
365燕三条 フリーマガジン 広告料金

365燕三条では、毎月さまざまな広告特集を用意しています。企画ラインアップや入稿スケジュールは別紙でご確認ください。

まちの明日を、もっと笑顔に。

総発行部数75,000部

三条市・燕市と
加茂市に無料配布

身近な地域に限定したコンテンツ

365webは365日、日々更新

2019秋
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から誕生!
燕三条地域限定
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掲載面 スペース
サイズ

天地×左右（mm）
※一般広告

1回掲載料金
複数回掲載割引（下記は1回あたりの料金）

純広告 
制作費年4回掲載

10％OFF
年6回掲載
20％OFF

年12回掲載
30％OFF

表4（裏表紙） 1P 297×197 ¥480,000 ¥432,000 ¥384,000 ¥336,000 ¥30,000 

表2（表紙裏） 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥400,000 ¥360,000 ¥320,000 ¥280,000 ¥30,000 

表2対向（表2に対して向かい合う頁） 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥380,000 ¥342,000 ¥304,000 ¥266,000 ¥30,000 

特表2（表2対向裏～ 目次対向前頁） 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥350,000 ¥315,000 ¥280,000 ¥245,000 ¥30,000 

表3（裏表紙裏） 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥360,000 ¥324,000 ¥288,000 ¥252,000 ¥30,000 

表3対向（表3に対して向かい合う頁） 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥330,000 ¥297,000 ¥264,000 ¥231,000 ¥30,000 

目次下 1/2P 128×178 （ケイ枠囲み） ¥200,000 ¥180,000 ¥160,000 ¥140,000 ¥20,000 

目次対向面 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥330,000 ¥297,000 ¥264,000 ¥231,000 ¥30,000 

中面 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥260,000 ¥234,000 ¥208,000 ¥182,000 ¥30,000 
 1/2P 128×178 （ケイ枠囲み） ¥170,000 ¥153,000 ¥136,000 ¥119,000 ¥20,000 

1/4P 128×85 （ケイ枠囲み） ¥88,000 ¥79,200 ¥70,400 ¥61,600 ¥10,000 

1/8P 60×85 （ケイ枠囲み） ¥45,000 ¥40,500 ¥36,000 ¥31,500 ¥5,000 

記事下広告 1/4P 60×178 （ケイ枠囲み） ¥95,000 ¥85,500 ¥76,000 ¥66,500 ¥10,000 

求人広告 1P 297×210 （裁ちおとし） ¥260,000 ¥234,000 ¥208,000 ¥182,000 ¥30,000 

1/2P 130×178 （ケイ枠囲み） ¥170,000 ¥153,000 ¥136,000 ¥119,000 ¥20,000 

1/4P 62×178 （ケイ枠囲み） ¥88,000 ¥79,200 ¥70,400 ¥61,600 ¥10,000 

1/8P 62×86 （ケイ枠囲み） ¥45,000 ¥40,500 ¥36,000 ¥31,500 ¥5,000 

1/16P 62×40 （ケイ枠囲み） ¥25,000 ¥22,500 ¥20,000 ¥17,500 ¥5,000 

　※表回りおよび特殊面は連続期間契約または単発ご契約のみとさせていただきます。　※上記掲載料金には、消費税は含まれておりません。

365Web燕三条 広告料金 詳細は別途企画書をご覧下さい。

バナー広告（スマホ・PCに掲載） ¥35,000/月～

広告入稿のご注意
●データ入稿はイラストレーター作成データでお願いします。
●特殊面以外の面指定や枠指定はお受けできません。
●掲載業種及び広告の内容は弊社掲載基準に準じます。
●本紙校正が必要な場合は、別途料金を頂戴いたします。
●姉妹誌「365長岡」「365上越」「月刊新潟Komachi」との重複広告掲載は、　
　別途ご相談ください。
●制作費は素材支給の制作のみの料金です。（撮影・取材対応は別途）

広告締切日
●広告掲載申込締切 発行日の1カ月前
●広告データ入稿締切 発行日の3週間前
※締切スケジュールは、変動する場合があります。詳しくはスタッフまでご確認ください。

