
 

平成 22年度「ユビキタス特区」事業 成果報告書（概要版） 

 

プロジェクト名 地域総合ポータルサイト「Jimo通+（プラス）」（ジモト通プラス） 

実施場所 広島県東広島市 

実施期間 平成２１年１０月～平成２２年３月 

組織名 株式会社プレスネット 

住 所 東広島市西条下見６丁目６番２３号 

連絡先 

東広島市西条下見６丁目６番２３号 

TEL０８２-４２４-９３００ 

担当リーダー：繁澤聡 

契約額 ５５，３６２，６５８円 

実績額 ５１，８２６，４９５円 

 

１． 事業の目的 

現在発行されているフリーペーパー・フリーマガジンは全国で９５０社あり、地域コミュニテ

ィにおける情報共有メディアとして重要な役割を果たしてきているものの、休・廃刊したもの

が１５２社（休刊５６社・廃刊９６社）となっており、ビジネスとして継続させていくことに

より、地域コミュニティの発展に寄与していくことには相当の工夫と努力を要する〈出典：日

本生活情報誌協会発行「２００６日本のフリーペーパー」より〉。 

一方、地域コミュニティにおける情報共有メディアとして、主に地域住民などからアクセス

を想定したポータルサイトも多数登場しているものの、グルメや割引情報に特化したポータル

サイトは一時的に実績を上げているが、中長期的に地域コミュニティの情報共有メディアとし

て定着していくことには課題があると考えられる。このため、行政や各産業とのより堅密な連

携の下、地域コミュニティのための２つのメディア、フリーペーパーとポータルサイトとの有

機的な連携モデルの確立が有効である。 

東広島市は国内有数の学術研究都市であり、広島大学をはじめ、計２万人を超える職員、学

生のインターネット利用が積極的である。また、東広島市は地域情報化計画を進めている。そ

の中で、弊社はそのサイトの構築、運営の実証・実験を行うことでフリーペーパー業界の新し

い可能性を示すことを目的とする。 

 

２．ICTを活用した新しいサービス・ビジネスの概念 

 地域の企業・店舗情報やイベント情報を収集・蓄積しているフリーペーパーが東広島市と情

報配信の部分で連携し、防災、医療などの生活に関わる情報と、飲食、美容、カルチャースク

ールなどの企業情報を盛り込んだ地域コミュニティ情報の全般を取り上げるポータルサイト

を開設。パソコン・携帯での検索・閲覧を可能にする。 



また、東広島市内の５カ

所にタッチパネル型情報検

索機を設置し、市民のみな

らず来訪者も当市で観光活

動、経済活動を快適に行え

るようになる。産・学・官

すべてが参加する委員会を

構成することで、生活に関

わるすべての情報を網羅し

た全国初の情報送受信シス

テムを作る。モデル実施を

経て、一部の行政情報、店舗の登録を有料化し収益を得る。 

さらに、新サイト・タッチパネル機器で得た市民の声や関心を母体であるフリーペーパーに

フィールドバックすることで情報媒体としての価値を高める。 

 

特に、東広島市は国内有数の学術研究都市であり、広島大学をはじめ計２万人を超える職員

、学生のインターネット利用が積極的であるため、毎年新しい新入生が引っ越してくるタイミ

ングでの幅広い告知が必要。広島大学では、大学祭の時に合わせ、Jimo通会員を募るイベン

トを開催。市内のサービスや景品がその場で当たる特典もあり、５０人以上の学生が新規会員

となった。 

また、学生のみならず、市民が有益な情報をいつでも取り出せるように、日々「Jimo通＋

」内の情を新しいものに更新していく必要がある。今までは、行政・民間（企業店舗）からの

情報は、さまざまなマスメディア（情報紙・ホームページ・テレビ・ダイレクトメール・新聞

・店舗・携帯電話）を通してやり取りが行われてきた。「Jimo通＋」が完成したことで、行



政・民間（企業・店舗）の情報を「Jimo通＋」で管理し、フリーペーパーやタッチパネルで

の情報発信を行う。このシステムが構築することで、利用者は、安心で分かりやすい情報を得

ることができ、Jimo通＋を通して意見・要望が書き込めるため、今までなかったまったく新

しいコミュニティの場が生まれる。市民にとってなくてならないトータルポータルサイトへ成

長すれば、おのずと「Jimo通＋」に参加する企業・店舗が増加していくことが予想される。 

 

