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小さくても高い接触率
読者の注目を集めます

紙面刷新で、さらに見やすく目立つ広告に。 他紙に比べて圧倒的な部数を誇る朝刊。
夕刊も全国の地方紙朝刊に肩を並べる存在感です。

北 海 道 新 聞 の 雑 報 広 告

さらに見やすくなった新紙面 道内における圧倒的シェア

雑報広告とは、記事面の中や題字の近くなどに置かれる広告で、
小型ですが読者の高い接触率が期待できます。
読者の約92%※が見ている朝刊一面をはじめ、社会面・地方面・テレビ面など、
毎日の暮らしの中で読者に親しまれる存在です。

2014年3月3日付朝刊から、全体の約6割のページをより読みやすく読者にやさしい紙面に刷新。
雑報広告の天地幅もアップし、ますます効果的な訴求が可能になりました。

北海道新聞朝刊の販売部数は、全国紙4紙の合計販売部数の2倍以上と、北海道内での圧倒的なシェアを誇ります。
また夕刊単体でも、国内各地の地方紙に匹敵する販売部数を持っています。

新聞を手に取って最初に目にする題字のすぐ下に位置。
あらゆる読者の注目を集める「特等席」です。
※夕刊1面題字下は旧サイズと同じです。

記事の中にある1段の縦長広告。情報量は限られますが、
その分ダイレクトでインパクトのある広告展開がおもしろい。

突き出しは、紙面の端にあり記事の中に突き出た、
使い勝手のよい広告です。特に3段突き出しは、
カラーにすると際立ちます。目立ち過ぎに注意！
※1面の3段突き出しはカラーのみの掲載となります。

記事の中にある1段の横長広告。記事を読む際に
読者の目に留まりやすいため、高い注目度が期待できます。

毎日欠かさずチェックする読者が多い天気予報欄にある
横長の広告。実は記事の中に挟んでいませんが、
天気予報と同じくらいに注目されています。

【朝刊一面題字下】

【記事中】

【記事挟み】

【3段突き出し】

【天気予報欄挟み】
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※日本ABC協会 「新聞発行社レポート 半期2013年1～6月」　※別途夕刊の媒体資料もご覧ください。

※朝刊一面の平均接触率：91.9% ［J-MONITOR 定期面別接触率調査 2013年4月～2013年9月（北海道新聞）］



一面料金表

【一面】読者の約92%※が読む朝刊一面。
毎日のニュースとともに親しまれます。

突き出し

題字下
朝刊： H3.3cm×W6.5cm
夕刊： H6.6cm×W4.0cm

朝刊のみ
■2段突き出し／H8.3cm×W5.25cm
■2段突き出し7cm／H8.3cm×W7.0cm
■3段突き出し／H12.6cm×W5.25cm

天気予報欄挟み
朝刊のみ
H0.8cm×W5.6cm

題字下 H3.3cm×W6.5cm 全道版  190,500円
原稿サイズ （天地×左右）種　類 掲載料金

記事中 H4.0cm×W7.0cm 全道版  236,500円

天気予報欄挟み H0.8cm×W5.6cm 全道版  42,000円

夕刊朝刊

全道版  180,500円
札幌本社版 123,000円
函館版 39,600円
旭川北見版 41,300円
釧根帯勝版 39,600円

【単色】 ＋220,000円 【多色】 ＋270,000円色刷り料金（全道版）

色刷り料金（4版）

※掲載範囲は全道版のみです。原稿切替は4版切替（札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版）
　まで可能です。
※記事中・突き出しは、それぞれ同日に1本までの掲載です。
※2段突き出しと2段突き出し7ｃｍはモノクロか多色のみの掲載となります。
※3段突き出しは、多色のみ掲載可能です。

※夕刊1面に突き出しは掲載できません。
※題字下は札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版掲載優先のため、
　全道版でのご利用は事前にご相談ください。
※記事中・記事挟みは全道版のみです。原稿切替は4版切替（札幌本社版・函館版・旭川北見版・
　釧根帯勝版）まで可能です。

