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徳島新聞の新聞広告徳島新聞の新聞広告

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
※2020年4月1日より、記事スペースが15段構成から12段構成へと変わりました。記事下部分は15段構成のままなの
で広告サイズの変更はありませんが、記事スペースに掲載される雑報広告のサイズに限り変更となります。また夕刊
は廃止され、第2・第4木曜日にタブロイド版「STARTT（スタート）」が発行されます。

発行部数/日 広告名 横×縦 料金（税別）

約20.8万部
朝刊のみ

（2020年4月1日より
夕刊廃止）

突き出し 52.5×62 212,000円

記事中 70×31 141,000円

記事バサミ 10×31 20,500円

突き出し（1面・社会面）
（2020年4月以降）

70×79 282,000円

5.25×79 212,000円

3.5×79 141,000円

記事中（1面・社会面）
（2020年4月以降）

70×37
単発：141,000円

年間契約：88,000円（月1回契約）

35×37
単発：70,500円

年間契約：49,000円（月1回契約）

インデックス下
（2020年4月以降） 70×24 40,000円（月1回）

記事バサミ
（2020年4月以降） 10×37

単発：20,500円
年間契約：16,000円（月1回契約）

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

徳島新聞は徳島新聞社が発行する徳島県の地方紙です。徳島新聞は徳島新聞社が発行する徳島県の地方紙です。
徳島県内で朝刊76.13%という高い世帯普及率を誇る徳島新聞。徳島県内外の社
会・政治・経済・文化・スポーツなど、独自の取材による記事が徳島県民に愛さ
れています。
朝刊最終面は広告として利用可能で多くの流通、住宅メーカーなどから一覧性の
高さと、注目率から利用されています。その他、記事下広告や求人広告、徳島案
内、あどねっと、訃報・お悔やみ（死亡・会葬御礼）広告など、広告目的に合わ
せた広告商品をご提案する事が可能です。
※2020年4月1日より、記事スペースが15段構成から12段構成へと変わりまし
た。記事下部分は15段構成のままなので広告サイズの変更はありませんが、記事
スペースに掲載される雑報広告のサイズに限り変更となります。また夕刊は廃止
され、第2・第4木曜日にタブロイド版「STARTT（スタート）」が発行されま
す。

休刊日はこちら
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情報とくしま記事中
（2020年4月以降） 45×47 40,000円（月1回）

※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。

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 単色 フルカラー

2段1／2 189×64 255,000円 415,000円 455,000円

5段1／2 189×166 637,500円 797,500円 837,500円

全5段 380×166 1,065,000円 1,225,000円 1,375,000円

全7段 380×234 1,386,000円 1,546,000円 1,696,000円

全15段
（1ページ） 380×506 2,640,000円 2,840,000円 3,020,000円

※上記以外にも、様々なサイズ・料金の広告がございます。※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。

徳島新聞での求人広告・お悔やみ広告・お詫び広告はこちら

2020年年4月月1日より徳島新聞が変わります。日より徳島新聞が変わります。

徳島新聞は2020年4月1日付けより紙面改革を行います。
1）紙面構成やレイアウトを変更いたします。紙面のレイアウト変更とともに、面構成を新たにします。現在の社会
面の位置は地元の記事を中心とした「徳島総合」面とし、全国の社会記事を集約する「全国社会」面を新設します。
この変更に伴い、指定面を終面・社会面・TV面から終面・徳島総合面・TV面（曜日により「全国社会」面）に変更
します。※従来通り、終面と手前の見開き面とTV面を指定面とします。
2）総合面、経済面、地域面、社会面などの記事部分の1段あたりの高さを広げ読みやすくします。つきましては、記
事中や突き出し等一部広告のサイズ変更を行います。サイズは大きくなりますが、広告料金は据え置きます。※記事
下広告のサイズ変更はありません。
3）夕刊を休刊し、第２・第４木曜日の朝刊にタブロイド版「STARTT（スタート）」を発行します。

徳島新聞の広告原稿例徳島新聞の広告原稿例

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

徳島新聞の求人広告

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
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#［香川県］四国新聞への広告掲載 #［徳島県］徳島新聞への広告掲載
#［愛媛県］愛媛新聞への広告掲載 #［高知県］高知新聞への広告掲載

徳島新聞への掲載の他、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。

徳島新聞の広告制作入稿規定徳島新聞の広告制作入稿規定

徳島新聞の他、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

506 336 234 166 98 64 30

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

786.5 380 189 125 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 http://www.topics.or.jp/list/corporate/ad-regulation

新聞社ホームページ http://www.topics.or.jp/

新聞社広告局ホームページ http://www.topics.or.jp/list/corporate/ad

徳島新聞のお問い合わせはこちら徳島新聞のお問い合わせはこちら

四国地方の地方紙

＞新聞広告ナビトップに戻る

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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