
掲載の魅力

ポータルサイト内のコンテンツだからできるアプローチ
NEWSやカルチャーなど注目度が高い情報を目的としたお客様にも
店舗ページを見てもらえることで、県内の高いアクセス数を見込めます。

他のグルメサイトや大手サイトにはないリンクフリー
掲載している他媒体へのリンクも可能なので、店舗 PRを円滑化します。お客様のニーズに合わせた
媒体の特色を利用することで、GOOR＊が店舗のまとめサイトとしての役割を果たします。

群馬県に特化した情報サイトなので、ページアクセスが早い
県内専門のサイトなので店舗掲載数が限定的なことから、店舗情報まで辿り着くまでが早く、
お客様からの選択率が高い状態を保てます。

群馬県内の飲食店みの掲載となっているので、全国規模サイトや従来のグルメサイトとの差別化ができ、地元でのアプローチを強化できます
また、他サイトへのリンクもフリーなので、店舗のまとめページとして利用できる構成が魅了

フード

サイト内の各コンテンツ
からフードに誘導
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店舗運営で忙しくても、GOOR＊フードを利用することで
さらに広告効果を高めるオプションプランもご用意しております。

● SNS マーケティング
●プロモーション・リピーター獲得イベント
● オリジナルアプリ活用
● 動画配信・店舗イメージムービー群馬の情報を選んだユーザー

地元運営サイトだから実現できる！GOOR＊フード有料掲載プランによる店舗サポートは圧倒的！
ここまでのサービスが掲載料に含まれているプランを実施しているのは全国でGOOR＊だけです

有料掲載メリット

店内清掃

店内清掃がプラン内に
含まれております。
清掃内容や回数は契約
プランによって異なり
ますが、提携している
プロの業者による清掃
なので、大きな経費削
減となります。

お気に入り機能

ユーザーが気に入った
お店をお気に入り登録
できるので、リピータ
ー獲得へのアプローチ
がしやすい。

会員になったユーザー
に向けたダイレクトメ
ッセージによる店舗の
情報を配信します。
お店情報を直接 PR 致
しますので、アプロー
チを強く行えます。

会員 DM サービス こだわり紹介

お店のこだわりを３つ
紹介することで、他店
との差別化を図ること
ができます。

テイクアウト
メニュー掲載

メニュー紹介欄では
テイクアウトのメニュ
ーが掲載可能ですので
店内集客だけではなく
お持ち帰りのニーズに
もお答えできます。

GOOR＊主催
イベント優先参加

GOOR＊が主催、もし
くは、関係しているイ
ベントや企画へ優先的
に参加のご紹介を致し
ます。

POP・メニュー
作成代行

店内掲示用の POP や
メニューブックのデザ
インを代行します。
グラフィックデザイン
の経験豊富なクリエイ
ターがしっかりと対応
致します。

写真撮影

掲載における店内や
商品の撮影が無料。
契約プラン内容によ
って枚数などは異なり
ます。

プロモーション
動画制作

お店のプロモーション
として今もっとも注目
されている動画 PR の
制作を GOOR＊が無料
で撮影から編集まで致
します。

クーポン

クーポンの種類や数に
規制がないので、自由
なクーポンを掲示でき
ます。他サイトへの誘
導を目的とした内容で
も掲載可能です。

特集記事
PR 広告枠

本来有料オプション
となっている特集記事
と PR 広告枠が無料。
契約プランによって
回数など異なりますが
サイト内 PR に最適。

ニュース配信

GOOR＊ニュースの
記事などで店舗情報
を発信致します。
広域での PR ができ
店舗掲載におけるアク
セス数の向上や注目度
を高めます。

GOOR＊フードの有料掲載では
これだけのサービスが含まれて
いるので、年間広告費としての
費用対効果は抜群です。
また、運営に必要な経費削減に
もなるので、更にお得です。

GOOR＊有料プランには豊富なサービスが含まれていることで、年間でかかる経費削減もできます
広告効果と経費削減を兼ね備えたプランを是非ご検討ください

有料掲載メリット ：経費削減

プレミアムプラン
年間費用 276,000 円 0 円 0円

スタンダードプラン
10,000 円

プレミアムプラン
0円

GOOR＊イベント参加や
イベント広告費

5,000 円～20,000 円
月 /1,000 円

広告掲載費

月額平気 30,000 円
年間費用 360,000 円

店内清掃

（例）業務用エアコン
２台（年１回）4,5000 円

POP制作
デザイン、印刷、ラミネート

1種 10,000 円
（5枚 /年３回 /30,000 円）

店舗イメージ動画制作

1分動画（撮影・編集）
100,000 円程度

集客イベント
アイデア・準備の時間的コスト
準備 10時間×時給 1,000 円

40,000 円（年２回）

求人広告
某アルバイト求人サイト
ADスーパー 2週間
80,000 円（年１回）

年間合計予算：65,5000 円

年間合計予算（プレミアムプランにご掲載の場合）：308,000 円

GOOR＊プレミアムプランに掲載の場合の経費削減額：347,000 円

GOOR＊フードに広告掲載しながら、
最大で年間 347,000 円 程度の経費削減が見込めます。

さらに、無料掲載でも有料でもご登録頂いた全ての飲食店様を応援するために
様々な店舗運営に関わるサポートをご用意しております。

店舗清掃・店内消毒

求人ページ掲載

デザイン・グッズ製作

店内清掃や消毒作業を
プロの業者が行います

【2021 年 5月公開にて調整中】
求人広告を低価格でご提供

致します。

オリジナルグッズ製作や
名刺デザインまでオリジナル
製品を小ロットから
製作可能です

POP・メニュー等
デザイン制作

POSシステム・レジ機器

店舗運営・資金調達相談

店舗管理やオーダー、予約に
欠かせないシステムについて
店舗規模に合わせたプランを

ご提供致します

運営管理方法、事務管理、
人材教育、コスト調整、

仕入業者紹介から資金調達まで
サポート可能です

POPやメニューのデザイン・
プリント・ラミネートまで

を制作します

特集取材
PR広告取材

SNSマーケティング・
プロモーション相談

メニュー開発・レシピ提供

メニュー開発やレシピ作成の
代行を致します

店舗PRとして最大の効果を
生む SNSを使ったプロモーション
からマーケティングまでを
サポート致します

GOOR＊のサイト内での
特集やPR記事をライター
が執筆して作成します

改装・修繕相談

テナント物件相談

新店舗開業のテナント情報、
テナント撤退時の内装譲渡
のご相談を承ります

店舗施設や設備の改装や
修繕などご予算に合わせた
工事プランをご紹介致します

店舗のプロモーションに
ご利用頂ける動画や写真

の撮影から編集まで制作します

撮影・動画制作

GOOR＊フードにご掲載の店舗様には店舗掲載マイページより様々なサポートのお問い合わせを受け付けております
店舗経営をする上でご協力できることは全てサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください

GOOR＊フード店舗掲載マイページでは、上記の他にも様々な飲食店に関わる情報やサービスを発信していきます
どんな小さなことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください

掲載店舗：マイページサポート

オーナー様が店舗に常駐できない、
普段の運営風景を知りたい等
覆面調査を行い的確な報告を

致します

店舗ホームページ、オリジナル
アプリ、店舗管理システム
など広範囲でのご相談と
サポートが可能です

イベント制作

WEB・アプリ・
システム制作相談

運営調査

集客イベント、周年企画、
タレントやインフルエンサー
などのキャスティング等
企画から運営まで代行します

【サービス開始日調整中】

【サービス開始日調整中】 【サービス開始日調整中】


