
広告料金表
令和元年10月1日

岩手日日新聞社
岩手の未来を創る

東京支社：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル7F　tel.03-3524-8130
仙台支社：〒９８０‐００２２宮城県仙台市青葉区五橋1‐１‐１０第２河北ビル５Ｆ  tel.022-267-2253
盛岡支社：〒020-0015 岩手県盛岡市本町通り2-13-52　　　  tel.019-654-7730
中部支社：〒025-0075 岩手県花巻市花城町3-23　　　　　　  tel.0198-24-9055
水沢支社：〒023-0827 岩手県奥州市水沢太日通り1-7-5　　     tel.0197-23-2111
支　　局：千厩・平泉

「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
以下に該当する広告は掲載しない。
 1. 責任の所在が不明確なもの。
 2. 内容が不明確なもの。
 3. 虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
 　誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
　 (1) 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
　 (2) 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
　 (3) 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
　 (4) 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
 4. 比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
 5. 事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその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
　 な表現のもの。
 6. 投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
 7. 社会秩序を乱す次のような表現のもの。
　 (1) 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
    (2) 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
　 (3) 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
　 (4) その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
 8. 債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
 9. 非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
10. 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがある表現があるもの。
11. 氏名、写真、談話、および商標、著作物などを無断で使用したもの。
12. 皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
13. アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
14. オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
15. 招待券、優待券、割引券等を広告中に刷り込んで、新聞販売のための景品類として利用されるおそれがあるもの。
16. 詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの。
17. 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
18. 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。
19. 通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
20. 謝罪、釈明などの広告主の掲載承諾書の添付のないもの。
21. 解雇広告で次の項目に該当するもの。
　(1) 解雇証明書の添付のないもの。
　(2) 解雇理由を記述したもの。
　(3) 被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
22, 以上のほか、岩手日日新聞社広告掲載内規により、不適当と認めたもの。

1.  新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。
1.  新聞広告は、紙面の品位を損なうものであってはならない。
1.  新聞広告は、関係諸法規に違反するものであってはならない。

日本新聞協会制定
新 聞 広 告 倫 理 綱 領

（昭和51年5月19日　制定）

　日本新聞協会の会員新聞社は新聞広告の社会的使命を認識して、
常に倫理の向上に努め、読者の信頼にこたえなければならない。

新聞広告掲載基準

本社マルチメディア営業局
　　　〒021-8687   岩手県一関市東台14-37

tel.0191-26-5111
E-mail living3@iwanichi.co.jp



付加料金

入稿基準

製作データ

その他

雑報広告料金

基本料金

種　　　別　　　　　 スペース  　　　料　　金

臨時もの

普通営業もの

1段×1cm

1段×1cm

6,200円

3,000円

1段以上

3段以上

5段以上

7段以上

10段以上

15段以上

20段以上

30段以上

40段以上

50段以上

60段以上

90段以上

100段以上

120段以上

150段以上

200段以上

250段以上

300段以上

400段以上

500段以上

契約段数（6ヵ月合計） 契約段数（6ヵ月合計）1段当たり 1段当たり

95,000円

91,000円

86,000円

81,000円

79,000円

76,000円

73,000円

71,000円

69,000円

67,000円

90,000円

65,000円

62,000円

61,000円

59,000円

58,000円

56,000円

54,000円

53,000円

52,000円

51,000円

種　　別　　   スペース（天地×左右）　     営業もの料金　　         臨時もの料金　　

題字下

記事中

ラテ面記事中

突き出し

社面突き出し

65.5㎜×35㎜

40.2㎜×25.2㎜

40.2㎜×73.2㎜

51㎜×119㎜

65.5㎜×52.5㎜

106㎜×52.5㎜

73.1㎜×62.5㎜

50,000円

15,600円

45,300円

100,000円

56,000円

78,000円

56,000円

19,600円

57,000円

76,000円

104,000円

76,000円

記事下契約

臨時もの

（6ヵ月合計段数、段当たり）

契約出稿される場合は、契約
時にあらかじめ出稿予定段数
をご明示いただきます。
　
契約期間中に出稿の停止また
は出稿段数の増減があった場
合、契約時にさかのぼって契
約を更新し、その段数に応じた
料金を適用いたします。

