
日本初！！「やりがい・生きがい」を求めるアクティブシニアのための 

仕事情報サイト「６０歳からの仕事ガイド2013」http://hito.bz/を活用した 

アクティブシニアに向けた広報＆販促活動提案書 
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本事業が定義するアクティブシニアとは 

事務職・営業職等ホワイトカラー 

中高年就業者 

特殊技能・自営業・個人事業従事者 

農林水産業従事者 
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生きがい・やりがいへの意識が高く、自己実現欲求と経済的な欲求・安定、双方が満たされたシニアライフの実現を目指し 

 “新たな決断や判断を積極的に行う購買力旺盛な中高年世代”です。 

「６０歳からの仕事ガイド2013」を活用した広報＆販促活動提案書 

定年退職者 

退任者 

中高年齢層 
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アクティブシニアのための仕事情報サイト 

「６０歳からの仕事ガイド2013」の仕組み 

http://hito.bz/ 

「６０歳からの仕事ガイド2013」 

WEBサイト 
・仕事情報・記事・コミュニティ（運営者、利用者） 
・上田信一郎 寄稿 

・アクティブ・シニア セレクトショップ 

イベント「アクティブシニアカフェ」 
・セミナー 

・交流会・勉強会 

上田信一郎 

事業運営メンバー 

（アクティブシニア） 

提携・協賛 

広告企業 

社会情報 

取材情報 

・定年退職者 

・退任者 
様々な社会活動の中か
ら、これまで得た知識や
経験、能力が発揮できる
場を探している。 

・就労中の中高年 
年金開始年齢の高齢化
（65⇒70？）への懸念など

経済的不安から、長期継
続的な収入確保の必要性
を強く感じている。 

利用者 

アクティブシニア 
事業運営者 
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仕事は、主として雇われない形態を扱い、請負、
受託、代理店、ＦＣその他起業案件情報が主です
が、ビジネスパートナー募集やプロジェクト型ビジ
ネスのメンバー募集も含みます。また一部に有償
ボランティア、人材派遣など雇用形態の情報も扱
います。シニアに向けてこのようなコンテンツを掲
載したWEBサイトは日本ではじめてです。  

 

１．６０歳からの仕事情報、 ２．シニアの起業と副
業 、３．社会貢献とＮＰＯ、 ４．シニアのパソコンと
インターネット 、５．SNS、などのコンテンツと機能

を設け、情報収集と対話、マッチングが可能な仕
組みになっております。 

 

運営者による寄稿、サイト登録者による投稿、中
高年層を対象とする事業者の情報提供と広告に
より、アクティブシニアに対して魅力的な最新コン
テンツを構成し、来訪者を増やします。 

 

アクティブ・シニアのための仕事情報サイト 

「６０歳からの仕事ガイド2013」のコンテンツ 

http://hito.bz/ 

アクティブシニアを対象とした商品・サービスを販売する事
業者、FC、ビジネスパートナーなど事業参加者募集を行う
事業者には、無償の情報提供スペースと、有償の広告ス
ペース・広告機能を提供します。（審査有り） 

「６０歳からの仕事ガイド2013」 
TOPページ 



超高齢化社会、アクティブシニアに向けた広報＆販促活動は必要不可欠です。 

アクティブシニアに向けた広報＆販促活動のご提案 

「６０歳からの仕事ガイド2013」を活用した、アクティブシニアに向けた広報＆販促活動 

超高齢化社会が到来 

少子高齢化により、日本人の年齢別人口比率は、高齢化の一

途をたどっています。中高年層の人口比率は増加し、２０４０年

の高齢化率は33.2%(3.0人に1人が65歳以上)とも予測されて

います。人口比率の多数を占めるシニア世代からの高評価、

好印象は、企業の発展に好影響を与えます。 

 

アクティブシニアの関心は生きがいと経済的安定 
高齢予備軍のシニア世代は、東日本大震災をきっかけに、社
会参加・社会貢献意識、いきがい・やりがいの意識などは、高
まりつつあります。一方では年金開始の高齢化（65⇒70？）
への懸念による、老後の経済的不安があり、それらに関する
情報に高い関心があります。それに対する懸念から、情報収
集意欲・研究意欲、新しいことへの挑戦意欲は旺盛です。 

アクティブシニアの生活は、インターネットが不可欠 

国内、インターネット通信機能を有する機器、パソコン、携

帯電話・スマートフォンは、１億台以上に達し、インターネッ

ト利用が不得手と言われる中高年のなかでも、アクティブシ

ニアに関しましては、メール、ソーシャルメディアなどによる

情報収集、交流など、日々インターネットを活用しています。 

 

