THINK
NEXT

君の「これから」を創る
有限会社フィールド情報販売

WHAT’ S
NEXT
新聞にとどまらずあらゆる情報・媒体を
フィールド＝地域社会へ発信する
これが新しい新聞屋
経済・社会が劇的に変化を遂げる現代において、新聞販売店が担うべき役割も常に変化・
拡大しています。
弊社は創業 55 年、東京は世田谷区用賀・二子玉川地区におきまして朝日新聞を主体に 50
種余りの新聞を販売しております。お蔭様をもちまして地域住民の方々に支えられ今日まで
新聞販売業を続けてくることができました。
しかし、新聞は情報の宝庫と信じ、印刷（活字）媒体の販売に力を注いでまいりましたが、
時代は IT( インフォメーション・テクノロジー ) が主流となり、生活そのものも一変する勢
いになってきています。さらに、私たちのまわりには多種多様な情報が洪水のように押し寄
せてきています。そんな時代において、地域の皆様また購読者の方々にとって「どの情報が
必要で役に立つのか」を私たちは日々皆様の立場に立って考えております。
そのため弊社では地域の方々に、質・量ともに優れた多くの情報をお届けするために、活
字媒体と IT との融合であるメディアミックスこそこれからの真のサービスであると考え関連
会社の（株）フィールドエコと協力致しまして、現在、身近で分かり易く役に立つ情報をホー
ムページやミニコミ紙を通じて発信しております。
21 世紀における情報化社会のいろいろな可能性を新聞とともに考え、地域の方々のみなら
ずあらゆる人に楽しんでいただけるようこれからも前向きな姿勢を崩さずに挑戦してまいり
ます。どうぞご期待ください。

有限会社 フィールド情報販売
代表取締役 井 口 忠 寿

2011 年 ASA 用賀は新聞販売店として初めて
グッドデザイン賞を受賞しました。

INTRODUCTION
＜会社概要＞ 創業 55 年 ! 歴史と伝統のある都内屈指の近代的な販売店。
社名 ：有限会社フィールド情報販売
所在地：東京都世田谷区用賀4-11-14（ASA用賀）
TEL.03-3700-6085 / FAX.03-3709-0085
東京都世田谷区玉川4-5-5（ASA二子玉川）
TEL.03-3700-6238 / FAX.03-3709-0052
代表取締役 :井口 忠寿（いぐち ただとし）
創業：1958（昭和33）年11月1日
従業員数：45名

2011 年にグッドデザイン賞を
受賞した用賀店

取扱商品：新聞・折込チラシ・雑誌、他
＜沿革＞
昭和33年
昭和38年
昭和39年
昭和45年
平成8年
平成12年
平成13年
平成15年
平成16年
平成18年
平成20年
平成21年
平成23年
平成24年

朝日新聞用賀専売所として創業。
朝日・日経を用賀・二子玉川地区での販売を始める。
産経新聞の販売を始める
二子玉川店が独立店舗となる
東京新聞の販売を始める
自社ビル（新社屋）「ザ・フィールド」竣工
地域情報サイト「用賀ナビ」「二子ナビ」の運営開始
創業当時の用賀店
第1回 サンタ デ デリバリー実施、以降毎年実施
二子玉川店改築「フィールド25」竣工
第1回趣味の講座「クリスマスリース教室」開催、以降毎年様々な講座を開催
オリジナルミニコミ紙「フレンドリーコム」発刊、現在も継続中
店頭にて「アサッチのゲーム大会」開催
創業50周年。記念クラッシックコンサート開催
パソコン・携帯電話からの休読連絡システム（自社開発）導入
ans-labanとのコラボレートによる実用セミナー開催
ASA用賀が「グッドデザイン賞」を受賞
ルクエスイーツ協会との共催で「ルクエクッキング教室」開催

＜取り扱い業務＞
新聞、 雑誌販売、 折込チラシ。 ホームページ企画制作。
＜取り扱い新聞＞
朝日新聞 日本経済新聞 東京新聞 産経新聞 日刊スポーツ
THE JAPAN TIMES 朝日小学生新聞 朝日中学生ウィークリー
日経産業新聞 日経 MJ 東京中日スポーツ サンケイビジネスアイ
週刊朝日 アエラ
日経トレンディー 他
＜取り扱い部数＞
ASA 用賀 ： 全紙合計 約 4800 部
ASA 二子玉川 ： 全紙合計 約 5000 部

弊社のマスコットキャラクター
「アサッチ」は、弊社のモットー
「信頼と誠意」を表しています。

LIFE STYLE

快適な作業環境に最新の設備、 福利厚生も充実した就業 ・ 生活環境を提供します .

