
熊本日日新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています熊本日日新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています

検索

このサイト内を検索  ウェブ全体を検索

　

企業広告・環境広告・セミナー広告・不動産広告・書籍広告・意見広告など、企業広告・環境広告・セミナー広告・不動産広告・書籍広告・意見広告など、
様々な広告に対応する新聞広告。雑報・小枠から記事下まで多彩なサイズをご用意。様々な広告に対応する新聞広告。雑報・小枠から記事下まで多彩なサイズをご用意。

検索ワードを入れてください。

     HOME 掲載地域から選ぶ 各種新聞料金 新聞広告の仕組み 新聞広告内容から選ぶ 新聞以外の広告

! 新聞広告ナビホーム "  地方紙 "  九州・沖縄地方 "  熊本県 "  熊本日日新聞の新聞広告

熊本日日新聞の新聞広告熊本日日新聞の新聞広告

広告掲載のお問い合わせ・お見積もりはこちら

まずはお気軽にお問い合わせくださいまずはお気軽にお問い合わせください

雑報広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）雑報広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

発行部数/日 掲載面 広告名 横×縦 料金（税別）

約26.9万部
朝夕刊

1面

天気横 35×66 210,000円

突出し 52.5×66 315,000円

特枠 90×66 540,000円

記事中 70×38 210,000円

題字下 85×30 118,400円

インデックス中 85×50 200,000円

TV面

TV番組中/3枠 120×17 108,000円

TV番組中/6枠 243×17 216,000円

TV面ウインドウ 114×98 500,000円

TV面突出し 52.5×66 341,250円

中面

一般突出し 17.5×80 87,500円～

一般突出し 17.5×123 131,250円～

記事ばさみ 10×38 25,000円

記事中 70×38 175,000円

記事中 70×80 175,000円

スポーツ面吊り下げ 74×168 400,000円

雑報（小枠）広告とは雑報（小枠）広告とは

突き出し、記事中、記事バサミなどの
雑報（小枠）広告は、記事の中に掲載
されるので、サイズは小さくても注目
を得ることができます。

(1)突き出し突き出し
記事下広告の左右から上の記事スペー
スに突き出して掲載されます。

(2) 記事中記事中
紙面の１段の中に、十数行の幅で掲載
されます。

(3) 記事バサミ記事バサミ
紙面の1段の中に、数行の幅で掲載さ
れます。

(4) 記事下記事下
記事下広告は、各紙面の記事の下に掲
載される広告です。雑報（小枠）広告
とは異なりますが、ニーズに合わせた
様々なサイズで、広告掲載が可能とな
ります。

記事下広告とは記事下広告とは

各紙面の記事の下に掲載される記事下
広告は、1ページ全て広告の全15段か

熊本日日新聞は熊本日日新聞社が熊本日日新聞は熊本日日新聞社が32.9万部を発行する、万部を発行する、
熊本県の地方紙です。熊本県の地方紙です。
熊本日日新聞は、熊本県内におけるシェア（占有率）が67.4%を誇る地方新聞で
す。世帯普及率は47.3%となり、熊本県内全世帯の5割近くが熊日を定期購読して
います。また、熊本県内で唯一夕刊が発行される新聞で、夕刊総販売部数は約7
万部となっています。

休刊日はこちら
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スポーツ面吊り下げ 93×133 400,000円

※（限）はスペース限定です。※雑報広告のカラーは上記金額に色刷料金として100,000円（税別）が別途加算され
ます。※上記以外にも、テレビ番組（中・横）広告など、様々なサイズ・料金の広告がございます。※掲載面の指定
はTV面指定が掲載料の30%増、TV面以外の面指定が掲載料の20%増となります。また、日付指定は掲載料の20%増と
なります。※当正価表は媒体会社の料金改定等により予告なしに変更されることがございます。正確な料金等はこち
らからお問い合わせ下さい。※原稿制作代が別途かかります。※官公庁等の入札案件についてはご相談ください。

記事下広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）記事下広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※朝刊、面指定なし、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

広告名 横×縦
料金（税別）

モノクロ 1色 フルカラー

2段1／2 187×66 246,000円 456,000円 666,000円

5段1／2 187×168 615,000円 825,000円 1,035,000円

全5段 381×168 1,120,000円 1,330,000円 1,540,000円

全7段 381×237 1,491,000円 1,701,000円 1,911,000円

全15段
（1ページ） 381×512 2,865,000円 3,115,000円 3,365,000円

※上記以外にも、様々なサイズ・料金の広告がございます。※掲載面の指定は20%増となります。また、日付指定は
掲載料の20%増となります。※夕刊の掲載料金はこちらからお問い合わせ下さい。※当正価表は媒体会社の料金改定
等により予告なしに変更されることがございます。正確な料金等はこちらからお問い合わせ下さい。※原稿制作代が
別途かかります。※官公庁等の入札案件についてはご相談ください。

