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ARUHIについて 

ARUHIは国内最大手の住宅ローンを専門に取り扱う金融機関です。 

MISSION 
私たちの使命 
 
私たちは、「探す・買う・暮らす」をつなぐ、住生活プロデュース企業です。 

企業情報 

ARUHIとは・・・ 

本社所在地： 
〒106-6008 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー 
 
主な事業内容： 
住宅ローンの貸し出し・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務 
 
登録番号： 
関東財務局長（１）第01512号 
 
創業日： 
2000年6月9日 
 
資本金： 
60億円 
 
従業員数 
327名（2019年3月31日現在） 
 

アルヒ株式会社 

主な事業内容： 
広告制作、Webサービスの運営、Webサービス受託開発業務 
 
創業日： 
2017年7月1日 
 
資本金： 
1,000万円 

アルヒマーケティング株式会社 
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主な事業内容： 
【フラット３５】の事務受託事業 
 
創業日： 
2019年3月20日 
 
資本金： 
3,000万円（資本準備金含む） 

アルヒRPAソリューションズ株式会社 



ARUHIとは  ：  国内最大手の住宅ローン専門金融機関 

■家を探したい 
■家を買いたい 
■住宅ローンを借りたい 
■リフォームしたい 
■家計について相談したい 
■家を売りたい 

■お金を貸したい 
■営業チャネルが欲しい 
■事務コストを下げたい 
■事務作業を外注したい 

■物件を売りたい 
■広告を出したい 
■お金を借りたい 
■業務を効率化したい 

■商品・サービスを売りたい 
■お客様を紹介してほしい 

ARUHIの事業内容紹介 

住宅ローン事業をコアとする「他に類を見ないマルチプラットフォーム」の展開 

5 ※アルヒ株式会社「中期経営計画」より 

（https://www.aruhi-group.co.jp/ir/management/plan） 

https://www.aruhi-group.co.jp/ir/management/plan
https://www.aruhi-group.co.jp/ir/management/plan
https://www.aruhi-group.co.jp/ir/management/plan


ARUHIの提供するサービス 

6 

家探し 

物件を探す前に最短１分で住宅ローンの借入可能額が分かる
Webサービス 
（メリット1）予算を把握した上で購入可能な家探しができる 
（メリット2）借入できる金額が先に把握できるから資金計画が立て
やすい 

＜家探し前クイック事前審査＞ ＜おススメ物件診断＞ ＜購入者事例＞ 

10の質問に答えるだけ。 
今の家賃を目安にお金の観点
からお勧め物件をご提案しま
す 

ARUHIで住宅ローンを契約さ
れたお客様の事例を、購入価
格や年収、家族構成などから
視覚的に検索できるサービス 
 
 

ARUHIでは住宅ローンの提供だけでなく、住生活のトータル的な暮らしのサポートを行っております。 
ARUHIの家探しサポート事業では、家を探す前にローンを簡易的に審査したり、求めている条件に合わせ
た物件の診断・検索ができるなど、家の購入に関する総合的なサービスを提供しております。 
 

https://home-search.aruhi-corp.co.jp/quick/ https://home-search.aruhi-corp.co.jp/recommend/ https://home-search.aruhi-corp.co.jp/ietohito/ 



ARUHIの提供するサービス 
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お客様の多様化するニーズに合わせ幅広いラインナップを揃えています！ 

住宅ローン 

Web申込 住宅ローンシュミレーション 
 

店舗でご相談 ビデオチャットでご相談 

ARUHIスーパーフラット 

ARUHIフラットα 

ARUHI変動S 

安心の全期間固定金利ロ
ーン ARUHIフラット35 

自己資金でさらに低金利
に 

10割までの融資をご希望
なら 

変動金利をご希望の方に 
銀行の住宅ローン 

ARUHIフラット35リノベ 

ARUHIフラット35S 

リノベーションを行う場
合に 

金利引き下げでお得に 

直営店でネット銀行3行の
住宅ローンを取り扱い 

ARUHIフラットつなぎ 物件引き渡しまでの中
間資金 

https://www.aruhi-corp.co.jp/product/ 



ARUHIの提供するサービス 

暮らしのサービス 

新生活のスタートからずっとARUHIのお客さまの暮らしをお得にサポートします。 

  