※

※

　岩手日日は、一関市・平泉町および宮城県北地区版と、花巻市・北上市・西和賀町・
奥州市・金ケ崎町版の２版があり、どちらも原則として独立した編集紙面で発行して
います。広告出稿は、両地区掲載とも以下に記載する要領で対応致します。

① 諸官庁、公共団体の公告
② 会社、諸団体の設立、解散、合併、社名変更、
　 登記公告、株式・株主に関する一切の公示公告
③ 支店、出張所の開設、閉鎖、移転等の通知公告
④ 有価証券など、またはそれに類する紛失、
　 盗難等の無効広告
⑤ 解雇、謝罪、訂正、声明広告文

⑥ 選挙またはそれに係る公告
⑦ 講演会、報告会、催し物類の告示広告
⑧ 布教広告
⑨ 求人、学生、物品に関する募集広告
⑩ 死亡、会葬御礼広告
⑪ 火災、地震、風水害などの災害広告
⑫ その他上記に準ずるもの

記事下
広告サイズ

指定料金

色刷り料金

組替え料金

1色

多色

一面及びラテ面（20％）、社会面（10％）、二連版広告（20％）
変形広告（30％）　基本料金に加算

（7段全以下）

210,000円

50,000円

（7段全以下）

1回当たり

120,000円（8段～15段）

250,000円（8段～15段）

入稿形態

色刷方式

色刷可能段数

色刷可能面

二連版

刷り色

データとゲラ刷

オフセット　サテライト

全15段

16頁建／1-16面、2-15面、7-10面、8-9面

20頁建／1-20面、2-19面、7-14面、8-13面、9-12面、10-11面

可能段数制限なし

多色・単色カラー

◎広告原稿入稿締切日／掲載日の5日前
　　　　　　　　　　　（但し、出稿段数全段、カラー扱い等については掲載日の7～5日前）

  15段全面

15段見開き

スクリーン

枠内／510mm × 378mm

枠内／510mm × 782mm

100線～175線 印刷 オフセット高速輪転機

天
　
地

左
右

1 段 　 2 段 　 3 段 　 4 段 　 5 段 　 6 段 　 7 段 　 8 段

9 段   10段  11段  12段  13段  14段  15段

1全　　    1/2　  　 1/3　   　1/4 　  1/6 　 　 1/8

65.5mm

304mm 338mm 372mm 406mm 439mm 474mm 510mm

378mm 188mm 124.6mm 93mm 61.3mm 45.5mm 782mm

31.5mm 100mm 133mm 167mm 201mm 236mm 270mm

◎取消料／掲載日5日前までは広告料の30％、5日以降当日までは広告料の50％
◎製作料／デザイン料・製版料等は広告料金に別途加算

※単色カラーの場合、特色（インキ指定）は使用できません。
　C・M・Y・K調合により調整いたします。

見開き

（税込 6,820円）

（税込 3,300円）

（税込 99,000円） （税込 132,000円）

（税込 231,000円） （税込 275,000円）

（税込 55,000円）

（税込104,500円）

（税込100,100円）

（税込94,600円）

（税込89,100円）

（税込86,900円）

（税込83,600円）

（税込80,300円）

（税込78,100円）

（税込75,900円）

（税込73,700円）

（税込71,500円）

（税込68,200円）

（税込67,100円）

（税込64,900円）

（税込63,800円）

（税込61,600円）

（税込59,400円）

（税込58,300円）

（税込57,200円）

（税込56,100円）

（税込55,000円）

（税込17,160円）

（税込49,830円）

（税込110,000円）

（税込61,600円）

（税込85,800円）

（税込61,600円）

（税込21,560円）

（税込62,700円）

（税込83,600円）

（税込114,400円）

（税込83,600円）

1/3・1/6・1/8は、3段以上は扱いません。※

日刊紙広告料金表

基本料金

記事下契約料金

※第一社会面（15ページ）又は第二社会面（14ページ）指定は、一関版か統合版のいずれかとなります。



岩手日日新聞社岩手日日新聞社

●広告サイズ

2 段 1/4

題字脇

お問い合わせ・お申し込みは

掲載版

全版天地（タテ） 左右（ヨコ） 県央版 県南版

　題字脇 25mm × 65mm

