
毎日新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています毎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 "  全国紙 "  毎日新聞の新聞広告

毎日新聞の特徴と広告掲載料金のご案内毎日新聞の特徴と広告掲載料金のご案内

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）
※毎日新聞朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

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

発行部数/日 広告名 版別 横×縦 料金（税別）

約243.5万部

題字下

毎日新聞 全国版

56×40

967,000円

毎日新聞 東京（北海道含む） 470,000円

毎日新聞 中部 79,000円

毎日新聞 大阪 321,000円

毎日新聞 西部 148,000円

突き出し

毎日新聞 全国版

52.5×66

1,092,000円

毎日新聞 東京（北海道含む） 534,000円

毎日新聞 中部 86,000円

毎日新聞 大阪 365,000円

毎日新聞 西部 164,000円

記事中

毎日新聞 全国版

70×31

810,000円

毎日新聞 東京（北海道含む） 395,000円

毎日新聞 中部 64,000円

毎日新聞 大阪 270,000円

毎日新聞 西部 124,000円

毎日新聞は、日本初の毎日新聞は、日本初の5万号を発行した万号を発行した143年の歴史と伝年の歴史と伝
統のある全国紙です。統のある全国紙です。
毎日新聞の前身・東京日日新聞が創刊されたのは明治5年2月21日。毎日新聞は
現存する日刊紙として最も古い歴史を誇ります。毎日新聞は新聞協会賞を最多受
賞するなどの高い取材力が評価されているだけでなく、世界に先駆け戸別配達を
実施するなど新聞史に足跡を残しています。2015年、毎日新聞は創刊5万号を発
行し143年を迎えました。歴史と伝統を引き継いだ新聞です。

毎日新聞　東京本社版記事中（横70mm×縦31mm）が
39.5万円（税別）にて掲載できます。

休刊日はこちら

https://www.yahoo.co.jp/
https://www.shinbun-navi.com/gimon-kaiketsu/
https://www.shinbun-navi.com/sitemap.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/
https://www.shinbun-navi.com/%23area
https://www.shinbun-navi.com/%23shurui
https://www.shinbun-navi.com/landing/
https://www.shinbun-navi.com/business_ad/
https://www.shinbun-navi.com/
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/utility/discontinued.html
https://www.shinbun-navi.com/


※3ヵ月間に3回以上出稿の場合は契約料金が適用されますのでお問い合せ下さい。※毎日新聞一面、毎日新聞社会
面、毎日新聞テレビ・ドラマ面、毎日新聞スポーツ面以外の面に掲載の場合は上記毎日新聞への掲載料金の20％引き
となります。※指定料は毎日新聞掲載料金の10％増しとなります。※毎日新聞夕刊の掲載料金についてはお問い合せ
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。

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

※毎日新聞の広告には上記以外にも、様々なサイズ・料金がございます。※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。※地域を限定した県版・地方版に関しては、広告の種類によって掲載可能曜日等、様々な制約がある場合が

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

縦大型雑報

毎日新聞 全国版

52.5×100

1,618,000円

毎日新聞 東京（北海道含む） 794,000円

毎日新聞 中部 127,000円

毎日新聞 大阪 538,000円

毎日新聞 西部 244,000円

朝刊一面
大型雑報 毎日新聞 全国版 70×66 1,280,000

全国版・各本社版 広告名 横×縦 料金（税別）

毎日新聞
全国版

2段1／2 188×66 2,047,000円

5段1／2 188×168 5,117,500円

全5段 380×168 9,595,000円

全7段 380×237 12,971,000円

全15段
（1ページ） 380×511 25,920,000円

毎日新聞
東京本社版

2段1／2 188×66 1,052,000円

5段1／2 188×168 2,630,000円

全5段 380×168 4,930,000円

全7段 380×237 6,664,000円

全15段
（1ページ） 380×511 13,320,000円

毎日新聞
大阪本社版

2段1／2 188×66 769,000円

5段1／2 188×168 1,922,500円

全5段 380×168 3,605,000円

全7段 380×237 4,872,000円

全15段
（1ページ） 380×511 9,735,000円

毎日新聞
中部本社版

2段1／2 188×66 181,000円

5段1／2 188×168 452,500円

全5段 380×168 845,000円

全7段 380×237 1,148,000円

全15段
（1ページ） 380×511 2,295,000円

毎日新聞
西部本社版

2段1／2 188×66 351,000円

5段1／2 188×168 877,500円

全5段 380×168 1,645,000円

全7段 380×237 2,219,000円

全15段
（1ページ） 380×511 4,440,000円

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/kijisita/kijisita.html
https://www.shinbun-navi.com/nagare.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan22.html
https://www.shinbun-navi.com/gimon-kaiketsu/
https://www.shinbun-navi.com/web/nikkei.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan23.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan19.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan20.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan15.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan11.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan10.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan16.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan12.html


