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おもしろ！JAPANって？
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LIGブログでの記事掲載・LIGの運営する“いいオフィス”でのイベント開催・LIGメンバーが期間限定で地方
にオフィスを開設する“どこでもオフィス”企画など、地方自治体と読者をつなげ、皆にとっての“Life is 
Good”を実現させていく。それが、我々の目指している活動、「おもしろ！JAPAN」です。 
事業が多岐にわたるLIGだからこそ、地方創生への架け橋となることが可能です。

LIGブログ×地方創生



LIGブログって？

コーポレートサイト×メディア×Social 

国内オウンドメディアの草分け的存在である「LIGブログ」

弊社ではコーポレートサイトをメディア化し、Facebook、
Twitter 等ソーシャルWebと連動させることで、自社のプ
ロモーションを積極的におこなっております。 
それがLIGブログです。 
開設から約4年で、Facebookいいね！数 約51,495、Twitter
フォロワー数 約16,933と、広告費をかけずに自然流入でファ
ンの獲得をしています。 
※Web制作会社で最大級のファン数を獲得しています
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800万PV!!"

月間PV：約500万PV 
月間UU：約250万 

ー直近1ヶ月ー

検索流入が約8割（ドメインがとても強いです）流入チャネル

LIGブログってすごいの？

※2016年9月現在 
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ITリテラシーが高い、Webに慣れている人にリーチできます。 
特にWeb業界、企業のWeb担当者、企業広報に就かれている読者が多いです。 

その他、一部人材・コンサル・教育・メーカー・不動産業界などに従事されている読者もいらっしゃいます。

男女比 年齢層 デバイス
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IT・Web業界の中の人　63.5% 企業の広報・Web担当者 一般の人

��� ������

もう少し細かくみていくと・・・

どんな人が読んでいるの？

※2016年9月末現在 
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LIGが運営するコワーキングスペースで、地方が主体となって開催される食イベント。地方やUIターンに興味のある人
を集客し、ご当地の名物料理を食べながら、地酒を飲み、地域の魅力を伝えます。ローカル食堂

どこでもオフィス
「働き方はもっと自由でいい」という考えから、場所も、時間にもとらわれない働き方を我々は実践しています。仕
事道具を一式持って、旅するように地方に行って、働いている様子を伝えます。

体験!ふるさと納税
地域をアピールする手段の一つであるふるさと納税。聞いたことはあるけどよくわからない人がまだまだ多いため、
地方の魅力を味わいながら、地域貢献もできる制度を、しっかりと体験しながらお伝えする企画です。

地方PR記事 行ったことの無い所にいって、見たことも無いものを見て、食べたことの無いものを食べて、やったことの無いこと
をする。各地の魅力を伝える記事を、制作します。

いいオフィス 東京上野、長野県信濃町、フィリピンセブ島の3ヵ所で展開するコワーキングスペース&シェアオフィスを活用し、地
方創生につながるイベントをさまざまなかたちで開催します。

旅と音楽
旅をしながら、その土地で感じたことを音楽にし、映像をつくります。様々なアーティスト、クリエイターが参加するバン
ド、それが「旅と音楽」です。ありきたりなご当地PR動画ではなく、音楽を軸にしたプロモーションビデオを制作します。

おもしろ！JAPANにはどんなコンテンツがあるの？

※2016年10月末現在 
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事例紹介：ローカル食堂

平成28年度第4回おおいた暮らし塾 in東京
大分県と県のIT企業の協力のもと「IT系移住セミナー」の参加者を募集。 
県の魅力ある食と酒を楽しむことのできるイベントを企画し、LIGが運営する「いいオフィス」で開催しました。 

開催日時：平成28年8月20日（土）14:00-18:00

18名

38名
Men

Women

来場者数
※募集開始から4日で定員

68%

32%
大分県

県外

出身地

5件

7件
2件

7件

3件
移住

各市への
相談

就業

起業

地元企業
への相談

相談件数（全24件）

2名

5名 6名

2名
今すぐ

2-3年以内 1年以内

5年以内

移住希望時期



鹿児島の離島・甑島（こしきしま）のPRのため、5人のLIG社員が、18名の一般の方（※）とともに1週間甑島でリモート
ワークを行い、その様子をLIGブログで公開しました。公開した記事は高い閲覧数を獲得し、広くPRできました。 