アクティブシニアは購買力旺盛な消費者 

アクティブシニアは、大きな意思決定や判断、将来への投

資を積極的に行う購買力旺盛な消費者です。意思決定に

は、インターネットの広報＆販促が大きな影響を与えていま

す。すでに家電業界、飲食店業界、自動車業界などでは、

ネット上の評価・印象が事業の成否を決定しています。 
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アクティブシニアに向けた広報＆販促ができる 

ー「６０歳からの仕事ガイド2013」の特長ー 

１．日本初の中高年向け仕事情報サイトにより「アクティブシニアを大量集客」 
 
⇒ 購買意欲の高い中高年齢層に対し、シニア向け商品の広報＆販促が可能です。 
 
⇒ 貴社事業への参画者、貴社の業務を支援する有能なシニアスタッフの募集が可能です。 
 
２．「６０歳からの仕事ガイド」著者 上田信一郎 企画・監修による「信頼・安心」「社会的ニーズへの対応」 
本事業は、書籍「６０歳からの仕事ガイド」「４５歳からの転職・独立を成功させる本」など雇用、起業関連書籍を多数執筆す
る著者であり、大学や企業にて講演・教育活動を行う上田信一郎（株式会社ライフワーク代表取締役）の事業参画、監修を
得て、企画されており、近年の社会的ニーズにマッチした事業です。 
 
３．サイト利用者と同じアクティブなシニアが企画・運営することにより「アクティブシニアからの共感・好感を創出」 
サイト利用者と同様に知的業務に従事する、シニアの有志、起業成功者、個人事業者、有識者により、事業企画、サイト運
営を行っております。国内外、幅広いビジネスアイデアの提供や、事業参加者の募集など、体験談などを掲載し、アクティブ
シニア特有の関心事に応え、共感と好感を創出します。 
 
４．アクティブシニアを対象としたイベントの開催、調査・分析、通販、出版事業などにより、さらに「効果的な広報＆販促」 
WEBサイトによる情報提供・交流だけでなく、希望する事業者に対しては、申し込みフォームの設営、資料請求フォームの
設置、SNS機能の提供を行います。サイトに関連したセミナーや勉強会の開催、意識調査、商品やサービスの販売などを
行い、より効果的な広報＆販促活動を行うことが可能です。貴社独自のご希望やご要望に応じます。 
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アクティブシニアに好感を持たれるコンテンツと機能を駆使し、効果的な広報＆販促。 



アクティブシニアに向けた広報＆販売促進案 

アクティブシニアに向けた広報＆販売促進活動の目的例 

①「高齢化社会や暮らしに貢献する

社会企業であることの周知」 

 

②「シニアの生活や人生を支援する

企業であることの周知」 

 

③「シニアから親しみや愛着をもって

いただくこと」 

①請負、受託、代理店、ＦＣその他 

事業参画者募集 

②ビジネスパートナー、新事業プロジェクト 

参加者の募集 

③「自社商品・事業の内容を周知する」 

④「シニア向け商品の販売促進」 

 

⇒自社サイトへ 

⇒申し込みや契約・購入へ 

広報活動 販売促進活動 
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「６０歳からの仕事ガイド2013」WEBサイト http://hito.bz/ 

 広報＆販促へのご利用・ご活用の方法 
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WEBサイト内バナー広告 ・ リンク広告 
 

○賛助団体バナー広告 

場 所：トップページ下段 

特 典：リンクおよびSNS（希望者のみ） 
サイズ：横１６６ピクセル縦５０ピクセル 

期 間：６ヶ月  料 金：３万円（消費税込み） 
 

○有料バナー広告 

場 所：トップページ右サイド上段 

特 典：リンクおよびSNS（希望者のみ） 
サイズ：横１６６ピクセル縦５０ピクセル 

期 間：６ヶ月  料 金：１０万円（消費税込み） 
 

○有料バナー広告 

場 所：セカンドページ（フォーラム欄）右サイド上段 

特 典：リンクおよびSNS（希望者のみ） 
サイズ：横１６６ピクセル縦５０ピクセル 

期 間：６ヶ月  料 金：３万円（消費税込み） 

○広告リンクページ掲載 

場 所：トップページ（シニア起業・副業便利帳欄各カテ
ゴリー）掲載した広告は別途広告カテゴリーに表示しま
す。特 典：【広告】の表記が先頭に付きます。広告記
事およびリンク 

