
産経新聞の広告掲載料金に関して詳しく掲載しています産経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 "  全国紙 "  産経新聞の新聞広告

産経新聞の特徴と広告掲載料金のご案内産経新聞の特徴と広告掲載料金のご案内

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、モノクロ、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

※上記以外にも、産経新聞には様々なサイズ・料金がございます。※特定面とは、産経新聞朝刊の社会面、朝刊の第
二社会面、産経新聞朝刊の生活面、夕刊の社会面、夕刊の第二社会面を指します。※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（スポーツ面・テレビ面）／原稿サイズ・掲載料金（正価）雑報広告（スポーツ面・テレビ面）／原稿サイズ・掲載料金（正価）

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

発行部数/日 広告名
横×縦

料金（税別料金）

約155.5万部

種類 掲載面 産経新聞 

全国版
産経新聞 

東京本社版
産経新聞 

大阪本社版

突き出し

特定面
41×84

585,000円 285,000円 300,000円

他面 440,000円 215,000円 225,000円

特定面
55×84

735,000円 360,000円 375,000円

他面 610,000円 300,000円 310,000円

特定面
41×127

840,000円 410,000円 430,000円

他面 650,000円 320,000円 330,000円

記事中
特定面

55×40
510,000円 250,000円 260,000円

他面 375,000円 185,000円 190,000円

記事バサミ 10×40 65,000円 32,000円 33,000円

産経新聞は東京本社版と大阪本社版に分かれ、特に大阪産経新聞は東京本社版と大阪本社版に分かれ、特に大阪
府内では高い普及率を誇る全国紙です。府内では高い普及率を誇る全国紙です。

創刊以来、「モノをいう新聞」を標榜し続ける全国紙です。産経新聞は日々の事
件・事故や話題に加え、アジア情勢、安全保障、教育問題など各テーマで時代を
先取りする報道を続けています。※夕刊は大阪本社版のみとなります。

産経新聞　全国版突き出し（横41mm×縦84mm）が
44万円（税別）にて掲載できます。

休刊日はこちら

https://www.yahoo.co.jp/
https://www.shinbun-navi.com/gimon-kaiketsu/
https://www.shinbun-navi.com/sitemap.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/
https://www.shinbun-navi.com/%23area
https://www.shinbun-navi.com/%23shurui
https://www.shinbun-navi.com/landing/
https://www.shinbun-navi.com/business_ad/
https://www.shinbun-navi.com/
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/utility/discontinued.html
https://www.shinbun-navi.com/


※朝刊、カラー、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

※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（モノクロ）／原稿サイズ・掲載料金（正価）記事下広告（モノクロ）／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※朝刊、モノクロ、面指定なし、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

※上記以外にも、産経新聞には様々なサイズ・料金がございます。※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。産経新聞の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。※地域を限定した県版・地方版に関しては、広告の種類によって掲載可能曜日等、様々な制約がある場
合がございます。詳細がお決まりになりましたら、まずはご相談ください。※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（カラー）／原稿サイズ・掲載料金（正価）記事下広告（カラー）／原稿サイズ・掲載料金（正価）
※朝刊、カラー、面指定なし、1回掲載の場合　※サイズはmm表記

