
2020 年発刊予定リスト
　　　  問合せ先

　

UP への掲載希望 ・ ご質問は

0776-30-0606(UP 編集室宛 )　

平日 10 時～ 16 時それ以外

090-7081-5789( 竹本 )

　 info@up-fukui.com

UP を雑誌として設置して頂ける企業 ・ 店舗様を募集致しております。

毎号発刊後 UP を郵送させて頂きますので雑誌として設置頂けますと

幸いです。

購買費、 郵送費など一切かかりません。

①企業名 ( 店舗名 )

②郵送先住所

を FAX(0776-30-0607) 頂くか、 info@up-fukui.com 迄ご送付ください。

＼UP 設置店募集しております／

■美肌　　発刊予定月 3 月　

今より顔が美肌になるにはどうしたら良いのか？ 「乾燥」 「にきび ・ ふきでもの」

「しみ ・ くすみ」 「たるみ ・ しわ」 「毛穴」 の５つの悩みに対してコスメコンシェルジュ資格を

持った編集者がプロに取材いたします。 肌の悩みのある方への消費活性化を目指します。

対象 ： 美容店 ( エステ、 リラクゼーション店 )、 脱毛店、 化粧品店など

■脱毛　　発刊予定月 4 月 

子供から学生、 高齢の女性までもが、 脱毛をするのが当たり前になってきています！

でもその分、 脱毛店が増えて、 どこにいけばいいのか？どこのサロンが自分に合っているのか？

脱毛を徹底深掘り！福井の脱毛大図鑑！まだ脱毛を行っていない方への消費活性化を目指します。

対象 ： 脱毛店

■お金 × 個人事業主　発刊予定月 4 月 

【いくら頑張っても手元にお金が残らない？】 起業してまもない個人事業主、 または今から

起業したい方に向けて、 必ず役に立つ情報を届けたい！令和新時代のマネーライフアドバ

イザーとして全国発信している編集者が 「お金」 のプロに取材をして人と人を繋げます。

個人事業主をサポートし、 消費活性化に繋げます。

対象 ： 士業、 保険、 銀行、 証券会社、 不動産、 ハウスメーカー、 格安 SIM、

          電力会社 （代理店）、 ネット回線、 旅行会社、 コンサルタント、 集客コンサルなど

■子連れで楽しむ　　発刊予定月 5 月 

子連れの外出は面倒？周りに迷惑？ 「子連れでも気軽に外出したい」 「友達とおしゃれな

ランチに行きたい」 「子育て向けのお店に行きたい」 そんな親御さんの気持ちに寄り添っ

た場所は福井にたくさんあります。

福井の子育てを支える事業様に取材させていただき消費活性化を目指します。

対象 ： 子連れでも行ける店舗 ( 飲食店、 美容室、 雑貨店など )　

         子育て世代を対象にしている店舗　子供向け施設など

■メンズビューティー　　発刊予定月 5 月 

男性も美を磨く時代！男が 『美』 を磨くことは、 仕事、 恋愛、 清潔、 健康などにも直結し、

欠かせなくなってきています。 しかし、 男性はどこのメンズエステが良いのか？値段が高いん

じゃないか？女性のサロンに行くのも抵抗が、、、 と敷居が高く悩んでいる方が多くいます。

福井の美容男性起業家が福井のメンズビューティを紹介します。

男性の人たちの 「美」 の潜在需要を引き出し消費活性化を目指します。

対象 ： 脱毛店、 エステ店 （痩身 ・ フェイシャル）、 男性専門美容室、 リラク ・ マッサージ

　　　育毛店、 ネイル、 マツエク、 整体、 ホワイトニング店、 美容クリニック店など

■こども習い事　　発刊予定月 5 月 

IoT や AI 化により習い事のベースも変化していく現代。 思考力や集中力、 読解力が低下

傾向にある現代において、 子どもの将来の選択肢を増やすには、 どのような習い事やスポ

ーツ学習が適切なのか。

そんな悩みを持つ子育て世代に向けた最新の習い事情報、 そして今後の習い事の在り方に

ついてご紹介します。 習い事の必要性を知って頂き消費活性化を目指します。

対象 ： こどもの習い事事業者、 それに関係する事業者

■イベント　　発刊予定月 5 月  

福井で開催されるイベント情報を発信！　福井で開催予定のイベントを、 「食べる」

「見る」 「体験する」 「買う」 の４つのポイントに絞って紹介。 普段は聞くことのできない

主催者の想いとともに、 イベントへ行く前に押さえておきたいお楽しみポイントをお届けします。

福井のイベントを知って頂き消費活性化を目指します。

対象 ： 嶺北で行われるイベントの主催会社、 イベントに出展する予定の飲食店など

　　　イベントを企画している団体、 イベント会場、 イベント関連業者

■スペシャリスト　　発刊予定月 5 月　

人は一人では生きられない。 生きてゆくには沢山の人の支えが必要である。 世の中には

1 万 7 千種もの 【 職 】 が存在すると言われている。

私達を支えてくれている 【 職 】 について深掘りします。 消費者に様々な職種、 思いを知って

頂き、 消費活性化 ・ リクルートに繋げたいと思います。

対象 ： 一次産業は元より、 建設、 土木、 運送業、 デザイナー、 クリエイター

　　　ウェディングプランナー、 芸術家や伝統工芸など各業界の職人など

　　　プロ意識を持っている個人事業主や企業全般

■美めぐり　　発刊予定月 6 月

県内外の女性をターゲットに美技、 美食、 美湯、 美心、 美観の５つのカテゴリから女性が

体験したくなるコンテンツの紹介をいたします。 県内は勿論県外の方へも発信致します。

当プロジェクトは 「美めぐり」 というプロジェクトが運営しておりその他様々な販促を行っ

ております。 加盟金は無料です。 ご興味ある方はお気軽にご連絡下さい。

女性に魅力的なコンテンツを知って頂き消費活性化を目指します。

対象 ： 美容店舗 ( エステ、 リラクゼーション等 )、 温泉、 伝統工芸、 飲食店、 観光施設等

■結婚が決まったら　　発刊予定月 8 月

福井で結婚が決まったら ・ ・ ・

福井で行っている様々なサービス、 商品がある中で消費者はその情報を得れない事が多いです。

福井で結婚が決まったらまず見る媒体になれるよう様々なサービスを ・ 商品を紹介致します。

また、 妊娠した時の情報も一緒に掲載して参ります。

一生に一度の輝くときをサポートし消費活性化を目指します。

対象 ： ウェディング関係事業者、 妊娠関係事業者

■セカンドライフ　　発刊予定月 9 月 

定年後セカンドライフを楽しく生きたい、 老後が不安などを思う方は多いと思います。

セカンドライフを充実に過ごせるような趣味、 サービスの提供を行う事業者様。

老後の安心のサービス提供を行う事業者様を UP で取材 ・ 紹介させてください。

魅力あるコンテンツを紹介し消費活性化を目指します。

対象 : 小売り、 サービス業など全般

■今日から痩せる　　発刊予定月 11 月  

痩せようと思っても続かない、 結果が出ない。

運動、 エステ、 食事、 知識など様々な方法があります。

本気で痩せたいをサポートする媒体を目指します！

福井で受けられるサービス、 情報等を発信して消費活性化を目指します。

対象 ： フィットネス、 エステ、 健康系事業者など

※発刊月、 タイトルなどは変更する場合がございます。


