
タウンみやざき
Web記事型広告
サイズ 200×200px

雑誌広告料金
＋30,000円(税別)

mobile PCmagazine

表４

お問い合せ

有限会社

TEL.0985-25-1758
FAX.0985-25-1803
〒880-8551 宮崎県宮崎市田代町263番地
E-mail：tm＠mippy.jp

雑誌広告料金　一回ご掲載の料金です。

スケジュール　雑誌広告掲載のスケジュールです。毎月の詳細、Web広告はお問い合わせください

 スペース サイズ(天地×左右㎜) カラ―orモノクロ １回掲載 ６回掲載 12回掲載

広告プラン

雑誌

 サイズ(天地×左右px) １ヶ月 ６ヶ月 12ヶ月

カラ― モノクロ

「タウンみやざき」は

宮 崎 を

楽 し く

 表４ 246×182 カ　ラ　ー 360,000 360,000 360,000

 表３ 257×182 カ　ラ　ー 260,000 260,000 260,000

 表２ 257×182 カ　ラ　ー 300,000 300,000 300,000

 表２対向 257×182 カ　ラ　ー 280,000 280,000 280,000

 目次対向 257×182 カ　ラ　ー 260,000 260,000 260,000

   カ　ラ　ー 250,000 230,000 220,000 本文１P 257×182
 モノクロ 150,000 135,000 125,000

   カ　ラ　ー 150,000 135,000 125,000 本文１/２P 113×162
 モノクロ 85,000 75,000 70,000

   カ　ラ　ー 120,000 110,000 100,000 本文２/５P 86.2×157.8
 モノクロ 75,000 65,000 60,000

   カ　ラ　ー 75,000 65,000 60,000 本文１/５P  86.2×77
 モノクロ 45,000 40,000 35,000

 本文１/10P 39.6×77 モノクロ 30,000 25,000 20,000

 90×728px（大） 50,000  40,000 30,000

 90×364px（中） 30,000 25,000 20,000

 90×182px（小） 20,000 17,500 15,000

デザイン料 20,000 10,000
制作料 10,000 10,000
企画料 10,000 10,000
取材料 10,000 10,000
撮影料(1点) 3,000 3,000
分解料(1点) 1,500 500

■広告契約について
　・複数契約の場合、初回掲載時より１年以内にご消化ください。
　・編集上、掲載ページの指定はできません。ご了承ください。
　・申込後のキャンセルは、キャンセル料として掲載料全額のお

支払が必要となります。
■制作について
　・完全データ入稿の場合は、出力見本（カラ―のもの）の添付
をお願い致します。

　　詳しくは弊社担当までお問い合わせください。
　・完全データでいただいた原稿の修正は当方ではいたしかねま
す。ご了承ください。

■広告料金のお支払いについて
　・お支払いは原則銀行振り込みでお願いいたします。
　・広告料金を滞納された場合は掲載をお断りします。
　・手形でのお支払いはお断りします。
■広告掲載内容について
　・はがき、クーポン付きなどの特殊な広告の場合は、弊社担当
までお問い合わせください。

　・広告掲載内容、掲載表現には制限があります。場合によって
は、掲載をお断りすることがございます。

　・記事型広告の場合には事前に弊社担当まで、内容のご確認を
お願いいたします。

広告申込締切
発行前月末日

入稿
発行月１日前後

色校正
(必要な場合)
発行月５日前後

色校戻し(校了)
発行月15日前後

発行
毎月27日

（日曜日の場合は26日)

本文1/2P

本文2/5P

〈SIZE　縮小見本〉

本文1/5P

本文1/10P

表３
表２
表２対向
目次対向
本文１P

※表記の金額は全て税別です。別途消費税が必要となります。

タウンみやざきWebバナー広告料金　雑誌広告掲載なしでも出稿いただけます クリエイティブ料

WEB

クリエイティブ料は雑誌広告内容によって変わります。上記料金は
1頁あたりの目安の料金になります。内容、Webバナー広告制作は
その都度ご相談ください。

※Web記事型広告のみの
　掲載はご相談ください

媒
体
資
料



JAバンクATM
お預入れ
お引出し
残高照会

平日/土曜日/日曜・祝日

手数料 円0
無料ご利用時間帯 無料ご利用時間帯

コンビニ等ATM
（セブン銀行、ローソンATM、イーネットATM）

お預入れ
お引出し
残高照会

平　日 8:45～18:00
土曜日 9:00～14:00

手数料 円0
無料ご利用時間帯

お引出し
残高照会

平日 8:45～18:00

手数料 円0
三菱東京UFJ銀行ATM

JAバンクなら 全国どこでも ＆お引出しが便利 ATM手数料無料
●祝日が土曜日と重なる場合、JAバンクATM以外のATMのご利用は、所定の
手数料108円（税込）が必要となります。　●無料ご利用時間帯以外のご利用に
は、所定の手数料108円（税込）が必要となります。　●残高照会は終日無料で
す。　●コンビニエンスストア等の一部の店舗においては、ATMが設置されて
いない場合、金融機関が直接ATMを設置している場合、他ATM運営会社の
ATMが設置されている場合等があります。「イーネットATMマーク」「ローソン
ATMマーク」をご確認のうえ、ご利用ください。　●イーネットATMは、ファミ
リーマート、スリーエフ、ポプラ等のコンビニエンスストアに設置されています。

