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連動内容

■ 毎週金曜日発行

■ 同日発行日の本紙The Japan Times内の5ページ分と、水曜・木曜の一部のコンテンツと同一の内容を転載します。

■ Weekend Scene内掲載広告は、追加料金なしで本紙The Japan Times内の連動ページに自動的に掲載となります。

2014年5月改訂



【発行要領発行要領発行要領発行要領】】】】

発行日 ： 毎週金曜日発行（年末年始など、編集都合により休刊となる場合を除く）

発行部数 ： 約55,000部（ジャパンタイムズ本紙：約45,000部、単体配布部数：約10,000部）

配布方法 ： 提携各所での設置型（特集広告掲載時など、イベント会場などにての配布も可能）

単体設置先 ： 首都圏の約100箇所（主な設置箇所は別紙にて）

ページ数 ： 通常8ページ

広告申込締切： 掲載日2週間前。カラー広告の場合は3週間前。

原稿入稿締切： 前週金曜12時。カラー広告の場合は前週火曜12時。

【【【【記事内容記事内容記事内容記事内容（（（（例例例例））））】】】】

・国内の主要観光地紹介

・エンターテイメント情報： レストラン・ショップ・ホテル・映画・イベント・美術館・博物館・地域の催し物・お祭り等

・日本文化の紹介

【【【【訴求対象訴求対象訴求対象訴求対象】】】】

・在日外国人： 208万人

・訪日観光客： 830万人

・外資系企業： 3,300社

・海外進出企業： 20,680社

・在日大使館： 126カ国

・国内外の政府高官、オピニオンリーダー層

＊＊＊＊特別広告特集特別広告特集特別広告特集特別広告特集についてについてについてについて

・ご希望と条件により、編集記事と組み合わせた特集企画の掲載が可能です。内容については別途お問い合わせください。
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¥70,000¥100,000左右掲載題字横広告表紙

¥40,000¥65,000天地4.0ｃｍ×幅8.5cm題字横広告表紙

¥100,000¥150,000天地12.5ｃｍ×幅2段 （ 9.2ｃｍ）１/１６頁終面

¥200,000¥300,000天地12.5ｃｍ×幅4段 （19.0ｃｍ）１/８頁終面

¥400,000¥600,000天地12.5ｃｍ×幅8段 （38.4ｃｍ）１/４頁終面

¥250,000¥300,000天地12.5ｃｍ×幅4段 （19.0ｃｍ）1/８頁表紙

¥450,000¥600,000天地12.5ｃｍ×幅8段 （38.4ｃｍ）１/4頁表紙

¥550,000¥816,000天地17.0ｃｍ×幅8段 （38.4ｃｍ）1/３頁表紙

掲載週指定なし（月内）単発掲載（1回単価）サイズ広告種別掲載面

表紙表紙表紙表紙・・・・終面終面終面終面

¥49,000¥56,000¥63,000天地 7ｃｍ×幅2段（ 9.2ｃｍ）

¥175,000¥200,000¥225,000天地12.5ｃｍ×幅4段（19.0ｃｍ）

¥140,000¥160,000¥180,000天地10ｃｍ×幅4段（19.0ｃｍ）

¥70,000¥80,000¥90,000天地 5ｃｍ×幅4段（19.0ｃｍ）

¥35,000¥40,000¥45,000天地 5ｃｍ×幅2段（ 9.2ｃｍ）

¥21,000¥24,000¥27,000天地 3ｃｍ×幅2段（ 9.2ｃｍ）

6666ヶヶヶヶ月以上契約月以上契約月以上契約月以上契約（（（（毎週掲載毎週掲載毎週掲載毎週掲載））））3333ヶヶヶヶ月以上契約月以上契約月以上契約月以上契約（（（（毎週掲載毎週掲載毎週掲載毎週掲載））））単発掲載単発掲載単発掲載単発掲載サイズサイズサイズサイズ（（（（例例例例））））

中面中面中面中面（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ２２２２～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ３３３３）））） ＊＊＊＊単価単価単価単価：：：：天地天地天地天地1111ｃｍｃｍｃｍｃｍ××××1111段段段段 ¥¥¥¥4500450045004500