　※LIGブログ記事で一般人の「どこでもオフィス」参加者を呼びかけたところ、全国から18名の一般の方を集客    （交通費や宿泊費、食費などは自腹）

事例紹介：どこでもオフィス

1週間限定！鹿児島の小さな離島、甑島（こ
しきしま）でリモートワークをしてきました 
http://liginc.co.jp/268631

・記事公開一週間のPV: 7,848 
・シェア数：1,250

日本一贅沢な朝食が味わえる民宿、甑島（こ
しきしま）の宿「藤や」に泊まってきた 
http://liginc.co.jp/269324

・記事公開一週間のPV: 2,882 
・シェア数：658

まるで天然プラネタリウム！甑島（こしき
しま）のアクティビティを紹介します 
http://liginc.co.jp/268732

・記事公開一週間のPV: 4,445 
・シェア数：804

「大切なものを犠牲にして、生かされてきた」甑
島（こしきしま）に生まれた新施設”コシキテラ
ス”に込められた思いとは 
http://liginc.co.jp/268844

・記事公開一週間のPV: 2,994 
・シェア数：607

どこでもオフィス in甑島（こしきしま）

1週間限定！LIGメンバーと「どこでもオフィス」
で働いてみませんか？～鹿児島編～ 
http://liginc.co.jp/256373

・記事公開一週間のPV: 6,105 
・シェア数：758

一般の方の「どこでもオフィス」参加者の募集記事



事例紹介：地方PR記事

実際に大分県に移住した方にインタ
ビューをし、移住者の「リアル」を
伝える記事に。

大分県 - 移住者インタビュー

ニューヨークからたった28人しかいない大
分の集落に移住した女性にインタビューし
てきた。 
https://liginc.co.jp/311595

・記事公開一週間のPV: 5,298 
・シェア数：685

高知県で有名な「よさこい」を実際
にLIG社員が体験し、本番までの練習
の様子や、体験した感想記事に。

高知県 - よさこい参加

【死ぬかと思った】運動不足の私が高知で
「よさこい」を踊った結果 

https://liginc.co.jp/305920

・記事公開一週間のPV:  9,086 
・シェア数：731

固定化された「白川郷=合掌造り」を
払拭するため、合掌造り以外の魅力
も伝えた旅の模様を記事に。

岐阜県 - 名物以外をPR

世界遺産、白川郷は合掌造り以外にもたくさ
ん魅力がありました。 

https://liginc.co.jp/omoshiro/went/159500

・記事公開一週間のPV: 7,789 
・シェア数：1,190

地方が持つそれぞれの課題や魅力をヒアリングし、理解した上で、さまざまな切り口から企画・執筆をしています。社員が移住やリモー
トワークを実践していることを日頃発信いたしますので、地方に関する記事はLIGブログとの相性もよく、閲覧数が期待できます。

https://liginc.co.jp/311595
https://liginc.co.jp/305920
https://liginc.co.jp/omoshiro/went/159500


LIG サテライトオフィス事例紹介：いいオフィス

LIGが運営する東京上野にある「いいオフィス」にて、地域おこし協力隊の募集イベントを開催。信濃町への移住
やリモートワークについてなど、実際に経験のあるLIG社員も交えてディスカッションを行いました。集客からイ
ベント開催後のレポートまで、LIGブログを活用し発信することで、さらなる認知の拡大につながりました。

LIGブログにてイベントの告知 (集客)

イベントを開催

レポート記事をLIGブログで公開
信濃町に移住する？何もない田舎の地域
おこし【イベントレポート】 

https://liginc.co.jp/239597

▲イベント当日の様子 
23名の方が参加されました！

長野県信濃町  地域おこし協力隊募集イベント 
Life is Good 信州・信濃町！～小さな町の新しい仕事&地域おこしの仕掛け方～



LIG サテライトオフィス事例紹介：旅と音楽

【旅と音楽】静岡県下田市で、波が僕らを待っていました。 
https://liginc.co.jp/318775

静岡朝日テレビが運営するサンセットTVさまと共同で、PV（プロモーションビデオ）を制作しました。現地で作詞、PV
収録、レコーディングまでを行い、その制作の様子を記事にしました。記事には加えて、地域の魅力あるところに行った
り、特産物を食べたりしている様子も盛り込み、地域の良さを包括的に伝えています。

旅と音楽 in静岡県下田市

https://liginc.co.jp/318775


77.8%

22.2%
はい

いいえ

新富町を知っていたか

LIG サテライトオフィス事例紹介：体験！ふるさと納税

おいしく学ぶ勉強会 ～ふるさと納税のおはなし～
宮崎県新富町が主催のふるさと納税を体験できるイベント。ふるさと納税に興味のある方を募り、仕組みやメリット、納税方法などを
知っていただきました。当日は新富町が実際にふるさと納税のお礼として提供している特産品を振る舞い、その場で納税していただいた
方には参加費の返金を行いました。集客もすべてLIGで行い、定員30名のところ29名の方にご参加いただくことができました。