熊本日日新聞での求人広告・お悔やみ広告・お詫び広告はこちら

ら、全5段、5段1/2、2段1/2など様々
なサイズが用意されています。

記事下広告のサイズの仕組み・各サ
イズ

新聞広告を掲載するまでの流れや仕
組みをわかりやすく解説
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熊本日日新聞の発行部数熊本日日新聞の発行部数

熊日朝刊の総販売部数は、290,351部（県外分含む）。　朝刊総販売部数は、毎朝販売店から届けられる定期購読
（290,118部）に加え、コンビニなどでの販売（49部）、県外などへの郵送（184部）を含め、290,351部です。（日
本ABC協会「新聞発行社レポート月別府県2017年1月」、熊本県統計調査課「 平成27年熊本県の人口と世帯数（年
報）【平成27年国勢調査（確定値）】」より）

熊本日日新聞のシェア（占有率）・世帯普及率熊本日日新聞のシェア（占有率）・世帯普及率

熊本県内における熊日のシェア（占有率）は、69.0％。熊本県内では、1日に420,245部の日刊紙が発行されています
が、そのうち熊日の販売部数は290,061部、熊日のシェア（占有率）は69.0％となります。また熊本県内全世帯の5割
近くが熊日を定期購読しています。（日本ABC協会「新聞発行社レポート月別府県2017年1月」、熊本県統計調査課
「平成27年熊本県の人口と世帯数（年報）【平成27年国勢調査（確定値）】」より）※部数の違いについて：熊日朝
刊の総販売部数（290,118部）や、 世帯普及率の基準となる部数（290,061部）には違いがみられますが、これらは
いずれも新聞の本来の姿を正確に表すために 日本ABC協会により公査された数字をもとに、日本新聞協会の示すガイ
ドラインにそって算出された数字です。

夕刊の販売部数と県内推定読者数夕刊の販売部数と県内推定読者数

熊本で発行されている夕刊は熊日のみ。熊日夕刊の総販売部数は、販売店から届けられる定期購読（45,171部）に加
え、コンビニなどでの即売（363部）、県外などへの郵送（57部）を含め、45,591部です。

熊本日日新聞の広告原稿例熊本日日新聞の広告原稿例

求人広告のことなら

熊本日日新聞の求人広告

死亡広告のことなら

おくやみナビ.COM

お詫び広告のことなら

おわびナビ.COM

電話での
お問い合わせ

メールでの
お問い合わせ

掲載までの
流れ

新聞広告の
サイズ
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#［大分県］大分合同新聞への広告掲載 #［佐賀県］佐賀新聞への広告掲載

熊本日日新聞への掲載の他、朝日・読売・日経などの全国紙や日本全国の地方紙・業界紙・英字新聞など、新聞広告
の事なら直接窓口を持つ弊社まで、お気軽にお問い合わせ下さい。

熊本日日新聞の広告制作入稿規定熊本日日新聞の広告制作入稿規定

熊本日日新聞の他、日本全国の全国紙・地方紙・業界紙・英字新聞など、新聞への広告掲載・お申し込みなら新聞社
へ直接窓口を持つ弊社まで、お気軽にお問い合わせ下さい。広告制作から掲載手続きまで、もしくは掲載手続きのみ
でも弊社にて承ります。
※下記の入稿規定・入稿サイズは新聞社の改定により、予告なしに変更されることがあります。※入稿フォーマット
は新聞により、デジタルセンドなど、データ送稿方法により変動する場合があります。

入稿サイズ（入稿サイズ（mm））

天地
15段 10段 7段 5段 3段 2段 1段

512 340 237 168 100 66 31

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

786 381 187 126 93 61 45

入稿フォーマット入稿フォーマット
EPS N-PDF

○ ○

新聞社ホームページ・入稿ガイド新聞社ホームページ・入稿ガイド
入稿ガイド https://kumanichi.com/mediadata/download.php

新聞社ホームページ https://kumanichi.com

新聞社広告局ホームページ https://kumanichi.com/mediadata/

熊本日日新聞のお問い合わせはこちら熊本日日新聞のお問い合わせはこちら

>熊本日日新聞社が発行する、女性層に強いフリーペーパー「すぱいす」の広告
料金等はこちら

九州・沖縄地方の地方紙

https://www.shinbun-navi.com/chihou/oita.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/saga.html
https://www.shinbun-navi.com/tabloid/spice.html
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