ARUHI暮らしのサービスは、ARUHI住宅ローンをご利用のお客さまに、さまざまな提携先のサービスや商品の優待を提供するサービスです。
新生活のサポートはもちろん、先々の暮らしにいたるまで、ライフステージにあわせた優待・特典をたくさんご用意しています。 
これからも提携先を充実させながら、みなさまの暮らしにお得を届けます。 
 

Point 1 
ARUHI 住宅ローンを借り入れされた

方限定で、入会・年会費無料 
 

Point ２ 
新生活のスタートから将来の暮らし 

までお得が続く 

Point ３ 
約70の提携サービスの 
優待・特典が利用できる 

8 https://living-service.aruhi-corp.co.jp/ 



TOPICS：「ARUHI presents 本当に住みやすい街大賞」の開催 

理想ではなく、実際にその地域で“生活する”という視点から、人々の住まい選びの参考になることを目的としたランキング。
『住環境』『交通利便』『教育環境』『コストパフォーマンス』『発展性』の5つの基準を設定し、ARUHIの膨大なデータを
もとに住宅や不動産の専門家による選定委員会が公平な審査のもと「本当に住みやすい街」を選定。TV局などマスコミ各社
やニュースメディア、住宅購入世代のブロガーにも取り上げられ話題になっています。 9 



TOPICS：本当に住みやすい街Walkerの発行 

■『本当に住みやすい街Walker』の主なコンテンツ 

・赤羽 キレイで入りやすい女子向けバルが増加中 

・南阿佐ヶ谷 個性派のお店がそろう心なごむカフェ巡り 

・日暮里 気分がほっこりする下町スイーツスポット 

・勝どき 映える絶景スポット満載 

・小岩 昭和＆多国籍なディープタウン 

・TOKYO RANKING 

・「本当に住みやすい街」に住むならどっち？ 

・映えPeople 

・中村アン Cover&Interview 

 

■フリーマガジン『本当に住みやすい街Walker』  

・発行部数：30,000部(配布完了次第終了) 

・ページ数：28P 

・判型：A4 

・価格：無料 

・設置場所：ARUHI赤羽店、ARUHI南阿佐ヶ谷店、赤羽一番街商店街、

南阿佐ヶ谷すずらん通り商店街、 日暮里繊維街、以下51の駅ラック等 

※詳細はアルヒ株式会社プレスリリースより 
https://www.aruhigroup.co.jp/news/info/20190426 
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本当に住みやすい街ランキングにランクインした街を紹介するフリーマガジンも 
展開中 

https://www.aruhi-group.co.jp/news/info/20190426
https://www.aruhi-group.co.jp/news/info/20190426


「          」のご紹介 



住宅ローン専門金融機関      が運営するウェブメディアです。 
これから家探しを行う方や、住宅購入後の生活に関するお金のこと、より良い
暮らしの情報を探している読者に向けて、幅広い情報を提供しています。 

ARUHIマガジンとは 
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記事カテゴリー 

家探し 
 
住宅購入者ストーリー 
 
住宅ローン 
 
お金 
 
住生活 
 
調査・リサーチ 
 
ニュース 

検定・診断コンテンツ 
 
住宅ローンQ&A 
 
用語集 
 
本当に住みやすい街大賞 
 

コンテンツ 

展開コンテンツ 



ARUHIマガジンの特徴 

暮らしをサポートする幅広いオリジナル記事が特徴。住宅ローンだけでなく家探しやお金に関する 
記事でも24時間以内に1万PV以上を獲得しています。 

“共働き世帯”の平均年収は730万円。都道府県別の割合と4つの増加理由 

見落としがちだけど実は重要！ マンション選びでの”エレベーター”事情 

4,500万円の住宅ローンを組むのに必要な年収、返済額の目安って？ 

知らないと損するかも…。NISAが5年満了を迎えたらどうなるのか？ 

ARUHIのお客様に徹底取材！ 
住宅購入者ストーリー 

ファイナンシャル・プランナーによる 
専門家コラム 

インテリアやテーブルコーディネートなど 
生活を楽しむコンテンツも 
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住宅ローン 

お金 

家探し 

住生活 



読者の様々なライフステージに合わせて、住宅ローンの情報だけでなく、 
住宅購入、出産・子育て、進学、住宅メンテナンス、リフォーム、老後まで 
幅広い情報をカバーしています。 
 

