
集客イベントサービス
「LIFULL HOME'S キャッチ」のご案内
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ

物件周辺に暮らす⼥性を中⼼に、物件に関するクチコミ作り(特徴や魅⼒など)をお⼿伝いをします。
近隣にクチコミが広がることで、購⼊を考えている⼈のもとに噂が広まり、
購⼊につながる可能性を⾼めてくれます。

貴社と住宅購⼊⾒込み客との橋渡しを致します。

4⽇間でクチコミ作り 週末2⽇間でイベント実施
※モデルルームの周辺で呼び込みなどを⾏います※物件のPRをしながら、週末実施するイベントへの

誘導を図ります
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ（関東）

■ 過去実績

実績①
エリア 東京都練⾺区

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年6⽉

来場者数 156⼈(138組)

実績②
エリア 埼⽟県さいたま市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年6⽉

来場者数 140⼈(72組)

実績③
エリア 埼⽟県三郷市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年7⽉

来場者数 78⼈(27組)

実績④
エリア 千葉県船橋市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年4⽉

来場者数 151⼈(67組)

実績⑤
エリア 神奈川県横浜市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年5⽉

来場者数 97⼈(53組)

実績⑥
エリア 東京都⾜⽴区

物件種別 分譲マンション

実施 2015年5⽉

来場者数 104⼈(52組)
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ（関⻄）

■ 過去実績

実績①
エリア ⼤阪府交野市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年4⽉

来場者数 114⼈(51組)

実績②
エリア ⼤阪府枚⽅市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年7⽉

来場者数 83⼈(38組)

実績③
エリア ⼤阪府枚⽅市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年9⽉

来場者数 125⼈(61組)

実績④
エリア ⼤阪府守⼝市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年6⽉

来場者数 67⼈(41組)

実績⑤
エリア 兵庫県神⼾市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年7⽉

来場者数 43⼈(22組)

実績⑥
エリア ⼤阪府吹⽥市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年7⽉

来場者数 44⼈(15組)



© LIFULL Co.,Ltd. 本書の無断転載、複製を固く禁じます。5

Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ（九州）

■ 過去実績

実績①
エリア 福岡県福岡市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年5⽉

来場者数 102⼈(43組)

実績②
エリア 福岡県北九州市

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年10⽉

来場者数 221⼈(81組)

実績③
エリア 福岡県糟屋郡

物件種別 新築⼀⼾建て

実施 2015年10⽉

来場者数 128⼈(48組)

実績④
エリア 福岡県北九州市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年3⽉

来場者数 56⼈(24組)

実績⑤
エリア 福岡県北九州市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年4⽉

来場者数 42⼈(24組)

実績⑥
エリア 福岡県北九州市

物件種別 分譲マンション

実施 2015年6⽉

来場者数 63⼈(33組)
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ

■ 実施までの流れ

実施
確定

実施2か⽉〜1ヶ⽉前

事前
MTG

実施2週間前

集客

4⽇間 2⽇間

イベント

■ ご利⽤料⾦（1モデルハウスあたり）

4⽇集客･2⽇イベント：80万円(税別)
※別途、配布⽤資料をご⽤意ください(4⽇集客で2,000部程度)
※費⽤には配布プレゼントおよび⼀部装飾品･備品が含まれます(次ページ詳細)
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ

■ 費⽤に含まれる配布プレゼントおよび装飾品･備品について

・⾵船

■ 費⽤に含まれない装飾品･備品について
・テントや机、イス
・うまい棒すくいなどのイベントを実施する場合に関わる備品⼀式

・のぼり ・誘導看板 ・誘導パネル(モデルルーム･駐⾞場案内)
・来場者プレゼント「１家族１つ(組数カウント⽤)」と「1⼈1つ(⼈数カウント⽤)」の2種類

※プレゼントの内容は予告なく変更となる場合がございます
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ

■ キャンセルおよび⽇程変更について

【⽇程変更】
実施⽇の変更は、1回⽬であればキャンセル料は発⽣いたしません。※集客開始⽇の2週間前まで
ただし、2回⽬以降に関しましては、キャンセル料の半額を頂戴いたします。
また、実施⽇を変更した上でキャンセルした場合、キャンセル料の1.5倍の⾦額を頂戴いたします。

※以下に該当する事案に関しましては、キャンセル料を頂戴いたします。

【キャンセル】
サービス開始⽇の2週間前を過ぎてからキャンセルした場合
キャンセル料を頂戴いたします。

4⽇集客･2⽇イベント ⇒ 20万円(税別)

2回⽬以降の⽇程変更料※⽇程変更毎 ⇒ 10万円(税別)
2回⽬以降の⽇程変更およびキャンセル料 ⇒ 30万円(税別)
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ

■ 別途費⽤の発⽣について
※以下に該当する事案に関しましては、別途費⽤を頂戴いたします。

【集客⼈員の調整】
貴社エリアの管轄拠点(※拠点:東京･⼤阪･福岡)で実施希望週の⼈員空枠がなく、
管轄外拠点で⼈員空枠があり、その⼈員をご利⽤いただく場合は別途費⽤を頂戴いたします。

東京⇔⼤阪 ⇒ 10万円(税別)

東京⇔福岡 ⇒ 15万円(税別)

⼤阪⇔福岡 ⇒ 10万円(税別)
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Ver.2LIFULL HOME'S キャッチ

Q.チラシ配布エリアの範囲はどこまでですか？

A.現場からおよそ半径500ｍの範囲で実施いたします。
ご希望があればご指定いただくことも可能です。

Q.チラシ配布の許可はとりますか？

A.公共施設やスーパーなどの許可が必要な場所での配布は
必ず許可をとってから配布しております。

Q.チラシ配布数や配布⼈数はどれくらいですか？

A.チラシは1⽇あたりおよそ400〜500枚配布する予定です。
ただし、天候等によって変動します。 配布⼈数は、1⽇2⼈×4⽇間となります。

■ よくあるご質問
Q.住宅展⽰場等、モデルハウスが複数の場合、料⾦はどうなりますか？

A.イベント実施箇所が⼀箇所であれば、⼀箇所での料⾦が適⽤されます。
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Ver.2

営業時間 10:00〜19:00（⼟⽇祝⽇を除く）

株式会社LIFULL
LIFULL HOMEʼS事業本部 売買事業部 注⽂住宅ユニット

TEL 03-6774-1655 03-6774-1728

Iezukuri-homes@LIFULL.com

FAX

LIFULL HOMEʼS 注⽂住宅への掲載のご依頼、ご不明な点は
弊社営業担当までお問い合わせください。

お問合せ

ご不明な点は
弊社営業担当までお問合せください
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Ver.2会社概要

会社名 株式会社LIFULL 英⽂：LIFULL Co.,Ltd.

本社所在地 〒102-0083
東京都千代⽥区麹町1-4-4

部門代表電話 03-6774-1655 

部門FAX 03-6774-1728

上場市場 東京証券取引所 市場第⼀部

設立 1997年3⽉12⽇

資本金 3,999百万円

代表者 代表取締役社⻑ 井上 ⾼志

従業員数 1,245名（2017年12⽉末現在、内、臨時雇⽤者数 212名、海外⼦会社133名）

事業概要 不動産情報サービス事業
•総掲載物件数No.1（※）の不動産・住宅情報サイト
「LIFULL HOMEʻS（ライフル ホームズ）」の運営 ※産経メディックス調査（2018.1.30）
その他事業
•花の定期便サービス「LIFULL FLOWER」の運営

主な子会社 •Trovit Search, S.L.
•株式会社 Lifull Marketing Partners
(2015年10⽉1⽇に「株式会社 アクセリオン」から社名変更いたしました)
•株式会社LIFULL senior
•その他LIFULL関連会社
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