↑2011/6/11に開催した広島大学内でのJimo通イベント 

 

３．実施体制 

店舗・企業などの商業的な情報に加え、生活に関わる幅広い情報を市民に提供するために、 

東広島市企画振興部、広島大学、広島県料理業生活衛生同業組合東広島支部などの関係者で組

織する「Jimo通＋開発・実証運営委員会」を設置。定期的に委員会を開催し、産・学・官か

らの要望・聞き取りを行った。委員会で出た意見・情報を元に、「Jimo通＋」及びタッチパ

ネル内でのサービスに反映。委員会協議の結果を受けてサイト内に学・官が必要とするコーナ

ーを設置。各団体担当者が「Jimo通＋」にアクセスし、市民に対し情報を提供。具体的な情

報掲載作業実証については、プレスネットの泉をリーダーに前藤氏（東広島市企画振興部企画

課長）・西村氏（東広島市企画振興部地域政策課長補佐）が実施する。 

「Jimo通＋」内に市役所との連動コーナ

ーである「市役所イベントカレンダー」

には、東広島市産業振興部から情報をも

らい、市役所のイベント情報や大学のセ

ミナーイベントを掲載。２カ月先の企画

をカレンダー方式で見られるコーナー

を設置。 

↑産学官連携委員会の様子 

 

 

 

 



４．実証実験のスケジュール 

 

