
静岡新聞の雑報広告
小さくても効果的

料金表

一面 静岡新聞の「顔」です

本社／地域ビジネス推進局　　〒422-8033　　静岡市駿河区登呂3-1-1 ☎054-284-9190
東部総局　　　　　　　　　　〒410-0892　　沼津市魚町1　サンフロント内  ☎055-962-0381

東京支社　　　　　　　　　　〒104-0061　　東京都中央区銀座8-3-7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和3年4月26日（月）～約1年間、東京支社ビルリノベーション工事に伴い下記へ仮移転致します。電話番号の変更はございません
　　　　　　　　　　　　　　〒107-0052　　東京都港区赤坂2-5-8 ヒューリックJP赤坂ビル SPACES赤坂4階  

☎03-3571-5891

●雑報広告の回数割引について
○６ヶ月以内に１2回以上掲載を同時にお申し込みいただければ掲載料金を5%割引、24回以上掲載いただければ10%割引いたします。
◯割引の適用は、契約がある場合に限ります。
◯雑報広告は長期契約を優先しますが、単発の申し込みは申し込み順となります。
◯割引の対象となる広告は、刊別ごとに広告種別が同一であることを条件とします。但し、「臨時もの広告」は割引の対象となりません。
◯契約期間中、回数減や中止など契約内容に変更が生じた場合は、契約時にさかのぼり定価料金を適用します。
◯カラーの雑報は多色・単色となり、特色は使用できません。

夕刊

朝刊

浜松総局　　　　　　　　　　〒430-0927　　浜松市中区旭町11-1プレスタワー内 ☎053-455-3335

大阪支社　　　　　　　　　　〒530-0001　　大阪市北区梅田1-8-17（第一生命ビル内） ☎06-6345-0800
名古屋支社　　　　　　　　　〒460-0008　　名古屋市中区栄4-15-32 日建・住生ビル8階 ☎052-241-9130

夕刊朝刊

モノクロ　220,000円
               （税込242,000円）

単色　　　242,000円
               （税込266,200円）

カラー　　264,000円
             （税込290,400円）

突き出し

53.5mm

66.5mm

カラー　　162,000円
              （税込178,200円）

モノクロ　135,000円
            （税込148,500円）

単色　　　148,500円
            （税込163,350円）

題字下

35.0mm

80.5mm

カラー　　36,000円
           （税込39,600円）

モノクロ　30,000円
           （税込33,000円）

単色　　　33,000円
          （税込36,300円）

月買い切りで
ご案内しています

天気中※朝刊のみ

2021年4月版

※他面（一面、社会面以外）へ掲載の場合

※朝夕刊可

11.0mm

52.0mm

モノクロ　180,000円
              （税込198,000円）

　　　　　133,000円
             （税込146,300円）

記事中

71.5mm

32.0mm

※こちらのスペースは
　夕刊のみ３版切り替え可能です。
　詳細は4ページの料金表をご覧ください。

※単位：円、（  ）内は税込価格

※雑報広告の種別によっては臨時広告も可能です。
　詳細は弊社営業担当者にご相談ください。
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（5.25cm×2段）

題字下
１面

135,000 162,000 148,500

180,000

（1cm×1段）

（1cm×1段）
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198,000 - -

163,000 - -

352,800 323,400294,000
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１面は除く、TV面は下記
他は要調整