 全４段 123mm × 255mm

 ２段 1/4 60mm × 61.5mm

 ２段 1/2 60mm × 126mm

 ４段 1/2 123mm × 126mm

 全４段 123mm × 255mm

 全面広告 376mm × 255mm

 全４段 123mm × 255mm

 全面広告 376mm × 255mm

 50,000円 30,000円 25,000円

 360,000円 200,000円 160,000円

 35,000円 22,500円 17,500円

 70,000円 45,000円 35,000円

 140,000円 90,000円 70,000円

 280,000円 180,000円 140,000円

 840,000円 540,000円 420,000円

 360,000円 200,000円 160,000円

 1,080,000円 600,000円 480,000円

 （税込 55,000円） （税込 33,000円） （税込 27,500円）

 （税込 396,000円） （税込 220,000円） （税込 176,000円）

 （税込 38,500円） （税込 24,750円） （税込 19,250円）

 （税込 77,000円） （税込 49,500円） （税込 38,500円）

 （税込 154,000円） （税込 99,000円） （税込 77,000円）

 （税込 308,000円） （税込 198,000円） （税込 154,000円）

 （税込 924,000円） （税込 594,000円） （税込 462,000円）

 （税込 396,000円） （税込 220,000円） （税込 176,000円）

 （税込 1,188,000円） （税込 660,000円） （税込 528,000円）

●広告料金表

●広告データ入稿日／発行日の9日前（前週の水曜日）※締切日は祝日などの関係により変更になることがございます。

サ
イ
ズ
・
掲
載
面

表
面

中
面

裏
面

掲
載
料
金
／
１
回
　（
上
段
・
税
抜
　
下
段
・
税
込
　
制
作
費
別
途
）

◆その他、各種広告サイズがございます。営業担当にご相談ください
◆記事体広告は、上記中面（2段 1/2 以上）の掲載料金 +制作費・段／ 6,600 円～にて申し受けます（掲載面は中面）

天地（タテ） 左右（ヨコ）

 1 段 28.5mm

 2 段 60mm

 3 段 91.5mm

 4 段 123mm

 5 段 154.5mm

 6 段 186mm

 7 段 217mm

 8 段 249mm

 9 段 280.5mm

 10 段 312mm

 11 段 343.5mm

 12 段 376mm

 全幅 255mm

 1/2 126mm

 1/4 61.5mm

 見開き 524mm

1ページ
天地（タテ）左右（ヨコ）
376mm×255mm

2ページ・見開き
天地（タテ）左右（ヨコ）
376mm×524mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 段 1/2

2 段 1/4

全 4段

4段 1/2

〈2019.10.1 現在〉

岩手日日新聞社 マルチメディア営業局　〒021-8687 一関市東台14-37（東台センター）
 TEL 0191-26-5111 FAX 0191-21-3996 HP:http://www.iwanichi.co.jp E-mail:living3@iwanichi.co.jp

東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座7‒13‒6　サガミビル7F TEL 03-3524-8130   FAX 03-3524-8135
仙台支社 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1‒1‒10　第二河北ビル5F TEL 022-267-2253  FAX 022-267-3405
盛岡支社 〒020-0015 盛岡市本町通2‒13‒52 TEL 019-654-7730 FAX 019-654-7731
中部支社 〒025-0075 花巻市花城町3‒23 TEL 0198-24-9055  FAX 0198-24-8821
水沢支社 〒023-0827 奥州市水沢太日通り1‒7‒5 TEL 0197-23-2111  FAX 0197-23-2114