※掲載面は移動する場合があります。　※朝刊のマンガ下雑報は廃止になりました。

【社会面】その日の主要ニュースを網羅。
北海道の出来事を反映する注目度の高いページです。

突き出し
朝刊・夕刊共通
■2段突き出し／
　H8.3cm×W5.25cm
■3段突き出し／
　H12.6cm×W5.25cm

朝刊のみ
■2段突き出し7cm／
　H8.3cm×W7.0cm朝刊一面の平均接触率：91.9%※

夕刊一面の平均接触率：86.5%※
※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2013年4月～2013年9月（北海道新聞）

消費税別 消費税別

朝刊第一社会面の平均接触率：90.9%※
※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2013年4月～2013年9月（北海道新聞）

記事挟み H4.0cm×W1.0cm 全道版  49,800円

記事中 H4.0cm×W7.0cm 全道版  210,600円
記事挟み H4.0cm×W1.0cm 全道版  45,100円

題字下 H6.6cm×W4.0cm

原稿サイズ （天地×左右）種　類 掲載料金

2段突き出し H8.3cm×W5.25cm 全道版  355,200円
2段突き出し7cm H8.3cm×W7.0cm 全道版  473,600円
3段突き出し H12.6cm×W5.25cm 全道版  532,800円

原稿サイズ （天地×左右）種　類 掲載料金

記事中 全道版  236,500円

記事挟み 全道版  49,800円

2段突き出し 全道版  355,200円

2段突き出し7cm 全道版  473,600円

3段突き出し 全道版  532,800円

社会面料金表

H4.0cm×W7.0cm

H4.0cm×W1.0cm

H8.3cm×W5.25cm

夕刊朝刊

【単色】 ＋220,000円
【多色】 ＋270,000円色刷り料金（全道版）

※掲載範囲は全道版のみです。原稿切替は4版切替（札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版）
　まで可能です。
※第1社会面は多色可能です。
※第1・第2社会面に、3段突き出しは同日に1本しか掲載できません。
※第1・第2社会面には、2段突き出しに限り、同日に左右2本ずつの合計4本掲載できます。
※突き出しの掲載順序は、外側からの掲載となります。

※掲載範囲は全道版のみです。原稿切替は4版切替（札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版）
　まで可能です。
※2段突き出し7ｃｍは掲載できません。

夕刊は第2社会面まで

H8.3cm×W7.0cm

H12.6cm×W5.25cm

記事中 H4.0cm×W7.0cm 全道版  210,600円
原稿サイズ （天地×左右）種　類 掲載料金

記事挟み H4.0cm×W1.0cm 全道版  45,100円

2段突き出し H8.3cm×W5.25cm 全道版  316,000円

3段突き出し H12.6cm×W5.25cm 全道版  474,000円

朝刊第一社会面

朝刊第二社会面

夕刊

朝刊

記事挟み
朝刊・夕刊共通
H4.0cm×W1.0cm

記事中
朝刊・夕刊共通
H4.0cm×W7.0cm

記事挟み
朝刊・夕刊共通
H4.0cm×W1.0cm

記事中
朝刊・夕刊共通
H4.0cm×W7.0cm

【多色のみ】
札幌本社版

函館版・旭川北見版・釧根帯勝版

＋180,000円
＋60,000円



色刷り料金【多色のみ】 ＋180,000円 ＋60,000円 ＋60,000円 ＋60,000円

地域に密着したローカルな話題を毎日お届け。
エリアを絞ったPR効果が期待できます。

朝刊地方面 夕刊地方面

※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2013年4月～2013年9月（北海道新聞）

朝刊地方面（札幌本社版）の平均接触率：85.4%※
※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2013年4月～2013年9月（北海道新聞）

夕刊地方面（札幌本社版）の平均接触率：76.4%※

【地方面】

題字下
H2.8cm×W4.6cm

題字下
H10.1cm×W1.3cm
※函館市内版・渡島桧山版・釧根版（月～木）・
　根室版（月～木）・帯勝版のみの掲載設定です
※土曜日の題字下はありません

題字横
H1.3cm×W10.1cm
※釧根版・根室版は金曜日のみ
※函館市内版・渡島桧山版・釧根版（月～木）・
　根室版（月～木）・帯勝版を除く版で掲載
※土曜日の題字横はありません