１面は除く、他は要調整

１面・社会面

１面・社会面

社会面

社会面

社会面（大）

社会面（小）

第２社会面

第２社会面

マンガ下

種別 面 版 モノクロ 多色カラー 単色カラー 種別 面 版 モノクロ 多色カラー 単色カラー

天気中

記事中

記事挟み込み

TV面記事挟み込み

突き出し（小）

突き出し（大）

プログラム横

ハイライト上・下

題字下

マンガ下

記事挟み込み

ラテ面突き出し
TV面

TV面

ラテ面

突き出し

6ヶ月以内に
12回以上掲載で5％割引
24回以上掲載で10％割引

回数割引
あります！

（148,500） （178,200） （163,350）

（198,000）

（146,300）

（28,600）

（495,000） （594,000） （544,500）

（143,000） （171,600） （157,300）

（176,000） （211,200） （193,600）

（264,000） （316,800） （290,400）

（28,600） （34,320） （31,460）

（38,500） （46,200） （42,350）

（74,800） （89,760） （82,280）

（47,300） （56,760） （52,030）

（28,600）

（323,400） （388,080） （355,740）

（67,100） （80,520） （73,810）

（148,500） （178,200） （163,350）

（104,500） （125,400） （114,950）

（58,300） （69,960） （64,130）

（33,000） （39,600） （36,300）

（242,000） （290,400） （266,200）

（217,800）

（179,300）

（388,080） （355,740）（323,400）

（297,000）

（251,900）

（79,200） （95,040） （87,120）

（29,700） （35,640） （32,670）

（42,900） （51,480） （47,190）

（44,000） （40,370）



社会面TV面

夕刊

朝刊

夕刊

朝刊

※こちらのスペースは
　３版切り替え可能です。
　詳細は4ページの料金表をご覧ください。

※編集事情により
  掲載位置は❶または
  ❷になる場合があります。

夕刊のラテ面は終面です！

曜日買い切りがオススメ！

※カラー料込み

月 150,000円
(税込165,000円）

朝刊テレビ面はセンター見開きなので、
読者が抜き取って使用することも可能です。

突き出し（小）

53.5mm

66.5mm

突き出し（大）

11.5mm

32.0mm

カラー　　352,800円
     （税込388,080円）

モノクロ　294,000円
  （税込323,400円）

単色　　　323,400円
   （税込355,740円）

ラテ面突き出し

71.5mm

66.5mm

カラー　　46,800円
     （税込51,480円）

モノクロ　39,000円
    （税込42,900円）

単色　　　42,900円
    （税込47,190円）

カラー　　40,000円
     （税込44,000円）

単色　　　36,700円
     （税込40,370円）

カラー　　63,600円
   （税込69,960円）

モノクロ　53,000円
   （税込58,300円）

単色　　　58,300円
   （税込64,130円）

カラー　　32,400円
     （税込35,640円）

モノクロ　27,000円
     （税込29,700円）

単色　　　29,700円
    （税込32,670円）

カラー　　86,400円
    （税込95,040円）

モノクロ　72,000円
    （税込79,200円）

単色　　　79,200円
  （税込87,120円）

カラー　　31,200円
   （税込34,320円）

モノクロ　26,000円
     （税込28,600円）

単色　　　28,600円
     （税込31,460円）

カラー　   264,000円
    （税込290,400円）

モノクロ　220,000円
    （税込242,000円）

単色　　   242,200円
    （税込266,420円）

カラー　    352,800円
     （税込388,080円）

モノクロ　294,000円
      （税込323,400円）

単色　　   323,400円
      （税込355,740円）

TV面プログラム横 ※朝刊のみ

48.0mm

34.5mm※朝刊のみ

※朝刊のみ

TV面ハイライト上
ハイライト下

74.0mm

29.0mm

カラー　　540,000円
     （税込594,000円）

モノクロ　450,000円
      （税込495,000円）

単色　　　495,000円
      （税込544,500円）

TV面突き出し

71.5mm

135.5mm

モノクロ　26,000円
      （税込28,600円）

記事挟み込み

32.0mm

11.5mm

マンガ下（夕刊）

48.0mm

32.0mm

朝刊マンガ下（小）

52.5mm
18.0mm

朝刊マンガ下（大）

52.5mm

54.0mm

TV面記事挟み込み
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（7cm×4段）

（7cm×2段）

71.5mm

66.5mm

（7cm×2段）（5.25cm×2段）

❷❶

※3ヶ月以上の連載となります。