ございます。詳細がお決まりになりましたら、まずはご相談ください。※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（カラー）／原稿サイズ・掲載料金（正価）記事下広告（カラー）／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※毎日新聞朝刊、カラー、面指定なし、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

※毎日新聞の広告には上記以外にも、様々なサイズ・料金がございます。※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。※地域を限定した県版・地方版に関しては、広告の種類によって掲載可能曜日等、様々な制約がある場合が
ございます。詳細がお決まりになりましたら、まずはご相談ください。※官公庁等の入札案件についてはご相談くだ
さい。

毎日新聞の特徴毎日新聞の特徴

記者による自由な意見が飛び交う毎日新聞。読者層としては高齢者が多め。所得が比較的高くて高級思考、持ち家率
が高いのが特徴です。発行部数は他紙に比べると少ない印象もありますが、上記理由から予めターゲット層を絞り込
めるためシニア層向けの広告掲載におすすめです。料金は比較的安価。毎日新聞の広告掲載に関するお問い合わせは
以下の「お問い合わせボタン」より、お気軽にご相談ください。

毎日新聞での求人広告・お悔やみ広告・お詫び広告はこちら

全国版・各本社版 広告名 横×縦 料金（税別）

毎日新聞
全国版

全5段 380×168 15,367,000円

全7段 380×237 18,743,000円

全15段
（1ページ） 380×511 32,692,000円

毎日新聞
東京本社版

全5段 380×168 7,735,000円

全7段 380×237 9,469,000円

全15段
（1ページ） 380×511 16,455,000円

毎日新聞
大阪本社版

全5段 380×168 5,178,000円

全7段 380×237 6,445,000円

全15段
（1ページ） 380×511 11,825,000円

毎日新聞
中部本社版

全5段 380×168 1,516,000円

全7段 380×237 1,819,000円

全15段
（1ページ） 380×511 3,021,000円

毎日新聞
西部本社版

全5段 380×168 2,745,000円

全7段 380×237 3,319,000円

全15段
（1ページ） 380×511 5,650,000円

求人広告のことなら

毎日新聞の求人広告

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

毎日新聞の意見広告 毎日新聞の周年記念広告

毎日新聞の上場記念広告 毎日新聞のセミナー・イベント広告

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan08.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan03.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan05.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan04.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan21.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan17.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan18.html
http://www.okuyaminavi.com/
http://www.owabinavi.com/
https://www.shinbun-navi.com/recruiting/
https://www.shinbun-navi.com/gyokai/living.html
https://www.shinbun-navi.com/business_ad/calendar.html
http://www.naito.jp/jobad/adsaku/shinbun/mainichi/mainichi.html
http://www.okuyaminavi.com/donoshin/shinbun/mainichi.html
http://www.owabinavi.com/donoshin/shinbun/mainichi.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan08.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan03.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan05.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan04.html


毎日新聞の広告原稿例毎日新聞の広告原稿例

毎日新聞へ掲載の他、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。

毎日新聞の広告制作入稿規定毎日新聞の広告制作入稿規定

毎日新聞の他、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。

毎日新聞のお問い合わせはこちら毎日新聞のお問い合わせはこちら

毎日新聞の歴史毎日新聞の歴史

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

511 339 237 168 100 66 32

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

782 380 188 124 94 62 46

>他の新聞のサイズ一覧はこちら

入稿フォーマット入稿フォーマット
EPS N-PDF 毎日新聞独自PDF/X4

- ○ ○

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 http://macs.mainichi.co.jp/guide/index.html

新聞社ホームページ http://mainichi.jp/

新聞社広告局ホームページ http://macs.mainichi.co.jp/index.html

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

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan14.html
https://www.shinbun-navi.com/business_ad/mask.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan13.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan07.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan01.html
https://www.shinbun-navi.com/seisaku/seisaku03.html
http://macs.mainichi.co.jp/guide/index.html
http://mainichi.jp/
http://macs.mainichi.co.jp/index.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html%23sec-phone
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html%23sec-mailform
https://www.shinbun-navi.com/nagare.html
https://www.shinbun-navi.com/kijisita/kijisita.html