キャンセル料金
●発行日の1カ月前まで  契約金額の50％　
●発行日前1カ月以内  契約金額の100％

媒体概要 
判型･体裁 A4･オールカラー･中綴じ
総ページ数 52ページ前後
発行日 毎月第4金曜日
発行エリア 三条市、燕市、加茂市他近隣町村
発行部数 75,000部

広告のお申し込み･お問い合わせ
株式会社ニューズ･ライン　燕三条支局
〒955-0083 新潟県三条市荒町2-23-10 シコービル2F
Tel 0256-46-8200　Fax 0256-46-0655
新潟本社
〒950-8681 新潟市中央区女池南3-2-32 Tel 025-280-1010 Fax 025-280-1011
長岡支局
〒940-0086 長岡市西千手3-6-8 M'sビル 2F Tel 0258-35-9595 Fax 0258-35-9596
上越支局
〒943-0807 上越市春日山町3-5-27 Tel 025-521-3733 Fax 025-521-3732

・1枠につき3口のローテーション表示となります。
・複数月契約割引、1枠占有プランもございます。
・弊社で制作する場合は別途制作料が必要となります（5,000円～）。

タイアップ記事型広告（スマホ・PCに掲載） ¥20,000/月～

・複数月契約割引もございます。
・掲載料のほか、取材・記事制作料が必要となります（50,000円～）。

月々定額で地元へ手軽に情報発信
「ハッピープラン」 ¥5,000/月～

・365Ｗｅｂ内の紹介ページをパワーアップできる有料プランです。

※上記料金には、消費税は含まれておりません。
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（配布は一部エリア）

（配布は一部エリア）

メインターゲットは20 ～50代の女性
「365」のターゲット層は、20 ～50代の女性です。家族を
持ち、仕事を持ち、子育てしながら、自分の時間も充実さ
せたい女性に向けたフリーマガジンです。

お店や企業のPRのために、読者の興味･関心や季節、流
行をとらえた、テーマ別のさまざまな広告企画を用意して
います。文章や写真は365燕三条のスタッフがサポート。
クーポンを付けると、
来店促進に効果的
です。お店の個性を
より打ち出したい場
合は、自由にデザイ
ンできる一般広告も
おすすめです。

「365燕三条」が届けるのは、単なる情報ではありません。
出会いを求める人には、発見を。つまらない人には、ワクワクを。
さみしい人には、つながりを。変わりたい人には、きっかけを。
見慣れたまちの光景に、ときめきを。
子どもたちには、未来を。
より身近で、より魅力的な情報の発信を通して、
この＜まち＞に暮らす、すべての人に笑顔とハッピーを届けます。
ひとが変わり、まちが変わり、毎日が変わる。
地域限定フリーマガジン「365燕三条」。

ひとが変わる、まちが変わる、毎日が変わる
地域に特化した月刊フリーマガジン＆ウェブ

コンセプト

□CHECK
Komachiの編集ノウハウやクオリティーを生かす
「365燕三条」は、月刊新潟Komachiの姉妹誌です。
雑誌づくりで培ってきたノウハウ、クオリティーを生かし
た魅力満載の“買いたくなるフリーマガジン”を無料でお
届けします。

□CHECK
チラシやパンフレットの
制作もご相談を
365燕三条のスタッフは
お店の運営の強い味方で
す。広告のほか、パンフ
レットやチラシ、メニュー、
看板の作成などもお気軽
にご相談ください。

＜まち＞の魅力を楽しく伝える
編集企画を読みやすくて、
オシャレなデザインで!

フリーマガジン発行部数＆情報量 燕三条エリアNo1!

読者の興味･関心や季節に
マッチした広告企画、お得な
クーポンを使って来店促進も!