＊上記の料金には、消費税および原稿制作費用15％は含まれておりません。

＊掲載日は変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

＊中面広告については最小サイズは天地3cm×幅2段、最大サイズは天地12.5cm×幅4段とします。

＊3ヶ月以上の契約のお客様で、かつ中面の既存エリア地図に該当店舗がある場合において、地図内に無料で店名掲載いたします。

＊中面広告の幅は2段（9.2cm）または4段（19.0cm）のいずれかとなります。

＊記事広告はスペース料金の50%割り増しで制作いたしますので、担当者までご相談ください。

広告料金広告料金広告料金広告料金



■■■■カラーカラーカラーカラー広告加算料金広告加算料金広告加算料金広告加算料金：：：：

1頁まで ¥1,200,000加算

1/２頁まで ¥ 800,000加算

1/４頁まで ¥ 700,000加算

題字横（天地4cm x 横8.5cm） ¥ 60,000加算

■■■■フリーペーパーフリーペーパーフリーペーパーフリーペーパー版限定版限定版限定版限定カラーカラーカラーカラー加算料金加算料金加算料金加算料金 ::::

フリーペーパー版10,000部のみが色刷りとなり、本紙The Japan Times同時掲載分はモノクロとなります。

1頁まで ¥ 200,000加算

1/２頁まで ¥ 150,000加算

1/４頁まで ¥ 100,000加算

＊フリーペーパー版のみにカラー印刷する場合、入稿用データはカラー版（フリーペーパー掲載用）とモノクロ版（本紙掲載用）

の両方を入稿していただく必要があります。

＊カラー広告掲載の場合は、紙面建ておよび紙面体裁が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

＊カラー広告の最小サイズは1/8頁となります。

＊記事連動広告の場合はカラー加算料金はいただきません。
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芸能・エンタメ

関連記事

イベント等情報記事

広告広告広告広告掲載掲載掲載掲載スペーススペーススペーススペース

幅幅幅幅はははは2段段段段またはまたはまたはまたは4段段段段のみのみのみのみ

広告広告広告広告掲載掲載掲載掲載スペーススペーススペーススペース

1/3、、、、1/4、、、、1/8
カラーカラーカラーカラー可能可能可能可能

広告広告広告広告掲載掲載掲載掲載

スペーススペーススペーススペース

幅幅幅幅はははは2段段段段またはまたはまたはまたは

4段段段段のみのみのみのみ

アート記事

音楽記事

P1P1P1P1 P2P2P2P2 P3P3P3P3 P4P4P4P4

P5P5P5P5 P6P6P6P6 P7P7P7P7 P8P8P8P8

レストラン・グルメ・フード

関連記事

Photo Gallery

紙面紙面紙面紙面レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト（（（（例例例例））））

映画記事

ギャラリー情報

ホテル・

レストラン

情報記事

映画記事

広告広告広告広告掲載掲載掲載掲載

スペーススペーススペーススペース

幅幅幅幅はははは2段段段段またはまたはまたはまたは4
段段段段のみのみのみのみ



外国人観光案内所外国人観光案内所外国人観光案内所外国人観光案内所

・JNTOツーリストインフォメーションセンター（丸の内）・JR東日本外国人旅行センター（成田空港・成田空港第2ビル）・東京観光センター（新宿都庁内・京成上野

駅・羽田空港）・横浜コンヴェンション・ビューロー（横浜駅・新横浜駅）・浅草文化観光センター・アキバインフォ・三越銀座店 ・JR東京駅丸の内北口 JR東日本訪

日旅行センター内 ・JNTOツーリスト・インフォメーション・センター

交通機関交通機関交通機関交通機関・・・・旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社

浜松町はとバス総合センター・東京シティエアターミナル（T-CAT）・ゆりかもめ（新橋駅）・東京都観光汽船（浅草乗船所）・日の丸リムジン・アクロスNo.1トラベル

新宿・Willer Express Japan

ホテルホテルホテルホテル

グランドハイアット東京・ロイヤルパークホテル・丸の内ホテル・セルリアンタワー東急ホテル・ウェステインホテル東京・パークホテル東京・ホテルオークラ東京・帝国

ホテル・品川プリンスホテル・京王プラザホテル・ANAインターコンチネンタルホテル東京・ホテル日航東京・コンラッド東京・横浜ベイホテル東急・横浜ベイシェラト

ン・横浜ロイヤルパークホテル・ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル ・ホテルニューグランド ・横浜ウィークリー・サクラハウス 【基本的に本紙のセットとし