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

広告名 横×縦
料金（税別料金）※カラー料金含む

産経新聞 全国版 産経新聞 東京本社版 産経新聞 大阪本社版

朝刊スポーツ面
（カラー） 77×273 2,200,000円 1,100,000円 1,300,000円

朝刊テレビ面
（カラー）表札 77×170 1,700,000円 850,000円 1,000,000円

朝刊テレビ面
（カラー）ウィンドウ 77×100 1,000,000円 500,000円 600,000円

全国版・各本社版 広告名 横×縦 料金（税別料金）

産経新聞
全国版

2段1／2 189×66 1,020,000円

5段1／2 189×170 2,550,000円

全5段 380×170 4,900,000円

全7段 380×238 6,720,000円

全15段
（1ページ） 380×514 13,950,000円

産経新聞
東京本社版

2段1／2 189×66 610,000円

5段1／2 189×170 1,525,000円

全5段 380×170 2,925,000円

全7段 380×238 4,025,000円

全15段
（1ページ） 380×514 8,325,000円

産経新聞
大阪本社版

2段1／2 189×66 630,000円

5段1／2 189×170 1,575,000円

全5段 380×170 3,025,000円

全7段 380×238 4,165,000円

全15段
（1ページ） 380×514 8,625,000円

全国版・各本社版 広告名 横×縦 料金（税別料金）

産経新聞
全国版

全5段 380×170 6,300,000円

全7段 380×238 8,120,000円

全15段
（1ページ） 380×514 16,350,000円

産経新聞
東京本社版

全5段 380×170 3,725,000円

全7段 380×238 4,825,000円

全15段
（1ページ） 380×514 9,625,000円

全5段 380×170 3,925,000円

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/kijisita/kijisita.html
https://www.shinbun-navi.com/nagare.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan22.html
https://www.shinbun-navi.com/gimon-kaiketsu/
https://www.shinbun-navi.com/web/nikkei.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan23.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan19.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan20.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan15.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan11.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan10.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan16.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan12.html


※上記以外にも、産経新聞には様々なサイズ・料金がございます。※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。産経新聞の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。※地域を限定した県版・地方版に関しては、広告の種類によって掲載可能曜日等、様々な制約がある場
合がございます。詳細がお決まりになりましたら、まずはご相談ください。※官公庁等の入札案件についてはご相談
ください。

産経新聞の特徴産経新聞の特徴

関東と近畿に多くの読者を持つ産経新聞。購読料金がリーズナブルで50代?60代の男性に多く読まれています。他紙
に比べると、女性購読者が若干少ない印象がありますが主婦層の読者は全体の2割を締めています。所得は平均的な
層が多くみられるため、住宅や高級品より、生活に密着しているサービスや商品向き。産経新聞の広告掲載に関する
お問い合わせは以下の「お問い合わせボタン」より、お気軽にご相談下さい。

産経新聞での求人広告・お悔やみ広告・お詫び広告はこちら

産経新聞の配布エリア産経新聞の配布エリア

産経新聞は産経新聞東京本社版・産経新聞大阪本社版の2エリアから成り、両エリアを足したものが産経新聞全国版
となります。広告の対象が日本全国の場合は産経新聞全国版、エリアを絞る場合は産経新聞東京本社版・産経新聞大
阪本社版を選ぶ事ができます。

産経新聞の販売部数産経新聞の販売部数

（日本ABC協会「新聞発行社レポート」2014年1～6月平均）

産経新聞
大阪本社版

全7段 380×238 5,065,000円

全15段
（1ページ） 380×514 10,025,000円

広告名 朝刊 夕刊

産経新聞 全国合計 1,610,822部 520,716部

産経新聞 東京本社版 712,892部 –

産経新聞 大阪本社版 897,930部 520,716部

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

産経新聞の意見広告 産経新聞の周年記念広告

産経新聞の上場記念広告 産経新聞のセミナー・イベント広告

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan08.html
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https://www.shinbun-navi.com/landing/lan05.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan04.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan21.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan17.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan18.html
http://www.okuyaminavi.com/
http://www.owabinavi.com/
https://www.shinbun-navi.com/recruiting/
https://www.shinbun-navi.com/gyokai/living.html
https://www.shinbun-navi.com/business_ad/calendar.html
http://www.okuyaminavi.com/donoshin/shinbun/sankei.html
http://www.owabinavi.com/donoshin/shinbun/sankei.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan08.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan03.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan05.html
https://www.shinbun-navi.com/landing/lan04.html


産経新聞の広告原稿例産経新聞の広告原稿例

産経新聞への掲載の他、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。

産経新聞の広告制作入稿規定産経新聞の広告制作入稿規定

産経新聞の他、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。

産経新聞のお問い合わせはこちら産経新聞のお問い合わせはこちら

産経新聞の歴史産経新聞の歴史

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

514 342 238 170 101 66 32

左右
二連版 全幅 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8

785 380 189 125 94 62 46

>他の新聞のサイズ一覧はこちら

入稿フォーマット入稿フォーマット
EPS N-PDF

○ ○

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.sankei-ad-info.com

新聞社ホームページ https://www.sankei.com

新聞社広告局ホームページ http://sankei.jp/

https://www.shinbun-navi.com/toiawase.html
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
https://www.shinbun-navi.com/seisaku/seisaku03.html
http://www.sankei-ad-info.com/
https://www.sankei.com/
http://sankei.jp/