突き出し
■2段突き出し／
　H8.3cm×W5.25cm
■3段突き出し／
　H12.6cm×W5.25cm

突き出し
■2段突き出し／
　H8.3cm×W5.25cm
■3段突き出し／
　H12.6cm×W5.25cm記事中

■記事中／H4.0cm×W7.0cm
■記事中半枠／H4.0cm×W3.5cm

記事中
■記事中／H4.0cm×W7.0cm
■記事中半枠／H4.0cm×W3.5cm

記事挟み
H4.0cm×W1.0cm

記事挟み
H4.0cm×W1.0cm

北見版

釧根版
帯勝版

苫日版

空知版

室蘭版

小樽後志版

札
幌
近
郊
版

旭川版
札幌本社版

旭川北見版

釧根帯勝版

函館版

地方面料金表 消費税別

朝刊

H2.8cm×W4.6cm

H4.0cm×W7.0cm

H4.0cm×W3.5cm

H4.0cm×W1.0cm

H8.3cm×W5.25cm

H12.6cm×W5.25cm

題字下

記事中

記事中半枠

記事挟み

2段突き出し

3段突き出し

地方面料金表 消費税別

種　類 原稿サイズ （天地×左右） 札幌本社版 函館版 旭川北見版 釧根帯勝版

198,300円
99,300円
30,200円
294,300円
448,700円

44,300円
22,100円
7,000円
68,900円
104,700円

42,000円
21,100円
8,700円
89,600円
133,600円

66,200円
33,000円
9,800円
93,900円
139,600円

※4版（札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版）よりも小さい版から掲載設定されます。 料金は別途ご案内します。
　［札幌近郊版・札幌市内版・千恵版・小樽後志版・日胆版・室蘭版・苫日版・空知版・函館市内版・渡島桧山版・旭川版・北見版・釧根版・根室版・帯勝版］

4版の料金設定はありません。

※朝刊の札幌本社版には深川市を除く北空知の一部にも掲載されます。　※日曜日、月曜日、祝日の翌日付け掲載に関しては、それ以外の曜日と掲載設定が異なるため事前にご相談ください。
※札幌本社版の朝刊2段突き出しに左右7cm（料金：322,400円、消費税別）のものがあります。　※地方面には、全道版の雑報は掲載できません。また、地方面雑報には回数割引を適用しません。
※面希望は受けられません。　※掲載設定が複雑なため事前にご相談ください。

夕刊

H10.1cm×W1.3cm

H1.3cm×W10.1cm

H4.0cm×W7.0cm

H4.0cm×W3.5cm

H4.0cm×W1.0cm

H8.3cm×W5.25cm

H12.6cm×W5.25cm

題字下

記事中

記事中半枠

題字横

記事挟み

2段突き出し

3段突き出し

種　類 原稿サイズ （天地×左右） 札幌本社版 函館版 旭川北見版 釧根帯勝版

171,300円
84,300円
25,700円
249,700円
380,800円

39,100円
19,500円
6,200円
60,800円
92,300円

36,400円
18,900円
5,100円
55,900円
84,100円

45,500円
22,800円
6,700円
63,700円
96,000円

※4版（札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版）よりも小さい版から掲載設定されます。料金は別途ご案内します。
　［札幌近郊版・小樽後志版・日胆版・室蘭版・苫日版・空知版・函館市内版・渡島桧山版・旭川版・北見版・釧根版・根室版・帯勝版］

4版の料金設定はありません。

※日曜日、月曜日、祝日の翌日付け掲載に関しては、それ以外の曜日と掲載設定が異なるため事前にご相談ください。　※土曜日の夕刊題字下・横はありません。
※地方面には、全道版の雑報は掲載できません。また、地方面雑報には回数割引を適用しません。　※面希望は受けられません。　※掲載設定が複雑なため事前にご相談ください。

［夕刊地方面雑報には色料金の設定はありません］



【テレビ面】性別・年代を問わず高い接触率が特長。
幅広い読者層への訴求が期待できます。

朝刊テレビ面の平均接触率：89.1%
夕刊テレビ面の平均接触率：82.3%

原則掲載月の前月10日までにお申込みください。申込み
掲載日の前々日までにご入稿ください。
日本広告業協会（JAAA）新聞広告デジタル制作・送稿ガイド2.0に準拠した形式でご入稿ください。
■JAAAガイド2.0　http://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/03/JAAA_Guide_2_0.pdf
■北海道新聞デジタル原稿制作の手引き　http://adv.hokkaido-np.co.jp/dl.html

