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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。
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琉球新報の新聞広告琉球新報の新聞広告

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）
※モノクロ、面指定なし　※サイズはmm表記

発行部数/日 広告名 横×縦
料金（税別）

短期（3ヶ月未満） 長期（3ヶ月以上）

約15.5万部
朝刊のみ発行

題字横 67×33 117,000円 100,000円

記事中 56×38 147,000円 130,000円

突き出し 52.5×66 220,000円 205,000円

記事バサミ 15×38 50,000円 45,000円

※雑報広告のカラー料金は、単色の場合30,000円（税別）、フルカラーの場合60,000円（税別）が上記掲載料に追加
されます。※掲載面の指定は20%増しとなります。※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）
※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 単色 フルカラー

2段1／2 190×66 220,000円 330,000円 490,000円

5段1／2 190×169 550,000円 660,000円 820,000円

全5段 382×169 1,040,000円 1,150,000円 1.310,000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

琉球新報は、沖縄タイムスと共に沖縄県を代表する地方琉球新報は、沖縄タイムスと共に沖縄県を代表する地方
新聞です。新聞です。
琉球新報は琉球新報社が発行する、沖縄タイムスと県内発行部数を二分する地方
紙です。1893年（明治26年）に発行され、明治、大正、昭和、平成の４つの世
代わりを「時代の証人」として責任ある報道に努めてきました。県民の信頼と高
い評価に支えられ、県内で最も高い普及率で皆様にご愛読いただいています。広
告においても、気軽にご利用いただける小スペースのものから、企画広告、イベ
ントと連動した協賛広告まで、新聞ならではの幅広いタイプをご利用いただけま
す。

休刊日はこちら
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全7段 382×238 1,421,000円 1,531,000円 1,741,000円

全15段
（1ページ） 382×515 2,670,000円 2,840,000円 3,040,000円

※掲載面の指定は20%増しとなります。※6カ月以内に複数回掲載の場合、契約割引が適用される場合がございます。
※上記以外にも、様々なサイズ・料金の広告がございます。※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。※官
公庁等の入札案件についてはご相談ください。

特殊雑報広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）特殊雑報広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※モノクロ　※サイズはmm表記

広告名 横×縦
料金（税別）

短期（3ヶ月未満） 長期（3ヶ月以上）

大型突出し 52.5×108 275,000円 245,000円

1面突出（小） 28×66 110,000円 100,000円

社会面横突出 96×22 50,000円 45,000円

マンガ下 54×17 40,000円 36,000円

証券面挟み（１） 15×65 30,000円 27,000円

証券面挟み（２） 59×20 25,000円 23,000円

救急当直医横 15×134 30,000円 27,000円

市民スポーツ記事中 67×32 30,000円 27,000円

健康面記事中（右） 56×38 30,000円 27,000円

健康面記事中（左） 56×38 30,000円 27,000円

ひと暮らし面記事中 56×38 30,000円 27,000円

ラジオ面将棋囲碁挟み 30×101 50,000円 45,000円

スポーツ面詰将棋囲碁 27×101 80,000円 72,000円

大相撲星取表中 13×140 60,000円 54,000円

テレビ面表札 88×160 330,000円 290,000円

テレビ面表札変形 88×230 450,000円 400,000円

テレビ面縦挟み（下） 14×132 50,000円 45,000円

テレビ面横挟み 76×13 30,000円 27,000円

テレビ面突出し（右） 76×50 220,000円 200,000円

テレビ面突出し（左） 97×38 220,000円 200,000円

テレビ面BS横 17×108 50,000円 45,000円

※雑報広告のカラー料金は、単色の場合30,000円（税別）、フルカラーの場合60,000円（税別）が上記掲載料に追加
されます。※掲載面の指定は20%増しとなります。※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。

琉球新報での求人広告・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

求人広告のことなら

琉球新報の求人広告

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
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琉球新報の広告掲載面イメージ琉球新報の広告掲載面イメージ

総合1面 証券面 スポーツ面

健康面 ラジオ面 4社面

社会面 テレビ面

琉球新報の広告原稿例琉球新報の広告原稿例

琉球新報への掲載の他、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

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
#［長崎県］長崎新聞への広告掲載 #［熊本県］熊本日日新聞への広告掲載
#［宮崎県］宮崎日日新聞への広告掲載 #［鹿児島県］南日本新聞への広告掲載
#［沖縄県］沖縄タイムスへの広告掲載 #［沖縄県］琉球新報への広告掲載

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。

琉球新報の広告制作入稿規定琉球新報の広告制作入稿規定

琉球新報の他、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

515 341 238 169 101 66 32

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

786 382 190 126 94 62 46

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 http://ryukyushimpo.jp/statics/html/ad/guide/

新聞社ホームページ https://ryukyushimpo.jp

新聞社広告局ホームページ http://ryukyushimpo.jp/statics/html/ad/

琉球新報のお問い合わせはこちら琉球新報のお問い合わせはこちら

 

九州・沖縄地方の地方紙

＞新聞広告ナビトップに戻る

https://www.shinbun-navi.com/chihou/oita.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/saga.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/nagasaki.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/kumamoto.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/miyazaki.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/minami.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/okinawa.html
https://www.shinbun-navi.com/chihou/ryukyu.html
http://ryukyushimpo.jp/statics/html/ad/guide/
https://ryukyushimpo.jp/
http://ryukyushimpo.jp/statics/html/ad/
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/
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