広告コンテンツ

「365燕三条」のウリは楽しさとお役立ち情報満載の編集企画で
す。巻頭特集は、グルメを中心に季節に合わせて、さまざまな企
画がラインアップ。また、お店のニューオープンやリニューアル、
地元のイベント情報など、気になる＜まち＞の情報も盛りだくさん。
誌面デザインは、まちのワクワクが伝わるオシャレなデザイン。文
字の大きさや配色など、読みやすさにも配慮しています。

□CHECK
ウェブでのPR！ 広告枠も用意
「365web」はお店のPRに活用できます。毎日更
新される365webでバナー広告やタイアップを
検討されている方はお気軽にご相談ください。

［ コンテンツ ］
●ニューオープン	
●まちレポ
●イベント　
●プレゼント　etc..

アクセスするたびに新しい発見に出会える
「365web」は365日、日々更新します

https://tsubamesanjo.365web.jp

「365燕三条」はウェブでも情報を発信します。新店情報はいち早く、イベント
情報はより多く、クーポンはいつでも何度でも利用できます。さらに、更新は
365日。スタッフが見つけた、まちの話題を日々更新中です。ウェブを使ってお
店のPRをしたい方向けに、バナー広告やタイアップ広告もご用意。アクセスす
るたびに、新しい発見に出会う地域限定ウェブサイト、「365web」です。

ウェブ

［PC画面］ ［スマホ画面］

配布エリア

「365燕三条」 4つの強み
1. 情報量

「365」は全52ページ。巻頭特集、
ニューオープン、イベント、グル
メ、ビューティー、住宅、求人など、
すべてが燕三条エリアの情報です。

2. クオリティー
「月刊新潟Komachi」などの雑誌
の編集で培った企画や撮影のノウ
ハウを生かした、クオリティーの高
い誌面づくりを行っています。

3. 部数
総発行部数は約75,000部。三条
市・燕市のほぼ全域に配布。事業
所への配布や、商業･観光施設へ
も設置します。

4. WEB
「365web」は365日、日々更新。WEB
クーポンのほか、ニューオープン情
報、編集部のおでかけレポートなど、
WEB限定コンテンツも。

三条市・燕市と加茂市（一部）に無料でポスティング
総発行部数は
75,000部

（事業所･設置含む）

三条市
ポスティング 34,150部
ラック設置 3,150部

合計37,300部

燕市
ポスティング 29,600部
ラック設置 1,100部

合計30,700部

加茂市
ポスティング 4,000部
ラック設置 500部

合計4,500部

フリーマガジン365燕三条は、三条市、燕市、加
茂市の世帯に67,750部をポスティングでお届け。
また、一部事業所への配布、隣接する見附、田上、
弥彦、寺泊エリアを含む店頭・公共施設等での
設置も合わせると、総発行部数は約75,000部。
魅力的な＜まち＞の話題を「365」に載せて、一人
ひとりにスマイルとハッピーを届けます。
発行は毎月第4金曜日です。
配布はその前週の土曜日からの約一週間で行います。
※天候などにより遅配の場合があります。
※12月のみ第3金曜日の発行となります。

1P広告
1部あたり約3.5円の
コストパフォーマンス

近隣の田上町･見附市･
弥彦村･寺泊町
一部の公共･商業･観光施設や
コンビニエンスストア、
ドラッグストア等

合計2,500部 設置

［男女比］ ［年齢］ ［職業］

男性
27％

女性
73％

20代
14％

30代
21％

40代
25％

50代
20％

60代
12％

70代以上
4％

10代	4％

会社員
42％

専業主婦
17％

パート･アルバイト
16％

自営業	7％公務員	5％
※「365燕三条」2018年1月～12月	プレゼント応募者データより

無職	6％
学生	3％ その他	4％

365長岡
＆上越

365は長岡エリアと上越エリアでも配布中です! 
多くの皆さまからご好評をいただいております!!

［365長岡］ 発行部数：80,000部／配布・設置エリア：長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町 【毎月第4木曜発行】
［365上越］ 発行部数：72,000部／配布・設置エリア：上越市、その他隣接市町村 【毎月第2木曜発行】

□CHECK
三条市・燕市・加茂市のほか、
田上町・見附市・弥彦村・寺泊
町の集客力の高い店舗、施設等
への設置のほか、企業・事務所
への配布（一部）も行っています。

2019年
秋より

ポスティング
START!