原稿入稿

同一広告主が、同種類の雑報で3ヵ月以内の出稿分を一括申込みの場合に、3枠以上＝5％引き、5枠以上＝10％引き にします。
ここでいう「1枠」とは、「題字下」「記事中」は1回分、「突き出し」は1段×7ｃｍ相当分になります。

※全道版のカラー料金は、単色220,000円、多色270,000円がプラスされます。　
※色料金は割引になりません。

※全道版のカラー料金は、単色220,000円、多色270,000円がプラスされます。
※色料金は割引になりません。

※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2013年4月～2013年9月（北海道新聞）

テレビ面料金表 消費税別

消費税別

消費税別

例） 朝刊1面新雑報の複数回申込み割引料金早見表（全道版）

例） 朝刊テレビ面雑報の複数回申込み割引料金早見表（全道版）

190,500円
180,975円
171,450円
224,675円
212,850円
337,440円
319,680円
449,920円
426,240円
506,160円
479,520円

原稿サイズ （天地×左右）種　類 1回の料金

236,500円

355,200円

473,600円

532,800円

申込みの割引条件 割引した場合の1回の料金

夕刊

朝刊

テレビ面BS横
朝刊のみ H8.1cm×W3.7cm

テレビ面突き出し
朝刊のみ
■テレビ面2段突き出し／
　H6.6cm×W5.25cm
■テレビ面2段突き出し9cm／
　H6.6cm×W9.0cm

テレビ面スリム
朝刊のみ
■テレビ面スリムレギュラー／
　H32.5cm×W0.35cm
■テレビ面スリム大／
　H51.4cm×W0.35cm

テレビ欄挟み中
朝刊・夕刊共通
H1.0cm×W3.8cm

テレビ欄挟み大
夕刊のみ H15.0cm×W1.1cm

夕刊テレビ欄挟み
夕刊のみ H4.4cm×W4.0cm

テレビ面2段突き出し H6.6cm×W5.25cm 全道版  385,200円
原稿サイズ （天地×左右）種　類 掲載料金

テレビ面2段突き出し9cm H6.6cm×W9.0cm 全道版  660,000円
テレビ面BS横※1 H8.1cm×W3.7cm 全道版  265,000円

夕刊朝刊

テレビ面スリムレギュラー※2 H32.5cm×W0.35cm 全道版  300,000円
テレビ面スリム大※2 H51.4cm×W0.35cm 全道版  300,000円

テレビ欄挟み中 H1.0cm×W3.8cm

全道版  52,900円
札幌本社版 36,000円
函館版 11,100円
旭川北見版 11,900円
釧根帯勝版 11,100円

テレビ欄挟み中 H1.0cm×W3.8cm

原稿サイズ （天地×左右）種　類 掲載料金

夕刊テレビ欄挟み H4.4cm×W4.0cm 全道版  145,000円

テレビ欄挟み大 H15.0cm×W1.1cm

※1 テレビ面ＢＳ横は、テレビ面に、2段突き出しがある日のみ掲載できます。
※2 テレビ面スリムは、レギュラー・大ともに、モノクロ・カラー問わず一律料金です。
　　また、テレビ面スリム大は、記事下広告と突き出し広告とのセットが掲載条件となります。
※朝・夕刊とも各支社版に料金設定のあるものが掲載優先となります。
※朝・夕刊とも全道版の原稿切替は4版切替（札幌本社版・函館版・旭川北見版・釧根帯勝版）
　まで可能です。（朝刊テレビ面スリムを除く）

入稿規定&注意事項

テレビ面ＢＳ横は、テレビ面に、2段突き出しがある日のみ掲載できます。
テレビ面スリムは、レギュラー・大ともに、モノクロ・カラー問わず一律料金です。
また、テレビ面スリム大は、記事下広告と突き出し広告とのセットが掲載条件となります。

