
東京新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています東京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 "  ブロック紙 "  関東地方 "  東京都 "  東京新聞の新聞広告

東京新聞の新聞広告東京新聞の新聞広告

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

[東京新聞東京新聞] 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）
※営業もの、東京新聞（朝刊）のみ、モノクロ、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 横×縦 料金（税別）

約48.4万部

題字下 32×62.5 137,000円

記事中 1面 60×39 157,000円

社会面 60×39 157,000円

その他 60×39 144,000円

単独記事中 29×39 79,500円

5L突き出し

1面 50×83 199,000円

社会面 50×83 199,000円

その他 50×83 181,000円

5H突き出し

1面 50×125 303,000円

社会面 50×125 303,000円

その他 50×125 279,000円

6L突き出し
1面 60×83 242,000円

社会面 60×83 242,000円

WL突き出し
社会面 65×83 277,000円

その他 65×83 253,000円

WH突き出し 社会面 65×125 405,000円

東京新聞は中日新聞社が発行する、東京新聞は中日新聞社が発行する、1884年に創刊した東年に創刊した東
京唯一の地元紙です。京唯一の地元紙です。
首都・東京唯一の地元紙である東京新聞は、前身となる今日新聞の発行から、
2014年に創刊130年を迎えました。地域に密着したニュースはもちろんのこと、
生活や文化情報も豊富できめ細かく、東京で生活する人にとっても仕事をする人
にとっても親しみやすい新聞です。鋭くもあり柔らかくもある視点で「東京の
今」を生き生きと伝える姿勢は、各界各層から高い評価を得ています。東京新聞
と中日新聞がセットになった「全版通し」や、東京新聞の中で更にエリアが別れ
た「地方版」などがあります。

休刊日はこちら
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※中日新聞とセットの「全版通し」料金についてはお問い合せ下さい。※東京新聞雑報広告のカラー広告は、1色・
多色とも別途色刷り料金95,000円が加算されます。題字下の場合は68,500円が加算されます。※まんが下はカラーの
場合、掲載料が200,000円となります。※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。夕刊や全国通しなど、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。

[東京新聞東京新聞] 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）
※モノクロ、東京新聞（朝刊）のみ、面指定なし、1回掲載の場合の料金　※掲載サイズはmm表記

※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。※地
域を限定した地方版に関しては、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。

[東京新聞東京新聞] 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）
※カラー、東京新聞（朝刊）のみ、面指定なし、1回掲載の場合の料金　※掲載サイズはmm表記

※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。※地
域を限定した地方版に関しては、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。

>同じ中日新聞社が発行するブロック紙「中日新聞」についてはこちら

東京新聞での求人広告・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

テレビ面
突き出し テレビ面 94×101 445,000円

まんが下 社会面 53×39 140,000円

記事バサミ 9×39 38,000円

都道府県 広告名 横×縦 料金（税別）

東京都

2段1／2 190×66 485,000円

5段1／2 190×170 1,212,500円

全5段 382×170 2,300,000円

全7段 382×239 3,157,000円

全15段
（1ページ） 382×514 6,360,000円

都道府県 広告名 横×縦 料金（税別）

東京都

2段1／2 190×66 935,000円

5段1／2 190×170 1,662,500円

全5段 382×170 3,000,000円

全7段 382×239 4,007,000円

全15段
（1ページ） 382×514 7,510,000円

求人広告のことなら

東京新聞の求人広告

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

東京新聞の意見広告 東京新聞の周年記念広告

東京新聞の上場記念広告 東京新聞のセミナー・イベント広告
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東京新聞の県別発行部数東京新聞の県別発行部数

東京新聞の版別発行部数東京新聞の版別発行部数
■総発行部数■総発行部数
朝刊　514,451部
夕刊　195,152部
■東京■東京23区部数区部数
177,775部
■山手版■山手版
60138部
目黒区・世田谷区・中野区・杉並区・豊島
区・板橋区・練馬区
■都心版■都心版
58,979部
千代田区・中央区・港区・新宿区・江東区・
品川区・大田区・渋谷区
■したまち版■したまち版
58,658部
文京区・台東区・墨田区・北区・荒川区・足
立区・葛飾区・江戸川区

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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東京新聞の広告原稿例東京新聞の広告原稿例

東京新聞への広告掲載の他、朝日・日経・産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。

東京新聞の広告制作入稿規定東京新聞の広告制作入稿規定

東京新聞の他、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。

東京新聞のお問い合わせはこちら東京新聞のお問い合わせはこちら

他のブロック紙もご検討下さい。

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

514 342 239 170 101 66 32

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

788 382 190 126 94 62 47

>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

○ ○

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://adv.chunichi.co.jp/guide/print-guide/

新聞社ホームページ http://www.tokyo-np.co.jp

新聞社広告局ホームページ https://adv.chunichi.co.jp
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