
静岡新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています静岡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 "  東海地方 "  静岡県 "  静岡新聞の新聞広告

静岡新聞の新聞広告静岡新聞の新聞広告

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）
※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

題字下

朝刊 1面

35×80.5

135,000円 148,500円 162,000円

夕刊
1面

東部版 35,000円 38,500円 42,000円

中部版 68,000円 74,800円 81,600円

西部版 43,000円 47,300円 51,600円

天気中 朝刊1面 11×52 30,000円 33,000円 36,000円

記事中

朝刊
1面・社会面

71.5×32

180,000円 – –

他面 133,000円 – –

夕刊
1面・社会面 180,000円 – –

他面 133,000円 – –

記事バサミ
朝刊 1面以外

（要調整） 11.5×32
26,000円 – –

夕刊 26,000円 – –

TV面
変形記事中

朝刊
TV面

全県版

71.5×135.5

450,000円 495,000円 540,000円

東部版 130,000円 143,000円 156,000円

中部版 240,000円 264,000円 288,000円

西部版 160,000円 176,000円 192,000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

静岡新聞は、県紙として常にトップ、販売部数静岡新聞は、県紙として常にトップ、販売部数64万部の万部の
実力紙です。実力紙です。
64万部の販売部数を誇る静岡新聞は、「県紙」と呼ばれる地方紙の中で、常にト
ップの部数を維持しています。県内シェアでも、朝刊・夕刊ともに他紙を圧倒し
ています。中面がテレビ面という独自の紙面構成で、終面を全国としているの
も、静岡新聞の特徴の1つです。

発行部数/日 約62.4万部　朝夕刊発行
※土曜日付けの夕刊発行はありません。

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/adsaku/toukai.html
https://www.shinbun-navi.com/adsaku/todofuke/tokai/shizuoka.html
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/


トレンド
ビュー 朝刊TV面 71.5×135.5 460,000円 506,000円 552,000円

プログラム
横 朝刊TV面 48×34.5 39,000円 42,900円 46,800円

ハイライト
上・下 朝刊TV面 74×29 – 36,700円 40,000円

記事バサミ 朝刊TV面 11.5×32 26,000円 28,600円 31,200円

ラテ
突き出し

夕刊
ラテ面

全県版

71.5×66.5

294,000円 323,400円 352,800円

東部版 61,000円 67,100円 73,200円

中部版 135,000円 148,500円 162,000円

西部版 95,000円 104,500円 114,000円

突き出し
(小)

朝刊

1面・社会面

53.5×66.5

220,000円 242,000円 264,000円

第2社会面 198,000円 – –

他面 163,000円 – –

突き出し
(大)

朝刊

社会面

71.5×66.5

294,000円 323,400円 352,800円

第2社会面 270,000円 – –

他面 229,000円 – –

マンガ下
朝刊

社会面(大) 52.5×54 72,000円 79,200円 86,400円

社会面(小) 52.5×18 27,000円 29,700円 32,400円

夕刊 社会面 48×32 53,000円 58,300円 63,600円

※TV面変形記事中広告のトレンドビューは記事体広告です。※回数割引は、同時申込6ヶ月以内／12回以上（5％割
引）、24回以上（10％割引）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 版
料金（税別）