ア）Jimo通TOPページの設置（平成21年11月～） 

 現在、「Jimo通＋」のトップページ（右下図参照）では、東広島市周辺の店舗・企業８

４２件（平成２３年７月現在）の情

報を閲覧・検索を可能に。 

 「Jimo通＋」を活用するユーザー

の常習性を高めるために、さまざま

なコーナーを設置。フリーペーパー

の企画を盛り込んだ「グルメ特集ペ

ージ」、最新の地域ニュースがタイ

ムリーに更新される「地元ニュース

」、行政との連携による市長のメッ

セージや東広島市観光協会との連

動によるアザレアフェアリーの「動

画コーナー」、１日１回Jimo通会員

が参加でき、図書券が当たる「ゲー

ムコーナー」、Jimo通＋内に掲載し

てもらった店舗から素敵なプレゼ

ントが当たる「プレゼントコーナー

」などをシステムに組み込む。また

、Jimo通＋内で、Jimo通会員同士

が情報交換できる「ジモトーーク」

も新たに導入。 

 平成２１年１１月の開設以来、Ji

mo通会員も増えていき、当初３０人

からスタートした会員が現在３３

２２人を突破。１日の平均アクセス

数は１万２０００件を突破。  

 閲覧・検索エリアの９５％以上が

東広島市内からのアクセスを誇り、

地元情報を求めている人が増えて

いることが分かる。 

 平成２３年７月からスタートし

たクライアントの有料化も現在４

０件が参加し、日々お知らせコーナーなどを利用し、来客数の増加など成果をあげている。

※「Jimo通＋」の特色は、参加企業・店舗はパソコン・ケータイから２４時間更新が可能

。店舗・企業の紹介ページを作成でき、PR文章・メニュー・写真・おすすめ情報・予約シ

ステムに自由に書き込むことが出来る（予約システムは任意で掲載・非掲載を選ぶことが出

来る）。 



イ）タッチパネル内システムの構築 

 東広島市内５カ所（広島大学内・近畿大学工学部内・広島国際大学内・大型ショッピン

グセンター）に設置するタッチパネルで、情報を表示するシステムをプレスネットが設計。

平成２２年３月に生活に関わるあらゆる情報を市内の主要場所で閲覧・検索ができるように

した。 

イ-結果）市内５カ所に設置するタッチ

パネルの情報を表示するシステムを平成

２２年２月までにシステムを設計（下図参

照）。４６インチの縦型のタッチパネルの

ため、比率が異なるので、新たにシステム

を構築する必要があった。いつでも、どこ

でも、だれでも「Jimo通＋」の情報が得

られるようサイトの「Jimo通＋」と少し

変化を持たせた。 

通常の企業・店舗検索は「Jimo通＋」

と同様に行うことができ、キーワードから

の検索も指でキーボードをタッチする方

式にシフトチェンジ。作動するアイコンも

大きくし、店舗検索・ランキング・イベン

ト・クーポン・お客様の声・電話帳・イベ

ントカレンダーなどよく閲覧・検索される

ページは、ショートカットボタンを設置。

設置する店舗・学術機関の配慮も踏まえ、

動画を削

除。 

     ↑タッチパネルのTOP画面 

 

 

 

 

タッチパネルが作動していないスクリーンセーバー状態

では、マザーコンピューターからデジタルサイネージ（電

子看板）を作成・放映することが出来、行政・学術機関の

情報や店舗情報・防災情報などを動画で流すことを可能に

した。 

  ↑タッチパネルで情報を閲覧 

 

 

 

 



②フリーペーパーの新しいビジネスモデルの実証と 

地域経済活性化に向けたサービスの実証 

 ア）クライアントへの事業説明・一般ユーザーへの広報活動 

  サイトを使った広報を積極的に行っていない店舗・企業に対し、WEBサイトを使った事

業説明及びシステムを紹介。参加申し込みを受け付ける。参加の勧誘・申し込みの受付は継

続して行う。また、その際に民間企業・店舗が必要とする情報を聞き取り、サイトの構築に

反映させる。一般ユーザーに対してはフリーペーパーでの毎号サイトのPRと利用方法の紹

介を実施。会員の募集も行う。 

ア-結果）８４２社・店舗の情報を「Jimo通＋」内に掲載。参加勧誘・申し込みの受付は継

続して行う。Jimo通＋内のカスタマイズについても様々な情報を聞き取り、システムの構

築は継続して行う。一般ユーザーに対してのPR方法として、フリーペーパー及び市の広報

誌に掲載（見本１・２参照）。使用方法や会員登録のやり方、店舗情報や新システムの紹介

などを毎号のフリーペーパーで掲載（見本１参照）。 

 

↑「ザ・ウイークリープレスネット」2011/1/29号で掲載したJimo通告知広告（見本１） 

 

 

 

 

↑東広島市広報紙「広報東広島」１・２月号に掲載（見本２） 

イ）サイトへの掲載作業 

  事業説明をした店舗・企業に対し、「Jimo通＋」・タッチパネルへの掲載内容の打ち合

わせ、写真撮影などを実施。 

  イ-結果）事業説明を行い、「Jimo通＋」内に現在８４２件の店舗・企業データを蓄積。

掲載までのロスタイムを減らすため、平成２３年１０月から営業担当一人ひとりにノート



型パソコンを持参させ、その場でアップ作業を行った。審査待ちの項目には、まだ説明が

しっかりなされておらず掲載していない店舗・企業の件数で、すべてを合算させると１０

２５件となる。審査待ちの店舗・企業については優先的に掲載作業を進める。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  ウ）タッチパネルの設置 

