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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 "  地方紙 "  北海道・東北地方 "  宮城県 "  河北新報の新聞広告

河北新報の新聞広告河北新報の新聞広告

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、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

発行部数/日 広告名 横×縦
料金（税別）

モノクロ カラー

約44.3万部
朝夕刊発行

1面題字下 70×32 182,000円 218,400円

1面インデックス 70×32 168,000円 201,600円

1面ワイド突き出し（小） 70×66 336,000円 403,200円

1面ワイド突き出し（大） 70×100 500,000円 600,000円

1面左突き出し 52.5×66 252,000円 302,400円

1県版突き出し 52.5×100 315,000円 378,000円

1・3・4県版突き出し 50×82 250,000円 300,000円

中面突き出し
2社面・スポーツ面

（指定）
50×82 300,000円 360,000円

1社面突き出し 52.5×66 252,000円 302,400円

記事中（小） 35×39 84,000円 100,800円

記事中（大） 70×39 168,000円 201,600円

記事バサミ（小） 10×39 24,000円 28,800円

記事バサミ（大） 15×39 36,000円 43,200円

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

河北新報は明治河北新報は明治30年に創刊された、宮城県で最も読まれ年に創刊された、宮城県で最も読まれ
ている地方新聞です。ている地方新聞です。
河北新報は、東北・宮城・仙台がトータルに読める新聞です。宮城版は最大5ペ
ージで質・量ともに他の新聞を圧倒しており、身近な事件事故のニュース、地域
の話題をタイムリーにお伝えします。宮城県のニュース以外にも「ワイド東北」
面は見開き2ページを使い、東北の政治や経済、地域の話題等を毎日、幅広く掲
載しています。仙台圏では仙台唯一の夕刊も発行しており、フルカラーで読みや
すく、朝刊ではすくいきれない最新のニュースや夕刊ならではの特集・情報をお
届けしています。

休刊日はこちら
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※指定面でカラー掲載の場合、面指定20%増しの金額の20%増しとなります。※6カ月間での掲載回数により、割引料
金が適用されます。※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。

雑報広告月額一括契約／原稿サイズ・掲載料金（正価）雑報広告月額一括契約／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※朝刊、月13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 カラー

記事バサミ（小）
社会面・スポーツ面

月額一括契約（月13回掲載）
10×39

245,000円
（月額）

294,000円
（月額）

記事バサミ（大）
社会面・スポーツ面

月額一括契約（月13回掲載）
15×39

367,500円
（月額）

441,000円
（月額）

※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。

朝刊曜日指定雑報広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）朝刊曜日指定雑報広告／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※朝刊、6カ月契約・曜日指定の場合　※サイズはmm表記

広告名 横×縦
月額料金（税別）

モノクロ カラー

1県版題字下（日～水） 30×66 240,000円 288,000円

1県版題字下（木・金・土） 30×66 280,000円 336,000円

ワイド東北面題字下（日～水） 30×66 240,000円 288,000円

ワイド東北面題字下（木・金・土） 30×66 280,000円 336,000円

テレビ面タイムテーブル下（日～水） 37×32 – 300,000円

テレビ面タイムテーブル下（木・金・土） 37×32 – 330,000円

1社面4コマ漫画下（日・火～土） 57×32 – 540,000円

1社面4コマ漫画下（月） 57×32 – 455,000円

※上記以外にも、朝刊カラー企画雑報料金、夕刊など、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 カラー

2段1／2 189×66 286,000円 786,000円 436,000円

5段1／2 189×169 697,500円 1,197,500円 1,072,500円

全5段 381×169 1,285,000円 1,785,000円 1,985,000円

全7段 381×237 1,729,000円 2,229,000円 2,429,000円

全15段
（1ページ） 381×512 3,450,000円 3,950,000円 4,250,000円

※面・掲載位置等を指定される場合は、20%増しの指定料がかかります。※朝刊で木～土曜日指定申し込み掲載の営
業広告は週末指定料として、掲載料、指定料、カラー料金等の合計に対し4%増しとなります。※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。

河北新報での求人広告・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
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河北新報の発行エリア河北新報の発行エリア

河北新報の朝刊は「中央版」と「地域版」に分かれ、それぞれの発行部数は朝刊中央版が約27万部、朝刊地域版が約
16.4万部となっています。記事下での広告出稿の場合、「宮城県内切り替え版」として掲載する版を絞る事も可能で
すが、紙面事情により掲載日を調整する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

河北新報の発行部数河北新報の発行部数

求人広告のことなら

河北新報の求人広告

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

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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河北新報の広告掲載イメージ河北新報の広告掲載イメージ

河北新報の広告原稿例河北新報の広告原稿例

【朝刊】テレビ面の広告掲載イメージ【朝刊】テレビ面の広告掲載イメージ

【朝刊】【朝刊】1面の広告掲載イメージ面の広告掲載イメージ

【朝刊】県内版の広告掲載イメージ【朝刊】県内版の広告掲載イメージ

【朝刊】社会面の広告掲載イメージ【朝刊】社会面の広告掲載イメージ

【朝刊】スポーツ面の広告掲載イメージ【朝刊】スポーツ面の広告掲載イメージ

【夕刊】【夕刊】1面・テレビ面の広告掲載イメージ面・テレビ面の広告掲載イメージ

【夕刊】スポーツ面・ニュース面の広告掲載イメージ【夕刊】スポーツ面・ニュース面の広告掲載イメージ
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#［青森県］東奥日報への広告掲載 #［秋田県］秋田魁新聞への広告掲載
#［岩手県］岩手日報への広告掲載 #［宮城県］河北新報への広告掲載
#［山形県］山形新聞への広告掲載 #［福島県］福島民報への広告掲載
#［福島県］福島民友への広告掲載

河北新報への掲載の他、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。

河北新報の広告制作入稿規定河北新報の広告制作入稿規定

河北新報の他、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。※河北新報で「縦覧公告（環
境アセスメント公告）」を掲載する場合、原稿内に掲載日を記載する必要がありますのでご注意ください。

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

512 340 237 169 100 66 32

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

786 381 189 126 94 62 46

入稿フォーマット入稿フォーマット
EPS N-PDF PDF/X-4（N-PDF制作方法準拠）

- ○ ○

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.kahoku.co.jp/pub/media/guide/index.html

新聞社ホームページ http://www.kahoku.co.jp/

新聞社広告局ホームページ https://www.kahoku.co.jp/pub/media/ad/kahoku.html

河北新報のお問い合わせはこちら河北新報のお問い合わせはこちら

北海道・東北地方の地方紙
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