新鮮な情報を地域のみなさまに送り続ける
販売促進・ブランディング向上等、幅広くご利用ください

ペイドパブリシティは、通常の広告とは異なり、記事のよう

な形をとって掲載する広告です。記事体広告とも呼びま

す。取材・編集を経た通常の記事と同じように情報を発

信するため、広告の信頼性と消費者への訴求効果が高ま

りやすいと言われています。

いわにちリビングunでは、一般の記事スペースにペイドパブ

リシティの枠もご用意しております。通常の広告とともに、

それぞれの特性を生かすことにより、効率的な広告展開を

可能にします。
巻頭特集

インフォメーション

コラム

スマイル

リビングルメ

クッキング

占い

特選店

花ことば

プレゼント

イベントリスト

映画Pick Up　等

●それぞれの詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。
●当社規定により不適当だと認めた内容の広告につきましては、お申し込みをお受けできない場合がございます。

花巻市

紫波町

矢巾町

盛岡市

旧玉山村は

配布エリアに
入りません

雫石町

滝沢市

平泉町

金ケ崎町

北上市

西和賀町

住田町

大船渡市

陸前高田市

宮 城 県

一関市

奥州市

県央版（盛岡・花巻・北上地区）82,000部
盛岡市・滝沢市・雫石町・矢巾町・紫波町・花巻市・北上市・西和賀町

発行エリア 発行概要

基本コンテンツ

広告展開事例
発行総合計

145,300部（2019年9月現在）

部数と折込媒体について
表記の「折込媒体」は、当該部数を折り込むための媒体で
あり、当該媒体すべてにいわにちリビングunを折り込んでい
るものではありません。

秋
田
県

折込媒体　岩手日日・読売新聞・朝日新聞・毎日新聞（一部河北新報含）
設置場所　盛岡手づくり村・プラザおでって・ラ･フランス温泉館・花巻空港・

江釣子SCパル・さくらホール・各地道の駅・他店舗 施設等

県南版（奥州・一関・気仙地区）63,300部
奥州市・金ケ崎町・一関市・平泉町・大船渡市・陸前高田市・住田町
宮城県栗原市

気仙地域
〈大船渡市・陸前高田市・住田町〉　5,000部発行

折込媒体　岩手日日・読売新聞・朝日新聞・毎日新聞（一部河北新報含）
設置場所 コープ各店・各地道の駅・大船渡市役所・アバッセたかた・

他店舗　施設等

紙面形態 フルカラータブロイド版  
１２段組 ８・１２・１６ページ

発 行 日 月２回　金曜日

配布方法 新聞折込 ＋ 設置

ペイドパブリシティ　記事体広告

いわにちリビングunでは、記事下広告スペース・全面広告

スペース・題字脇広告スペースを用意。スタンダードな広

告の形で、ペイドパブリシティ（記事体広告）とは違い、

スペースを自由に使うことができ、目的に合わせた個性あ

るデザインが可能です。

ディスプレイ広告　純広告

いわにちリビングunが企画する特集に賛同していただいたク

ライアントの皆様の広告を合わせて、一つのテーマに沿った

紙面を作り上げます。年間を通じて多種多様な企画をご用

意しております。広告スペースは、記事体・ディスプレイを

設定。目的に合わせて選択することが可能で、より有効な

広告戦略を描くことができます。

企画広告特集

市場が闊達に動くシーズンに合わせ不定期で発行します。

タイムリーな企画・紙面内容でジャンプアップの一翼を担

います。

臨時号広告企画

●ペイドパブリシティ・ディスプレイ広告 例

●企画広告特集 例 ●臨時号 例

楽しい企画が
いっぱい！

アン