て、各ホテルに届けられています】 ・カオサン東京ゲストハウス ・ドーミーイン浅草 ・ドーミーイン明治神宮前・横浜ウィークリー・ホテルグランヴィア広島・日光イン

飲食店及飲食店及飲食店及飲食店及・・・・量販店量販店量販店量販店

オー・バカナル（銀座店・高輪店）・Tully’s （天王洲アイル店）・カフェラボエム（銀座店・白金店・麻布十番店）・ハードロックカフェ（六本木店・横浜店）・AGAVE・As 

Classics Diner（駒沢大学店） ・Burger 5 ・Authentic ・bERGAMO ・TeTeS（西麻布店、豊洲店） ・エリオロカンダイタリアーナ・パブブルドッグ・レストランSalt（丸の

内）・ワールドブレックファーストオールディ・Angelic café（神谷町）・ラオックス（秋葉原本店）・宝田無線・丸善丸の内本店・麻布インテリア（神谷町）・ナショナル麻

布・和雑貨丸荒渡邉

大使館及大使館及大使館及大使館及びびびび米国基地米国基地米国基地米国基地

アメリカ大使館・カナダ大使館・ポルトガル大使館・イタリア大使館・米海軍横須賀基地・米軍横田基地・米軍座間基地【基本的に本紙のセットとして、各大使館に

届けられています】

Weekend Scene設置箇所設置箇所設置箇所設置箇所

※2014年5月現在

学校学校学校学校

・東京大学農学部・幕張インターナショナルスクール・EF東京校



■アプリケーション： Adobe Illustrator（Ver. CS〜CS4）

■ファイル形式： EPS形式

• フォルダ名は掲載日、広告主を明記し、半角英数字を使用してください。 例： 0125ABC （フォルダ名）

• ファイル名には拡張子「.eps」を付けてください。 例： 0125ABC.eps（ファイル名）

入稿前に以下の項目をご確認ください。

□フォントは全てアウトライン化している

□画像データは全て埋め込み処理を行っている

□画像埋め込み後のファイル容量が200MB以内である。

□画像データが適切な解像度である ※目安は200dpi〜300dpiです。スクリーン線数は85線です。

□画像データとレイアウトデータが1フォルダにまとまっている

□不要なデータ（孤立点等）が残っていない

□カラー広告の場合、画像、オブジェクト、フォントは全てプロセスカラー（CMYK）を使用している

※RGBモード、特色の使用は厳禁です。

※モノクロ広告の場合、画像、オブジェクト、フォントにカラー情報が含まれてないかお確かめください。

■入稿方法

◎Eメールによる入稿→Dropstuff等の圧縮ソフトで圧縮の上、 入稿専用アドレスnyuko@japantimes.co.jpまで送信してください。

件名は、掲載日、広告主名を明記してください。

データが10MBを超える場合、事前にご連絡ください。

◎CDによる入稿

※モノクロ広告の場合、出力見本を1枚添付してください。

※カラー広告の場合、色見本を7枚添付してください。

■■■■送信先送信先送信先送信先メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス：：：：nyuko@japantimes.co.jpnyuko@japantimes.co.jpnyuko@japantimes.co.jpnyuko@japantimes.co.jp

入稿お問い合わせ先：ジャパンタイムズ 広告管理部

担当：真野（まの）、桑原（くわばら）

Tel: (03) 3453-5530

E-mail: nyuko@japantimes.co.jp

デジタルデータデジタルデータデジタルデータデジタルデータ入稿仕様入稿仕様入稿仕様入稿仕様