1

人事募集・法定広告なども、雑報広告に掲載できます。ただし、雑報広告料金を適用せず、
人事募集・法定広告などの料金から算出したものの10％増しとなります。2

回数割引は「題字下」「記事中」「突き出し」を対象とします。ただし、地方面雑報は対象にしません。
割引の詳細は下記の通りです。6

地方面には、全道版の雑報は掲載できません。3

記事紙面の都合により掲載できない場合があります。5

各支社版に料金設定がある雑報が掲載優先となります。4

題字下

記事中

2段突き出し

2段突き出し7cm

3段突き出し
（1面の多色のみ掲載可能）

H3.3cm×W6.5cm
3ヵ月以内に3回以上5回未満 5％引き

10％引き

5％引き

10％引き

5％引き

10％引き

5％引き

10％引き

5％引き

10％引き

H4.0cm×W7.0cm

H8.3cm×W5.25cm

H8.3cm×W7.0cm

H12.6cm×W5.25cm

3ヵ月以内に5回以上

3ヵ月以内に3回以上5回未満

3ヵ月以内に5回以上

3ヵ月以内に4回以上

3ヵ月以内に2回以上4回未満

3ヵ月以内に2回

3ヵ月以内に3回以上

3ヵ月以内に3回以上

3ヵ月以内に2回

385,200円
365,940円
346,680円

594,000円

原稿サイズ （天地×左右）種　類 1回の料金

660,000円

申込みの割引条件 割引した場合の1回の料金

テレビ面
2段突き出し

テレビ面
2段突き出し9cm

H6.6cm×W5.25cm
3ヵ月以内に2回以上4回未満 5％引き

10％引き

10％引きH6.6cm×W9.0cm

3ヵ月以内に4回以上

3ヵ月以内に2回以上

注意事項・割引など

全道版  49,200円
札幌本社版 32,700円
函館版 10,700円
旭川北見版 11,300円
釧根帯勝版 10,700円
全道版  135,700円
札幌本社版 90,100円
函館版 29,300円
旭川北見版 31,100円
釧根帯勝版 29,300円

【単色】＋220,000円　【多色】＋270,000円色刷り料金（全道版）

色刷り料金（4版） 【多色のみ】
札幌本社版

函館版・旭川北見版・釧根帯勝版

＋180,000円
＋60,000円



料金表掲載事例
用途に応じてさまざまな種類のスペースからお選びください。
また、複数の組み合わせや中面へ誘導することなどにより、注目を高める効果も期待できます。
※下記は旧サイズの雑報です。

◆掲載される面によっては、旧サイズになる場合があります。当社営業担当にご相談ください。

種　類 原稿サイズ （天地×左右） 全道版

新雑報広告料金（1回、消費税別）

テレビ面雑報広告料金（1回、消費税別）

H3.3 cm×W6.5 cm

H4.0 cm×W7.0 cm 

H4.0 cm×W1.0 cm 

H8.3 cm×W5.25cm 

H8.3 cm×W7.0 cm 

H12.6cm×W5.25cm 

H0.8 cm×W5.6 cm 

題字下

記事中

記事挟み

2段突き出し

2段突き出し7ｃｍ

3段突き出し

天気予報欄挟み

 190,500円

 236,500円

 49,800円

 355,200円

 473,600円

 532,800円

 42,000円

朝
刊

種　類 原稿サイズ （天地×左右） 札幌本社版全道版 函館版 旭川北見版 釧根帯勝版

H6.6 cm×W4.0 cm

H4.0 cm×W7.0 cm

H4.0 cm×W1.0 cm

H8.3 cm×W5.25cm

H12.6cm×W5.25cm

題字下

記事中

記事挟み

2段突き出し

3段突き出し

180,500円 123,000円 39,600円 41,300円 39,600円

 210,600円 －　　 －　　 －　　 －　　

 45,100円 －　　 －　　 －　　 －　　

 316,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

 474,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

夕
刊

2013年9月24日朝刊　
全道版　テレビ75

2013年9月24日朝刊　全道版　突き出し 2013年9月24日朝刊　全道版　題字下

2013年9月24日朝刊
全道版　テレビ面突き出し

2013年9月24日朝刊　全道版　全30段

2013年9月24日朝刊　全道版　記事中

テレビ面ＢＳ横は、テレビ面に、2段突き出しがある日のみ掲載できます。
テレビ面スリムは、レギュラー・大ともに、モノクロ・カラー問わず一律料金です。
また、テレビ面スリム大は、記事下広告と突き出し広告とのセットが掲載条件となります。

1

人事募集・法定広告なども、雑報広告に掲載できます。ただし、雑報広告料金を適用せず、
人事募集・法定広告などの料金から算出したものの10％増しとなります。2

回数割引は「題字下」「記事中」「突き出し」を対象とします。ただし、地方面雑報は対象にしません。
同一広告主が、同種類の雑報で3ヵ月以内の出稿分を一括申込みの場合に、3枠以上＝5％引き、5枠以上＝10％引き にします。
なお1枠とは、「題字下」「記事中」は1回分、「突き出し」は1段×7ｃｍ相当分とします。