★店舗紹介★ 都内ターミナル駅までアクセスが便利。店舗は閑静な世田谷区にあります。
＜ASA 用賀＞

JR 山手線

所在地：〒158-0097 東京都世田谷区用賀 4-11-14
TEL：03-3700-6085

●押上
地下鉄半蔵門線

新宿

FAX：03-3709-0085

●

配達区域：世田谷区用賀 3・4 丁目、上用賀 1 ～ 6 丁目

地下鉄大江戸線

渋谷 ●

東急田園都市線

用賀

東京

オリンピック
会場

●

用賀・二子玉川は、駅が隣接しています。
＜主要駅までの所要時間＞
渋谷：約 15 分 六本木：約 30 分 押上：45 分
新宿：約 30 分 東 京：約 40 分

FAX：03-3709-0052

配達区域：世田谷区玉川 1 ～ 4 丁目、岡本 1 ～ 3 丁目
瀬田 4・5 丁目、鎌田 1・3 丁目

用賀駅直結の世田谷ビジネススクエアと桜が素晴らしい用賀西通り

● 六本木

●

● 二子玉川

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-5
TEL：03-3700-6238

●

秋葉原

玉川台 2 丁目、大蔵 1 丁目の一部

＜ASA 二子玉川＞

JR 中央線

二子玉川駅前の玉川高島屋とライズショッピングセンター

★自社マンションならではの管理の行き届いた従業員寮★

プライバシーを守る完全個室なので、各自が思い思いのライフ
スタイルを作り上げ生活をエンジョイしています。

＜二子玉川寮フィールド 25＞

★都内屈指の充実設備を誇る快適な作業環境★

EVENT

ASA用賀・二子玉川では、購読者様、地域の方を対象に
様々なイベントを用賀店にて開催しています。

◎コンサート
創業50周年を記念して
「アンクミューズ」による記念コンサートを用賀店2階多目的ルームで開催。

「玉川で本格的なクラシックが聴けるとは・
・
・」
と、大好評でした。

◎ゲーム
用賀の盆踊り大会に合わせて用賀店店頭で「アサッチの駄菓子ゲーム」
を開催。輪投げやパターゴルフなど
のゲームに子供たちも大はしゃぎ。お店は夜まで子供たちの楽しい笑い声に包まれました。

◎展覧会
用賀店・二子玉川店共同開催の陶芸教室の完成披露を兼ねて用賀店2階多目的ルームで、陶芸・アサッチの
塗り絵・商店街のイベント
「たま・玉・用賀さくら祭り」のスナップ写真の展覧会を開催。

◎サンタ de デリバリー
毎年12月24日は「サンタdeデリバリー」の日。お預かりしたお子様へのプレゼントを当店従業員がサンタに
扮してお届けします。毎年ビックリして泣き出してしまうお子さんや感激して抱きついてくるお子さんなど楽
しい出会いがあります。

◎趣味の教室
プリザーブドフラワーやヘッドスパ、料理やお菓子作りなど様々な趣味の教室を開催しています。

WEB SITE

店舗のホームページです 「ASA 用賀」 「ASA 二子玉川」 で検索してください。

ASA 用賀＝http://q-doc.jp/a0013340/

パソコンや携帯電話、 スマートフォンから
新聞の休読連絡ができるシステム 「Q-DOC」
は、 自社開発。 顧客ニーズに合わせて
即対応できる体制を組んでいます。
新聞配達以外でも活躍の場が待っています。

配達地域を紹介する 「用賀 NAVI」 「二子
NAVI」 を平成 12 年から運営。 紙と NET の
融合にいち早く取り組みました。

ASA 二子玉川＝http://q-doc.jp/a0013341/

自社開発の新聞申し込みフォーム

「用賀 NAVI」 の実績が評価され、
用賀商店街振興組合のホームペ
ージ制作も行いました。