ARUHIマガジン情報提供範囲 
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老後 
住宅 

メンテナンス 
子供の結婚 

出産 
住宅 

メンテナンス 
出産 
進学 

住宅購入 

引っ越し 
家具・家電 
インテリア 
生命保険 
住宅ローン 
光熱費 
生活費 

ライフプラン 

学資保険 
ベビー用品 
火災保険 
自動車購入 

塾 
教育ローン 
保険見直し 
ペット 

介護 
資産運用 
相続 

住み替え・売却 
リフォーム 

旅行 
趣味 

墓・葬儀 

住宅購入 子育て・教育 リタイアメント 



家やお金、暮らしに関する情報を求める読者層に幅広く利用されています。 

ARUHIマガジンの読者層 

10％ 85％ 5% 

PC スマートフォン タブレット 

年齢層 

55％ 45％ 
： 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

男性 女性 

55- 

朝・夕方の「通勤時間帯」、「昼休み」、
「帰宅後」にかけて利用されています 

読者男女比 

男女問わず幅広い読者の方に記事を読んで 
もらっています。 
 

サイトへのアクセス時間帯 

スマートフォン：PC：タブレット比率 

： ： 

30％ 

35% 

17% 

14% 

4% 
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v 

メルマガ会員数 

※住宅ローン見込み顧客、  
 既存顧客含む 

約40,000人 
メルマガ開封率12％（平均） 

25歳～44歳のユーザーが7割近く 

※２０１９年６月末時点 



ARUHIマガジンの歩み 

2017年2月のリリース以降、着実にサイト利用者数を拡大しています。 

月間ユニークユーザー 
1,000,000 

月間住宅ローン送客 
250件 

※ARUHI住宅ローン利用者への直接・間接効果による 

記事コンテンツ数 
2,000本（月約100本） 
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ARUHIマガジンユニークユーザー数（Google Analyticsより） 

0

400000

800000

1200000 約3倍 



AD menu 



広告メニュー一覧 
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制作メニュー 

プラン名 料金 備考 制作内容規定 

ARUHIマガジン編集部による記事制作 ¥200,000- 2,000文字程度想定 

※ 
広告掲載基準ページを 
ご参照ください。 

純広告メニュー 

プラン名 保証 料金 掲載後 広告規定 

タイアップ記事 1ヶ月掲載 ¥500,000- 掲載後アーカイブ 

※ 
広告掲載基準ページを 
ご確認ください。 

本当に住みやすい街ランキングとの 
タイアップ記事 

1ヶ月掲載 ¥1,500,000- 掲載後アーカイブ 

タイアップ記事＋ダイレクトメール 1ヶ月掲載 
¥500,000-  

＋ ¥700,000-/1,000通～ 
掲載後アーカイブ 

タイアップ記事＋アンケート調査 1ヶ月掲載 ¥800,000-～ 掲載後アーカイブ 



広告メニュー一覧 
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その他メニュー 

プラン名 数量 料金 備考 掲載媒体規定 

貴社Webメディアなどへの寄稿 1 ¥10,000-～ 記事の内容文章の変更・追記不可 

※ 
広告掲載基準ページを 
ご参照ください。 

メールマガジン広告 - ※別途ご相談ください 

タイアップ記事の２次利用 - ※別途ご相談ください 

会員へのオフラインDMへの資料同封 - ※別途ご相談ください 

ARUHI会員へのアンケート・ユーザー調査 - ※別途ご相談ください 

ARUHIマガジン内検定コンテンツへの出稿 - ※別途ご相談ください 



タイアップ記事 

概要 
トップページのインフィード枠から貴社タイアップ記事ページへ誘導いた
します。記事ページの記事下にテキストリンクを設置し貴社サイトへ送客
します。 

保証形態 
1ヶ月掲載期間保証 
・掲載終了後はアーカイブし、過去記事として取り扱いいたします。 

想定PV数 
5,000PV想定 
※業種/商材によって変動するため詳細はお問い合わせください。 
※オプションでの追加誘導プランがございます。 

掲載文量 文字数2,000~3,500文字程度、写真2-3点程度 

出稿料金 ¥500,000円（税別）～ 

最低保証期間終
了後の記事の取
扱 

トップページからの記事への流入経路を削除いたします。 

二次利用につい
て 

※別途メニュー適用となります。 

備考 

・記事は原則的にアーカイブされます。 
・写真撮影、取材等が発生する場合は別途御見積いたします。 
・導線強化（バナー・広告出稿）を通したPV数増加を希望される場合は、  
 別途御見積いたします。 
・遷移先URLの変更は別途料金となります。 
・申込み期限は出稿日の１ヶ月前までとなります。 
・オリジナルイラストや図の挿入は別途御見積いたします。 

記事本文 
2000~3500

文字 

20 



本当に住みやすい街大賞とのタイアップ記事 

概要 
ARUHIが主催する「本当に住みやすい街大賞」による街ランキングを活
用した街紹介特集記事の展開 

保証形態 
1ヶ月掲載期間保証 
・掲載終了後はアーカイブし、過去記事として取り扱いいたします。 

想定PV数 
10,000PV想定 
※業種/商材によって変動するため詳細はお問い合わせください。 
※オプションでの追加誘導プランがございます。 

掲載文量 文字数2,000~3,500文字程度、写真2-3点程度 

出稿料金 ¥1,500,000円（税別）～ 

最低保証期間終
了後の記事の取
扱 

トップページからの記事への流入経路を削除いたします。 

二次利用につい
て 

※別途メニュー適用となります。 

備考 

・記事は原則的にアーカイブされます。 
・写真撮影、取材等が発生する場合は別途御見積いたします。 
・導線強化（バナー・広告出稿）を通したPV数増加を希望される場合は、  
 別途御見積いたします。 
・遷移先URLの変更は別途料金となります。 
・申込み期限は出稿日の１ヶ月前までとなります。 
・オリジナルイラストや図の挿入は別途御見積いたします。 

記事本文 
2000~3500

文字 
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タイアップ記事の展開＋ダイレクトメールの展開 

概要 
ARUHIマガジン内でのタイアップの商品紹介記事展開と合わせて、
ARUHIで住宅ローンを申し込んだ顧客情報を基にしたオフラインでのダ
イレクトメールの送付 

保証形態 
1ヶ月掲載期間保証 
・掲載終了後はアーカイブし、過去記事として取り扱いいたします。 

想定PV数 
5,000PV想定 
※業種/商材によって変動するため詳細はお問い合わせください。 
※オプションでの追加誘導プランがございます。 

掲載文量 文字数2,000~3,500文字程度、写真2-3点程度 

ダイレクト 
メール送付数 

※ターゲットよって変動いたします。別途お問い合わせください。 

ダイレクト 
メール送付内容 

タイアップした商品紹介記事のチラシ  
※ダイレクトメールとしてサンプリング、試供品の送付も可能です。 
 その際は、別途お問い合わせください。 

最低保証期間 
終了後の記事の
取扱 

トップページからの記事への流入経路を削除いたします。 

二次利用につい
て 

※別途メニュー適用となります。 

出稿料金 ¥500,000円（税別）～ ＋ ¥700,000円（税別）/1,000通～ 

備考 

 
・記事は原則的にアーカイブされます。 
・写真撮影、取材等が発生する場合は別途御見積いたします。 
・導線強化（バナー・広告出稿）を通したPV数増加を希望される場合は、  
 別途御見積いたします。 
・遷移先URLの変更は別途料金となります。 
・申込み期限は出稿日の１ヶ月前までとなります。 
・オリジナルイラストや図の挿入は別途御見積いたします。 
 

記事本文 
2000~3500

文字 

22 



タイアップ記事＋アンケート調査 
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概要 
ARUHIマガジン内での記事展開に合わせて、 
記事内でアンケートを取れるようにし、定量調査、定性調査を行うことが
できます。 

保証形態 
1ヶ月掲載期間保証 
・掲載終了後はアーカイブし、過去記事として取り扱いいたします。 

想定PV数 
5,000PV想定 
※業種/商材によって変動するため詳細はお問い合わせください。 
※オプションでの追加誘導プランがございます。 

掲載文量 文字数2,000~3,500文字程度、写真2-3点程度 

出稿料金 ¥800,000円（税別）～ 

最低保証期間終
了後の記事の取
扱 

トップページからの記事への流入経路を削除いたします。 

二次利用につい
て 

※別途メニュー適用となります。 

備考 

・記事は原則的にアーカイブされます。 
・写真撮影、取材等が発生する場合は別途御見積いたします。 
・導線強化（バナー・広告出稿）を通したPV数増加を希望される場合は、  
 別途御見積いたします。 
・遷移先URLの変更は別途料金となります。 
・申込み期限は出稿日の１ヶ月前までとなります。 
・オリジナルイラストや図の挿入は別途御見積いたします。 

記事内でのアンケート ＋ 
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コンテンツ制作代行 

概要 
自社メディア・コンテンツサイトを会社様向け、ご指定のサイトへ掲載す
る記事制作の代行業務。 

制作費 ¥200,000円（税別）/1記事～ 

記事参考事例 

 
4500万円の住宅ローンを組むのに必要な年収、返済額の目安って？ 
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-1798/ 
 
“共働き世帯”の平均年収は730万円。都道府県別の割合と4つの増加理由 
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-1578/ 
 

弊社 
対応範囲 

記事企画・記事構成の作成・記事制作・インタビュー取材・撮影 

制作期間 1ヶ月  
※時期、状況によって制作期間が変わる可能性がございます。事前にお問い合わせください。 

納品形式 .docxファイル＋画像 

備考 

・記事の修正回数は2回までとさせていただきます。 
 
・インタビュー時、首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）以外の遠方で 
 行う場合は別途交通費のご請求をさせていただきます。 
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企画 

インタビュー・撮影 

構成案 

文章作成 

ご確認 

修正作業 

ご納品 

1週間 

2週間 

1週間 

スケジュールイメージ 

※上記スケジュールはイメージです。 
具体的な制作内容によってはスケジュールが変動する場合がございます。 



広告掲載基準について 
以下の内容を遵守していないとアルヒ株式会社（子会社であるアルヒマーケティング株式会社を含み、以下まとめて「アルヒ」といいま
す。）が認めた場合は掲載をお断りさせていただく場合がございます。 
 
第1条（適用範囲） 
アルヒ広告掲載基準（以下「本掲載基準」といいます。）は、アルヒが運営するウェブサイト、アプリケーション、および提携パートナーに
掲載されるバナー広告をはじめ、テキスト広告、ネイティブ広告、動画広告、アルヒが発行する電子メールに挿入されるメール広告など、イ
ンターネットを通じて発信されるすべての広告関連施策（以下「広告掲載等」といいます。）に適用される基準です。アルヒに広告掲載等を
申込むお客様（以下「申込者」といいます。また、申込者が広告代理店の場合、当該代理店に広告掲載等の代理を委託した広告主を含みま
す。）はその広告掲載等について、この基準を遵守する必要があります。 
 
第2条（広告の掲載可否） 
1.アルヒは、本掲載基準、その他アルヒが示す基準に基づいて個別に掲載の可否を判断していますが、本掲載基準を満たしている場合でもア
ルヒが不適当と判断した場合には、掲載をお断りする場合があります。 
2.アルヒの掲載の判断は、広告掲載等が、各種法令等に違反していないことを保証するものではありません。そのため、広告掲載等がなされ
ても、申込者の責任を軽減するものではありません。広告掲載等を申し込むことで、申込者は、全責任を申込者自身が負うことについて承諾
したものとします。 
3.アルヒは、申込者に対して、広告クリエイティブを含む広告掲載等の内容（以下「広告内容」といいます。）または遷移先のページの修
正、広告に関する資料提供等を要求させていただく場合があります。なお、申込者がアルヒの求めに従っていただけない場合には、本掲載基
準に違反するものとして取り扱う場合がございます。 
4.アルヒの提携パートナーに掲載される広告掲載等の場合、申込者は、本掲載基準だけではなく、提携パートナー先の広告掲載基準にも準拠
いただきます。 
 
第3条（掲載禁止事項） 
広告内容が以下に定める事柄・事項（それらのいずれかについて、それを誘発する行為、その準備行為、そのおそれがある作為・不作為を含
みます）のいずれかに全部または一部、該当していた場合、申込者の故意または過失を問わず、アルヒは掲載をお断りさせていただく場合が
ございます。 
1.広告主体（責任の所在）の明示がないもの、もしくは不明確なもの 
2.遷移先のサイトに主体者の名称・住所および電話番号の明示がないもの、もしくは不明確なもの（なお、海外の団体で日本に活動拠点があ
る場合、活動拠点に関しても同等の表示を行うことを要するものとします） 
3.日本語以外の言語で構成されたもの 
4.事実と異なる虚偽の情報を掲載したもの 
5.広告内容が不明確なもの、もしくは分かりにくいもの、もしくは見にくいもの 
6.正確性・信憑性に欠けるもの 
7.景品表示法その他の各種法令に抵触する、あるいは抵触する可能性があるもの 
8.バナー記載の内容と遷移先ページの内容の整合性がとれないもの 
9.比較または優位性を表現する際に、客観的な調査の裏付けが確認できないもの、または表示に近接する適切な場所に裏付けるデータの表示
がないもの、またはその裏付けデータが古いもの 
10.広告主体とは異なる第三者が、商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現をする際に、確実な事実の裏付けがない
もの 
11.投機、射幸心をあおる表現のもの 
12.過度な肌の露出があるもの、性的な表現を含むもの 
13.反社会的勢力によるものや、犯罪を肯定したり、美化・助長したりするもの 
14.社会秩序、公序良俗に反する表現のもの 
15.各種ハラスメント、ヘイトスピーチに該当するもの 
16.名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるもの 
17.氏名、写真、談話、データ、商標など、知的財産権を侵害する態様または取得すべき同意なく使用する態様にて使用したもの 
18.広告内容に虚偽、不正、詐欺的なものや不良商法とみなされるもの 
19.ARUHIマガジンを利用するもの（以下「媒体利用者」という。）に誤解や不快感、嫌悪感を与えるもの 
20.媒体利用者の意思確認なく、ソフトウェアなどのダウンロードを開始したり、アプリケーションを起動したりするもの 

広告掲載基準 
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21.広告サイズ、拡張子など原稿規定と相違しているもの 
22.不正なスクリプトを使用したもの 
23.アルヒの許可のなく第三者の配信タグを使った入稿物 
24.アルヒのコンテンツと混同する可能性があるもの 
25.アルヒの許可した場合を除き、アルヒ運営サイトのロゴ表示を使用したもの 
26.アルヒの許可した場合を除き、アルヒ運営サイトやサービスと競合するもの 
27.テキスト広告・ネイティブ広告において機種依存文字を使用したもの 
28.枠線（最小1px、背景色と異なる線色を推奨）のないバナー 
29.選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為に関するもの 
30.媒体利用者にとって有用性の低いもの 
31.その他、アルヒの運営を妨げるもの 
 
第4条（遷移先のページの制限等） 
1.アルヒが許可した場合を除き、ECサイトやECモールの単一商品への遷移先の指定はできません。 
2.ECサイトやECモールを遷移先とする場合、広告内容に媒体利用者が認識できるように、遷移先のECサイトやECモールの表記が必要となり
ます。 
3.広告入稿時には遷移先ページの掲載内容とバナーをブラウザで確認できる状態となっていることを原則とします。 
4.広告内容から関連性または有用性の低いページを遷移先として設定することができません。 
5.遷移先ページに訴求対象となる商品・サービスが存在しない、または訴求対象となる商品・サービスの情報が不十分な遷移先の指定はでき
ません。  
6.遷移先ページを開いた際に、媒体利用者の意思に関係なく新規ウインドウが自動的に開かれるページを遷移先に指定することはできませ
ん。 
7.その他、申込者は、アルヒが別途定める「アルヒ広告約款」および「ARUHIマガジン MEDIA GUIDE」に記載された事項に準拠していた
だきます。  
 
第5条（広告掲載基準の見直し） 
本掲載基準は、各種法令の改正、社会情勢の変化、媒体利用者の意識の変化等、諸環境の変化を踏まえ、アルヒの裁量により必要に応じて見
直しを行うものとします。 
 

最終更新日：令和元年7月19日 



【広告掲載連絡先】 

 
アルヒマーケティング株式会社 
家探しサポート事業部メディア企画グループ 
 
TEL：03-6229-0025（受付時間10:00~17:00） 
MAIL：ietohito_edit@aruhi-group.co.jp  