6

地方面には、全道版の雑報は掲載できません。3

記事紙面の都合により掲載できない場合があります。5

各支社版に料金設定がある雑報が掲載優先となります。4

H1.0 cm×W3.8 cm

H15.0cm×W1.1 cm

H4.4 cm×W4.0 cm

テレビ欄挟み中

テレビ欄挟み大

夕刊テレビ欄挟み

 49,200円 32,700円 10,700円 11,300円 10,700円

 135,700円 90,100円 29,300円 31,100円 29,300円

 145,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

夕
刊

種　類 原稿サイズ （天地×左右） 札幌本社版全道版 函館版 旭川北見版 釧根帯勝版

H6.6 cm×W5.25cm 

H6.6 cm×W9.0 cm

H8.1 cm×W3.7 cm 

H32.5cm×W0.35cm

H51.4cm×W0.35cm

H1.0 cm×W3.8 cm

テレビ面2段突き出し

テレビ面2段突き出し9ｃｍ

テレビ面BS横

テレビ面スリムレギュラー

テレビ面スリム大

テレビ欄挟み中

385,200円 －　　 －　　 －　　 －　　

 660,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

 265,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

 300,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

 300,000円 －　　 －　　 －　　 －　　

 52,900円 36,000円 11,100円 11,900円 11,100円

朝
刊

種　類 原稿サイズ （天地×左右） 札幌本社版全道版 函館版 旭川北見版 釧根帯勝版

区　分 札幌本社版全道版 函館版 旭川北見版 釧根帯勝版

 単色

 多色

色刷り料金 ＋220,000円  －　 　 －　 　 －　 　 －　 　

 ＋270,000円 ＋180,000円 ＋60,000円 ＋60,000円 ＋60,000円

中面に誘導

注目率アップ！



札幌本社営業局
〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6
TEL 011-210-5713
FAX 011-210-5727

釧路支社営業部
〒085-8655 釧路市黒金町11丁目5-1
TEL 0154-31-2724
FAX 0154-31-2727

苫小牧支社営業部
〒053-0022 苫小牧市表町1丁目3-8
TEL 0144-33-5363
FAX 0144-32-2034

東京支社営業局
〒105-8435 東京都港区虎ノ門2-2-5
共同通信会館1階
TEL 03-6229-0313
FAX 03-6229-0305

函館支社営業部
〒040-8688 函館市五稜郭町31-3
TEL 0138-32-5124
FAX 0138-32-5129

小樽支社営業部
〒047-0032 小樽市稲穂2丁目8-4
TEL 0134-23-3171
FAX 0134-22-5607

帯広支社営業部
〒080-8655 帯広市西4条南9丁目1-4
TEL 0155-24-2153
FAX 0155-24-0862

大阪支社営業部
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11
駅前第4ビル
TEL 06-6343-1831
FAX 06-6343-1837旭川支社営業部

〒070-8720 旭川市4条通9丁目 旭川北洋ビル
TEL 0166-21-2540
FAX 0166-21-2541

室蘭支社営業部
〒051-0011 室蘭市中央町3丁目5-1 シルク21室蘭
TEL 0143-22-5163
FAX 0143-22-6622

北見支社営業部
〒090-8655 北見市幸町1丁目2-17
TEL 0157-24-4455
FAX 0157-31-4085

http://adv.hokkaido-np.co.jp北海道新聞社営業局ホームページ

北海道新聞 雑報広告媒体資料　発行／北海道新聞社営業局
201801-0000

J-MONITOR面別接触率調査
調査対象者：北海道新聞を購読している15歳～69歳の男女個人／調査
エリア：北海道／抽出方法：新聞広告による公募を中心とし、インターネッ
ト調査モニターパネルからの公募で補完。応募者をJ-READの当該地域・
対象者の性×年齢・職業・家族人数等の属性に従い割付／調査方法：パソ
コンを利用したウェブ調査。新聞紙面に関する設問は原則として新聞紙面
を手元に用意して回答する再認法／標本サイズ：1パネルあたり原則約
300名。回収数は70～80%程度。／実査日（時間）：新聞掲載翌日0:00
～24:00の24時間／調査機関・レターