22
滋賀咲くカフェ/20-7番地

キーワードランキング
2008年3月度

検索語 検索回数 割合

滋賀 2,301 1%

ひこにゃん 1,988 0.8%

滋賀咲く 1,953 0.8%

餃子のひとりごと 1,815 0.7%

滋賀咲くブログ 1,242 0.5%

グッズ 1,205 0.5%

新名神 989 0.4%

p905i 950 0.4%

値下げ 865 0.3%

ブログ 817 0.3%

インターネットTV
（動画枠/FLV形式）

プレスリリース新着
※イベントや催し告知に！

ブログ新着
※記事内写真も自動表示

アンケートコーナー

直近人気キーワード

注目記事PICKUP

滋賀の話題トピックス

おすすめイベント

ブログランキング

フォトラバ
グランプリ

ジャンルカテゴリ

エリアカテゴリ

社長/リーダーズ
ブログ

ゲストブログ

しがまにあ
（スタッフ企画ブログ）

携帯QRコード

おしらせブログ新着

新着ブログ

“旬”の滋賀が見えてくる！単なるブログポータルではありませんぞ！
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バナー広告料金表

A2 A3A1

B1

D1

※長期レギュラー掲載につきましては、別途ご相談させていただきます。

掲出場所 サイズ 月額料金（税別）

TOPページ

Ａ１ 466×60px ￥200,000

Ａ２ 200×60px ￥70,000

Ａ３ 180×60px ￥100,000

テキスト 半角72文字 ￥30,000

TOPページ
上部以外

中央 08/10/24 ￥150,000

Ａ２ 200×60px ￥50,000

Ａ３ 180×60px ￥70,000

テキスト 半角72文字 ￥15,000

ジャンルページ
エリアページ

Ｂ１ 190×60px ￥20,000

管理画面 Ｄ１ 450×50px ￥100,000

オリジナル
テンプレート制作

ヘッダーカスタマイズ／￥20,000～
オリジナルカスタマイズ／￥50,000～
※ロゴ・イラスト制作別途

トップページ

ｼﾞｬﾝﾙ/ｴﾘｱページ

管理画面
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インターネットTV料金表

※操作メニュー
（カーソル移動で表示）

※チャンネル切り替え

公式サイトやショッピングサ
イトなど詳細ページへ誘導

●全１２チャンネル

●１番組　３０秒～１８０秒迄

●リンクボタン搭載

●操作メニュー

●番組案内

●その他詳細

１～２・・・地域ＰＲ・トピックス
３～８・・・地域地元広告・ＣＭ
９～１２・・・全国コンテンツ・全国広告・ＣＭ

商品販売ページや詳細ページのリンク等
映像コンテンツからの誘導を実施。

再生、早送り、巻き戻し、音量調整

画像形式：ＦＬＶ形式
映像サイズ：320×240 
左下（CLICK）ボタン：57×42 

デフォルト画面は番組の一覧表示となりま

インターネットTV概要 掲載時間 月額掲出金額

30秒 ￥50,000

60秒 ￥100,000

90秒 ￥150,000

120秒 ￥200,000

180秒 ￥250,000

※消費税別途。
※掲載期間は1ヶ月
※制作費は別途となります。
※各種動画形式によるFLV変換は、
　¥5,000にてご対応させていただきます。

※長期レギュラー掲載につきましては、
　別途、ご相談させていただきます。

●キャンペーン・プロモーション
●ブランド告知
●イベント告知
動画で印象的にPR！！
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運営会社概要
■会社名　　合資会社ドットラボ(英語名表記 DotLAB INC.)
■設　立　　2006年2月
■所在地　　〒520-0806 
　　　　　　大津市打出浜2番1号　コラボしが21　406号
■ＴＥＬ　　077-558-6070　
■ＦＡＸ　　077-527-6518
■代表者　　無限責任社員　松崎和弘
■社員数　　1名＆外注スタッフ・外部取材スタッフ
■資本金　　400万円
■所属団体　大津商工会議所
　　　　　　滋賀県中小企業家同友会
■代表者プロフィール
　名　前：松崎和弘（まつざきかずひろ）44才　
　出身校：大阪府立寝屋川高校卒業、
　　　　　京都府立大学農学部林学科卒業
　職　歴：第一紙行、タオコミュニケーションズ、
　　　　　山田プランニング、関広を経て、みんなで作る新聞社勤務。
　　　　　広告畑で18年勤務の後、
　　　　　2006年2月合資会社ドットラボ設立。
■事業内容　
　◆地域ブログポータルサイト「滋賀咲くブログ」運営事業
　◆ホームページ制作・コンサルティング事業

コラボしが21

インキュベーション
4F406号室

スタッフ全員集合！

運営スタッフブログ紹介

湖岸のほとりのお仕事日記
http://matsu.shiga-saku.net/

湖底からブログ
http://kotei.shiga-saku.net/

お気軽にお問い合わせください！

滋賀咲くブログ理念

◆地域とみんなのこころに咲く、
　滋賀咲くブログがめざすもの
滋賀に住む人、訪れる人。ゆかりのある人。
滋賀をもっと知りたい人、知ってほしい人。
そんな人々がブログを通してつながりあうことで
暮らしや社会、文化やモノが行き交い、
新しい“滋賀”をみんなで目指していく・・・
地域発信型ポータルサイトです。

◆３つのミッション
近江商人のこころを、いまに咲かせます。
１．ネットワークのよりよい活用を推進
２．既成概念にとらわれない自由な発想
３．地域、社会への貢献

◆“滋賀咲く”三方よし
伝えてよし、知ってよし、結んでよし

合資会社ドットラボ
〒520-0806　滋賀県大津市打出浜2-1　コラボしが21　406　TEL 077-558-6070　FAX 077-527-6518
http://dotlab.jp　E-mail：info@dotlab.jp

http://matsu.shiga-saku.net
http://matsu.shiga-saku.net
http://kotei.shiga-saku.net
http://kotei.shiga-saku.net