   市内のみならず、観光客など誰でも同じ情報を得ることができるよう、東広島市内５カ

所（広島大学内・近畿大学工学部内・広島国際大学内・大型ショッピングセンター２台）

にタッチパネルを設置。平成２２年３月に、情報サービスをスタートさせた。 

  ウ-結果）市内５カ所に「Jimo通＋」のサイトが閲覧・検索ができるタッチパネルを設置

。１月１８日から地域通信状況を確認し、２９日に現地検査を行う。はじめは有線でのタ

ッチパネル設置を考案していたが、ショッピングセンター・大学側からも良い返答が得ら

れず、無線での通信に切り替えた。イーモバイル契約手続きを２月１０日に終わらせ、回

線の引き込みを１６日に完了。並行し、タッチパネル・パソコン機材などの納品を１８日

までに終了させ、システムの調整・テストを２５日までに行い、タッチパネル５台を市内

各所に設置。 

【タッチパネル設置場所】 

①� 広島大学：東広島市鏡山１丁目3-1：学生支援センター内 

②� 近畿大学工学部：東広島市高屋町うめの辺１番：メディアセンター内 

③� 広島国際大学：東広島市黒瀬学園台555-36：学生支援センター内 

④� ゆめタウン東広島：東広島市西条土与丸1-5-7：2階多目的広場 

⑤� フジグラン東広島：東広島市西条御薗宇4405：1階待合広場内 

⑥�  

集客人数 

 平日（平均） 平日午後（平均

） 

土日（平均） 計（週間平均） 

広島大学 80人 100人 50人 950人 

近畿大学 150人 180人 80人 1730人 

広国大学 300人 400人 100人 3600人 

ゆめタウン 11550人 18315人 55530人 204855人 

フジグラン 12000人 15300人 68250人 204750人 

 

 

月別Jimo通＋掲載クライアント表（図１） 

  掲載実数 月単位獲得数 審査待ち 

１０月 82件 0件 2件 

１１月 200件 118件 12件 

１２月 280件 80件 32件 

１月 350件 70件 58件 

２月 420件 70件 78件 

３月 538件 118件 91件 



③ビジネスモデルの検証 

 掲載店舗・企業へ反響聞き取り 

   「Jimo通＋」・タッチパネルに掲載した店舗・企業へ掲載後の反響を聞き、データを

蓄積。平成２３年７月の掲載有料化に向けたビジネスモデルの検証を平成２１年１０月か

ら開始。「Jimo通＋」・タッチパネルの掲載によってどれだけの経済効果をもたらした

か、クーポン券などを利用し実証。 

（結果）「Jimo通＋」及びタッチパネルに掲載した店舗・企業へ掲載後の反響を聞く。「J

imo通＋」内の店舗ページからクーポンページを開き、クーポンを出力し持参すれば、お

得なサービスが受けられるというもの（図１）。告知を「Jimo通＋」内でしか行ってい

なかったクライアントから、即問い合わせがあり、１０件の予約が決まった。Jimo通ユ

ーザーのクーポンへの関心も高く、平成２１年１１月に開設して以来、アクセス数を伸ば

している。実際、クーポンページを開き、出力し、店舗へアクションを起こす人の割合は

３０％程度だが、実際にクーポンを使用する人が増えてきている。 

                                   （図１） 

 

  実証実験期間内にに、各店舗のクーポンページにアクセスした数値を算出。飲食店が強い

ように思われるが、クーポン内容によっては、美容室などもランクイン。この集計結果を

さまざまな店舗にもっていき、何がユーザーに求められているのかをアドバイス。   

           

 

 



Jimo通＋で企業間のコラボ企画 

 

Jimo通＋を絡めたコラボ企画も同

時に掲載（図１参照）。地元異業種

店舗同士がコラボレーションをし、J

imo通ユーザーな    

らびにフリーペーパー読者へ有益な

情報を掲載した。「Jimo通＋」との

連動は各店舗によって異なり、それ

ぞれの店舗で購入したレシートをJi

mo通クーポンページに張り付け、応

募すれば、素敵な商品が当たるなど

、地元商店同士にも新たな可能性を

見出した。 

         ↑年末年始号掲載の「コラボ企画」（図１） 

【コラボレーション例】 

①地元映画館「T・ジョイ東広島」×地元リサイクルショップ「ジャングルブック」 

コラボレーションクーポン：８枚 

②地元接骨院「原口接骨院」×地元スポーツ用品専門店「EKIHIRO」 

コラボレーション：１０枚など 

 

 

 

 

◆Jimo通＋を閲覧・検索ツール◆ 

２月２５日にタッチパネルが市内５カ所に設置されたため「いつでも・どこでも・だれでも」

Jimo通＋の内容を閲覧・検索が可能になった。すべてのキャリアで同じ情報を得ることがで

きるので、市民にとっては有益な情報ツールなる。市と連動した情報配信やメルマガなどのツ

ールを使用し、さらにアクセス数を増やしていく。 

 

 

 

 

 



 


