
京都新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています京都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 "  地方紙 "  近畿地方 "  京都府・滋賀県 "  京都新聞の新聞広告

京都新聞の新聞広告京都新聞の新聞広告

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

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）
※モノクロ、面指定なし、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）

朝刊 夕刊

約41.6万部

題字下

朝刊 37×66 190,000円 –

夕刊 80×35 – 135,000円

市民版

29×66

31,000円

–

山城版 17,000円

洛西版 16,000円

丹後中丹版＋丹波版 17,000円

滋賀県民版 17,000円

記事中

58×38.7 58×38.7 190,000円 130,000円

29×38.7 29×38.7 110,000円 80,000円

山城版

70×32

16,000円

–
洛西版 14,000円

丹後中丹版＋丹波版 19,000円

滋賀県民版 20,000円

スポーツ面 50×101 300,000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

京都新聞は京都新聞社が発行する京都府・滋賀県の地方京都新聞は京都新聞社が発行する京都府・滋賀県の地方
紙で、地域ごとにきめ細かな紙面をつくり、読者ニーズ紙で、地域ごとにきめ細かな紙面をつくり、読者ニーズ
にこたえています。にこたえています。
朝刊では１面と第２社会面を京都と滋賀に分け、２、３、５面の総合・政治面、
社会面などでも地域ごとにニュースを差し替えています。さらに京都と滋賀で計
６版の地域版を見開き２ページずつ設け、身近な話題や暮らしに役立つ情報を提
供しています。これとは別に、京都府内や滋賀県内向けには、ちょっと違った角
度から情報を集めた「地域プラス」面をお届け。「関西広域ニュース」の面に
は、京滋のほか関西周辺の話題を網羅、神戸新聞など友好紙の記者が取材した記
事も掲載しています。

休刊日はこちら
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朝夕刊発行

突き出し

山城版

10×66

5,500円

–洛西版 5,000円

丹後中丹版＋丹波版 6,000円

滋賀県民版 6,500円

30×81.7 30×81.7 187,200円 151,200円

35×81.7 35×81.7 218,400円 176,400円

40×81.7 40×81.7 249,600円 201,600円

45×81.7 45×81.7 280,800円 226,800円

50×81.7 50×81.7 312,000円 252,000円

52.5×81.7 52.5×81.7 327,600円 264,600円

55×81.7 55×81.7 343,200円 277,200円

60×81.7 60×81.7 374,400円 302,400円

65×81.7 65×81.7 405,600円 327,600円

70×81.7 70×81.7 436,800円 352,800円

記事バサミ 10×38.7 31,200円 25,200円

※上記以外にも、様々なサイズ・料金の広告がございます。※カラー料金は30%増しとなります。※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。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

曜日 広告名 横×縦
料金（税別）

モノクロ カラー

日～木

2段1／2 他面 190×66 230,000円 730,000円

5段1／2 他面 190×169 575,000円 1,075,000円

全3段 1面 381×101 870,000円 1,370,000円

全5段

他面

381×169

1,150,000円 1,850,000円

社会面 1,350,000円 2,050,000円

第3社会面 1,175,000円 1,875,000円

テレビ面 1,475,000円 2,175,000円

全7段 他面 381×238 1,610,000円 2,410,000円

全15段
（1ページ） 他面 381×513 3,450,000円 4,550,000円

金・土

2段1／2 他面 190×66 240,000円 740,000円

5段1／2 他面 190×169 600,000円 1,100,000円

全3段 1面 381×101 960,000円 1,460,000円

全5段

他面

381×169

1,200,000円 1,900,000円

社会面 1,450,000円 2,150,000円

第3社会面 1,275,000円 1,975,000円

テレビ面 1,625,000円 2,325,000円

全7段 他面 381×238 1,680,000円 2,480,000円

全15段
（1ページ） 他面 381×513 3,600,000円 4,700,000円

※祝日はその曜日の料金を適用します。※夕刊の掲載料金はこちらからお問い合わせ下さい。※上記以外にも、様々
なサイズ・料金の広告がございます。※市民版、地域版（山城版、洛西版、丹後中丹版＋丹波版、丹波版、丹後＋中
丹版、滋賀県民版）についてはお問い合せ下さい。尚、市民版・地域版のカラー料金は掲載料の30%増しとなります
（滋賀県民版は除く）。※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

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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ください。

京都新聞での求人広告・お悔やみ広告・お詫び広告はこちら

京都新聞の発行エリアマップ京都新聞の発行エリアマップ

京都新聞は京都府で市民版と4つの地域版（丹後＋中丹版、丹波版、洛西版、山城版）と滋賀版、計６版を見開き２
ページずつ設け、身近な話題や暮らしに役立つ情報を提供しています。

求人広告のことなら

京都新聞の求人広告

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

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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京都新聞の広告原稿例京都新聞の広告原稿例

京都新聞への掲載の他、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。

京都新聞の広告制作入稿規定京都新聞の広告制作入稿規定

京都新聞の他、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。

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

513 341 238 169 101 66 32

二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

https://www.shinbun-navi.com/landing/lan14.html
https://www.shinbun-navi.com/business_ad/mask.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan13.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan07.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan01.html


#［滋賀県・京都府］京都新聞への広告掲載 #［兵庫県］神戸新聞への広告掲載
#［奈良県］奈良新聞への広告掲載 #［和歌山県］紀伊民報への広告掲載

左右
788 381 190 126 94 62 46

入稿フォーマット入稿フォーマット
EPS N-PDF PDF/X-1a

○ ○ ○

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://www.kyoto-np.co.jp/ad/guide/index.html

新聞社ホームページ https://www.kyoto-np.co.jp

新聞社営業局ホームページ https://www.kyoto-np.co.jp/ad/index.html

京都新聞のお問い合わせはこちら京都新聞のお問い合わせはこちら

近畿地方の地方紙

＞新聞広告ナビトップに戻る

掲載地域から選ぶ掲載地域から選ぶ
北海道・東北エリア

関東エリア

信越・北陸エリア
東海エリア

近畿エリア

中国エリア

四国エリア
九州・沖縄エリア

各種新聞料金各種新聞料金
全国紙

ブロック紙

業界紙
地方紙

新聞WEB版（電子版）

英字新聞

タブロイド紙・
フリーペーパー
スポーツ新聞

新聞広告の仕組み新聞広告の仕組み
掲載までの流れ

記事下広告のサイズの仕組み

新聞広告の種類と社組みにつ
いて
新聞広告の原稿制作について

記事下広告のサイズ一覧表

疑問解決

新聞広告内容から選ぶ新聞広告内容から選ぶ
延期・中止広告

法定公告

選挙広告
縦覧公告(洋上・風力発電等
の公告)

書籍広告

不動産広告

払い戻し広告
意見広告

企業広告

周年記念広告

上場記念広告
セミナー・イベント広告

医療系広告ページの企画

J-MONITORページの企画

新聞広告とノベルティででき
るSDGs

テレビ面広告

求人広告

おくやみ広告

おわび広告

新聞以外の広告新聞以外の広告
インターネット広告

各種印刷物

ノベルティ
交通広告

雑誌への広告掲載

名入れタオル

名入れカレンダー
ノベルティの定番アイテム

防暑・除菌グッズ
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