サイズ：広告紹介記事１４０文字以内 

期 間：６ヶ月 

料 金：５千円（消費税込み） 
 

＝掲載規定＝ 

各掲載ページの特性にマッチした広告とします。 

バナーの掲載期間は毎月１日から月末締めとし、中途
からの掲載は無料とします。 

お支払いは掲載開始月の月末までに現金にてお支払
い下さい。公序良俗に反しないこと。コンプライアンス
（関連する法令を順守すること。）を守ること。広告ペー
ジの作成は別途お見積りさせていただきます。 

本WEBサイトを活用した資料請求フォーム、申し込みフォームの設置、SNSの運営、またサイトに関連し、 

イベント開催、通販事業、事業提携などに関しましては、ご意向をお聞きした上でご提案させて頂きます 

http://hito.bz/
http://hito.bz/


「６０歳からの仕事ガイド2013」オープニングキャンペーン 

 

「無料で貴社のバナー広告を掲載します！！」 
 

2月末日までのお申込み者に限定です。 

お早めにお申込みお願いします。 
 

 

今回のオープニングキャンペーンについて 

１．掲載期間は６ヶ月 

２．掲載場所は運営会社が任意の場所に決めさせていただきます 

３．掲載にふさわしいか、審査させていただきます 

 

以上の3点を前提条件とさせていただきます。 
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「６０歳からの仕事ガイド2013」 事業企画・監修 

書籍「６０歳からの仕事ガイド」著者  上田信一郎について 
 

株式会社ライフワーク 代表取締役 

http://lifework.dnserve.com/ 

1946年東京生まれ。株式会社ライフワーク代表取締役。 

教育産業新規事業開発、起業家養成スクール・人材バンク社長などを歴任。 

１９９６年１０月個人独立。２０００年１月（株）ライフワーク設立。 

 

■著書 

●「６０歳からの仕事ガイド」 実業之日本社 発売 

●「レンタル収納商売の始め方・儲け方」 ぱる出版 

●「パソコン便利屋の始め方・儲け方」 ぱる出版 

●「これが資格で生きる道」 洋泉社ムック 

●「便利屋商売の始め方・儲け方」 ぱる出版 

●「インストラクター・講師資格ガイド」 ぱる出版 

●「世界資格チャレンジブック」 同文館出版 

●「キャリア・コンサルタントになる本」 ぱる出版 

●”現代「手に職」ガイド” 実業之日本社 

●「４５歳からの転職・独立を成功させる本」 かんき出版 

 

■雑誌執筆 

●ビジネス社 50代からの自己実現雑誌 ＯＮ！、日経ＹＯＵ ＴＵＲＮ（日経事業 出版）、「あなたにもできるコミュニティビジネス」、「ヒットする超
専門店」「ニュースペシャリストで生き がい独立」、フォーブス（ぎょうせい）「50にして立つ」、ベンチャークラブ（東洋経済新報社）「40代からの起
業」、 独立王（ぶんか社）、ポケットカンパニー（実業之日本社）「マルチメディアビジネス」「インターネットビジ ネス」「中高年からの起業」、金儲
け大作戦（双葉社）、めざせ独立起業（日経ホーム出版）、独立倶楽部（椎名総 合企画）連載「ニュースペシャリストで独立しよう」、「バンカー
（近代セールス社）「銀行マンの資格取 得」、東京中日スポーツ新聞「中高年のサバイバルスキーム」1年連載コラム などに執筆。 

 

■ビジネス講座、生涯学習講座、大学就職活動・キャリア講座企画・講師 

社団法人 総合経営管理協会、ＮＰＯ事業サポートセンター、ＮＰＯコミュニティビ ジネスサポ−トセンター、淑徳大学エクステンションセンター、聖
学院生涯学習センター、聖学院大学キャリア デザイン講師 
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運営会社・お問い合わせ 
無料バナー広告の申込み（2月末日までのお申込み者に限定） 

 

商 号：株式会社ピー・アール・アイ（略称PRI） 
英文表記： Pacific Rim Institute inc, 

所在地： 〒214-0032 

神奈川県川崎市多摩区枡形５－４－１８ 

役 員：代表取締役社長 大谷久行 

電話番号： 044-900-4981 

ＦＡＸ番号：044-900-4981 

メールアドレス：pri@gol.com 

URL：  
http://pri-s.jp 

http://hito.bz/ 
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