お気軽に
お問合せください。

県内の
JA窓口
一覧

JAバンク宮崎 　 検索　

JA宮崎中央 （0985）24-6699
JA綾町　　 （0985）77-1213
JAはまゆう （0987）23-5009

JA串間市大束（0987）74-1101
JA都城　　　（0986）22-9817
JAこばやし　（0984）23-1328

JAえびの市（0984）33-3103
JA児湯　　（0983）22-4571
JA尾鈴　　（0983）27-1123

JA西都（0983）35-4116
JA延岡（0982）23-1887

JA日向　　　（0982）55-2503
JA高千穂地区 （0982）73-1303

まで！

タウンみやざきここが

タウンみやざきは、
宮崎をもっと楽しく！
もっと元気に！
をコンセプトに
アクティブな情報を発信します！
地元宮崎に根付いた県内唯一の情報誌。
通称「タンみや」の愛称で親しまれ30年。
タウンみやざき独自の情報網とネットワークを駆使し、
宮崎の旬な情報を毎月お届けしています。

創　　刊　1987年10月1日
　　　　　（1991年9月4日第三種郵便物認可）
発　行　日　毎月27日
　　　　　（日曜日の場合は、26日になります）
発行部数　30,000部
体　　裁　B5判　無線綴じ
定　　価　360円（税込）

タウンみやざきは約550ヵ所で
販売しています。
宮崎県内の書店・コンビニをメインに、鹿児島県や熊本県の主要書店でも販売されています。

〈12月号忘・新年会企画〉 〈7月号スイートホテル企画〉

発行概要

男女比

男性

29％

女性71％

コアターゲットは、行動力・
購買意欲の高い20代～40代
のアクティブ層。独身層はも
ちろん、既婚者やお子さんを
お持ちのヤングファミリー層
が多いのも特徴です。

タウンみやざき取材記事にように掲載する広告です。フォーマットを統一するこ
とにより、記事として読んでいただけます。毎月掲載の「私だけのお気に入り♪」
（※飲食店様限定）、「今月のPICKUP」があります。また、毎号月に応じた企画
をご用意しています。

読者層
平均年齢30.7歳

職場や家族での回し読みはも
ちろん、カフェや美容室、銀
行などにも置かれています。
購読者以外の方にも読まれて
いますので、実売数以上の読
者が存在します。

回読数の高さ
4.7人

有料誌のため、保存率が高い
のも特徴です。そのため、再
読数も多く広告効果の持続性
が高くなっています。

再読数の多さ
7.2回

記事型広告

おしごと発見T-SITEでは
その様なお悩みをすべて解決します！

おしごと発見T-SITEでは
その様なお悩みをすべて解決します！

PointPoint Point Point

雑誌＋Web＋印刷物を組み合わせた　
プロモーションが可能です。

雑誌＋Web＋印刷物を組み合わせた　
プロモーションが可能です。

MAGAZINE
タウンみやざき

WEB
Site
SNS

PRINTING
チラシ
ポップ

フリーレイアウトで自由にデザインできます。インパクトを
与え、貴社・貴店のブランディングに効果的です。（※掲載
料・サイズなどは裏面の料金表にてご確認ください）

純広告

TSUTAYAとタウンみやざきがタッグを組み、ローコストで貴社・
貴店の人材募集のお手伝いをさせていただきます。

□ とにかく、人手が足りない…
□ 募集をかけているけれど、なかなか集まらない…
□ 年間を通して募集をかけると費用が高い…

●Site
townmiyazaki.ne.jp
旬な情報をスピーディに発信します。スケジ
ュールの都合で雑誌に掲載できたかった情報
も発信できます。
●SNS
facebook@townmiyazaki.ne.jp
Line＠タウンみやざき
フェイスブックやラインで日々の新しい情報
を発信。お客様とより身近につながれます。

WEB
MAGAZINE　＋

WEB 制作 PRINTINGWEB
MAGAZINE　＋

●CMSMippy
Webサイトを作成したことがない、知識も
まったくない、そんな方でも楽しく編集で
きるWebサイトの作成ツールです。
●360度写真撮影
　Googleストリートビュー
360度写真を使って施設内をWeb上で体験
できます。店舗情報は「Google検索」や
「Googleマップ」に掲載されます。

WEB 制作
●印刷物
タウンみやざきに掲載していただい
た素材でチラシ、リーフレット、フ
ライヤー、ポスター、ポップを作成
できます。その他、出版社ならでは
のパンフレット、記念誌や写真集な
どあらゆる印刷・出版物の対応がで
きます。

PRINTING

〈本文1ページ〉

〈本文1/2ページ〉

〈本文2/5ページ〉

※媒体資料は別紙ありますので、詳細は担当までお気軽に
　お問い合わせください

※媒体資料は別紙ありますので、詳細は担当までお気軽に
　お問い合わせください

雑誌広告展開

お店のBGMは　　　　　に
お任せください。

USEN正規代理店 おしごと発見！T-SITE

\　ご存知ですか？　/
店舗など営利目的の場所のBGMで、市販のCDや携帯音楽
プレーヤーなどの録音音源を流すには、日本著作権協会
（JASRAC）に手続き・支払いが必要です。USENの業務
用BGMはお店様にかわり、著作権料支払い済みの音楽を
配信提供するので、面倒な手続きは必要ありません。
月額1万円にてご利用可能です。

〈私だけのお気に入り♪〉 〈今月のPICK UP〉

宮崎の求人は
にお任せください！

 MEDIA MEDIA

 etc  etc

＋＋ ＋＋