70.4%

29.6%
あり

なし

ふるさと納税の経験

100%

はい

新富町のふるさと納税に 
興味を持ったか

参加者数

29名 
（出席率81%）

ふるさと納税申込者

17名
平均寄付額

9,286円
アンケート結果

【みんなに伝えたい】宮崎県新富町は日
本一のお茶と日本一の牛とウナギと地鶏
がおいしいんです！ 

https://liginc.co.jp/323128

記事で集客

▲ 当日の様子 ▶

https://liginc.co.jp/323128
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会社概要

会社名 

所在地 

設立 

社員数 

役員

株式会社LIG  

東京都台東区小島2-20 -11L IGビル1F受付 

2007年6月 

140名 

代表取締役　吉原豪 

取締役COO      大山智弘 

取締役　　　須田允　 

取締役　　　高遠和也 

監査役　　　手塚和義 

ウェブサイト制作事業 

自社メディア運用事業 

プロモーション・コンテンツ企画制作事業 

地方創生事業「おもしろ！JAPAN」 

シェアオフィス・コワーキングスペース「いいオフィス」運営 

デジタルハリウッドスタジオ「STUDIO 上野 by LIG」運営 

ゲストハウス「LAMP」/アウトドアスクール「サンデープラニング」運営

事業内容
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主要取引先一覧

株式会社アールストア 

株式会社アサツー ディ・ケイ 

株式会社アトラエ 

株式会社EYS-STYLE  

株式会社ウェブクルー 

株式会社AMG Solut ion  

株式会社エイチーム 

株式会社NTTドコモ 

学校法人 東京滋慶学園 新東京歯科技工士学校 

株式会社カヤック 

グリー株式会社 

株式会社グルーバー 

クレアテック株式会社 

株式会社シャルレ 

株式会社セクションエイト

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 

株式会社旅工房 

株式会社DMM.com 

株式会社TBSラジオ 

株式会社テレビ朝日 

株式会社電通 

東京インテリアリフォーム株式会社 

東京都観光汽船株式会社 

株式会社ドワンゴ 教育事業本部 

長野県信濃町 

ナレッジスイート株式会社 

株式会社日宣 

日本土地建物株式会社 

株式会社NEGOHAN

株式会社ネットマーケティング 

株式会社パートナーエージェント 

株式会社ビーボ 

株式会社ヒューマンテクノロジーズ 

株式会社ベアーズ 

株式会社ポニーキャニオン 

株式会社マイナビ 

株式会社メタップス 

ヤフー株式会社 

UDS株式会社 

ライフイズテック株式会社 

株式会社リクルートホールディングス 

株式会社リスティングプラス 

株式会社ロイヤリティマーケティング 

株式会社WACUL

(敬称略・50音順)



媒体規定

■販売している広告について、各商品の料金、枠数、在庫、仕様は予告なく変更される可能性がございますので、お申込前に必ずご確認ください。  
■記載の想定インプレッション数、想定クリック数は過去実績数値をもとに算出したものであり、保証されるものではありませんので、予めご了承ください。

■掲載可否および原稿につきましては、事前に弊社規定に基づき確認させていただきます。 尚、広告内容・表現が本サイトに不適当だと思われる場合、ご掲
載をお断りする場合がございます。 
■競合・同載の調整はいたしませんので予めご了承ください。 
■バナー、背景ジャックのランディングページについて下記に該当する場合、掲載の有無を相談させていただきます。 
　・LIG以外が制作した面白ネタ系のランディングページ 
　・内容が簡素なランディングページ 
■申込受領後、広告主様のご都合で広告掲載のキャンセル、あるいは日程変更をする場合、広告料金に対して下記の料率で違約金をいただきます。 

■第三者の知的財産権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証していただきます。また、ユーザー
保護の観点より、ユーザーからのクレーム等が発生した場合、当社が掲載承諾した画像広告素材につきまして、画像の修正、および掲載中止を させていただ
く場合がございます。 
■第三者から弊社に対して広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主および広告取り扱い代理店の責任と負担において解決するもの
とします。ただし、当該損害が当社および媒体運営会社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 
■広告掲載の実施結果報告書の数値につきましては、当社が使用している計測ツールによる計測数値になるため、広告主および広告取り扱い代理店での計測
数値と異なる場合がございますが、予めご了承ください。 
■広告掲載につきまして、掲載事例として使用させていただくことがございますが、予めご了承ください。

掲載開始日の 5営業日前まで:広告料金の50% 
　　　　　　 3営業日前まで:広告料金の80% 
　　　　　　 当日および掲載開始後:100% 

お申込前に必ずご一読・ご確認ください。
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