モノクロ 単色 フルカラー

2段1／2 190×66.5

全県版 310,000円 – –

東部版 85,000円 – –

中部版 168,000円 – –

静岡広域版 116,000円 – –

志太榛原版 52,000円 – –

西部版 108,000円 – –

遠州広域版 40,000円 – –

浜松市街版 68,000円 – –

5段1／2 190×170

全県版 775,000円 852,500円 930,000円

東部版 212,500円 233,750円 255,000円

中部版 420,000円 462,000円 504,000円

静岡広域版 290,000円 319,000円 348,000円

志太榛原版 130,000円 143,000円 156,000円

西部版 270,000円 297,000円 324,000円

遠州広域版 100,000円 110,000円 120,000円

浜松市街版 170,000円 187,000円 204,000円

全県版 1,550,000円 1,705,000円 1,860,000円

東部版 425,000円 467,500円 510,000円

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

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


全5段 382×170

中部版 840,000円 924,000円 1,008,000円

静岡広域版 580,000円 638,000円 696,000円

志太榛原版 260,000円 286,000円 312,000円

西部版 540,000円 594,000円 648,000円

遠州広域版 200,000円 220,000円 240,000円

浜松市街版 340,000円 374,000円 408,000円

全7段 382×239

全県版 2,170,000円 2,387,000円 2,604,000円

東部版 595,000円 654,500円 714,000円

中部版 1,176,000円 1,293,600円 1,411,200円

静岡広域版 812,000円 893,200円 974,400円

志太榛原版 364,000円 400,400円 436,800円

西部版 756,000円 831,600円 907,200円

遠州広域版 280,000円 308,000円 336,000円

浜松市街版 476,000円 523,600円 571,200円

全15段
（1ページ） 382×515

全県版 4,650,000円 4,960,000円 5,270,000円

東部版 1,275,000円 1,360,000円 1,445,000円

中部版 2,520,000円 2,688,000円 2,856,000円

静岡広域版 1,740,000円 1,856,000円 1,972,000円

志太榛原版 780,000円 832,000円 884,000円

西部版 1,620,000円 1,728000円 1,836,000円

遠州広域版 600,000円 640,000円 680,000円

浜松市街版 1,020,000円 1,088,000円 1,156,000円

※掲載料金は朝夕刊とも同一です。※静岡広域版、志太榛原版、遠州広域版、浜松市街版は朝刊のみとなります。※
掲載面を指定される場合、掲載料の20%増しとなります。※カラー広告の掲載サイズは、朝夕刊・各版ともに半5段
以上です。※上記以外にも、様々なサイズ・料金の広告がございます。※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。

静岡新聞での求人広告・お悔やみ広告・お詫び広告はこちら

静岡新聞の発行エリア静岡新聞の発行エリア

静岡新聞は、朝刊・夕刊が発行される全県版、東部版、中部版、西部版があり、さらに朝刊のみが発行される版とし
て、東部版には沼津・三島版、岳南版、中部版には静岡広域版、志太榛原版、西部版には遠州広域版、浜松市街版が
あります。静岡広域版はさらに静岡版と清水版に分かれています。

求人広告のことなら

静岡新聞の求人広告

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

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
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
https://www.naito.jp/adsaku/newspaper/shizushin/
http://www.okuyaminavi.com/donoshin/shinbun/chihoshi/shizuoka.html
http://www.owabinavi.com/donoshin/shinbun/chihoshi/shizuoka.html


全県版
約
629,300
部

東部版
約185,500部

沼
津・
三島
版

約
116,000
部

小山町、御殿場市、裾野市、長泉町、沼津市、三島市、清水町、
函南町、熱海市、伊豆の国市、伊東市、伊豆市、東伊豆町、河津
町、西伊豆町、松崎町、下田市、南伊豆町

岳南
版

約
69,500
部

富士市、富士宮市

中部版
約
269,700
部

静岡広
域版
約
168,900
部

静岡
版

約
110,400
部

静岡市(葵区、駿河区)

清水
版

約
58,500
部

静岡市(清水区)

志太榛原版
約
100,700
部

川根本町、島田市、藤枝市、焼津市、吉田町、牧之原市

西部版
約174,100部

浜松
市街
版

約
92,400
部

浜松市(浜松市北区は市街地側の一部)

遠州
広域
版

約
81,700
部

天竜区、森町、掛川市、磐田市、袋井市、菊川市、御前崎市、湖
西市、浜松市北区(湖西市の隣接一部)

全国主要県紙の販売部数比較全国主要県紙の販売部数比較

静岡県内各紙の販売部数・シェア静岡県内各紙の販売部数・シェア

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/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/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


静岡新聞の広告版別販売部数静岡新聞の広告版別販売部数

信頼できる広告と意識・行動信頼できる広告と意識・行動



静岡新聞の広告原稿例静岡新聞の広告原稿例

静岡新聞への掲載の他、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。

静岡新聞の広告制作入稿規定静岡新聞の広告制作入稿規定

静岡新聞の他、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



#［静岡県］静岡新聞への広告掲載

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

515 342.5 239 170 101 66.5 32

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

789 382 190 126 94.5 62.5 47

入稿フォーマット入稿フォーマット
EPS N-PDF 静岡新聞独自S-PDF PDF/X-1a

- ○ ○ ○

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://www.edi-s.co.jp/koukoku_seisaku.html

新聞社ホームページ http://www.at-s.com/news/

新聞社広告局ホームページ http://www.edi-s.co.jp

静岡新聞のお問い合わせはこちら静岡新聞のお問い合わせはこちら

東海地方のブロック紙
#中日新聞への広告掲載

東海地方の地方紙

＞新聞広告ナビトップに戻る

https://www.shinbun-navi.com/chihou/shizuoka.html
http://www.edi-s.co.jp/koukoku_seisaku.html
http://www.at-s.com/news/
http://www.edi-s.co.jp/
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/block/cyunichi.html
https://www.shinbun-navi.com/



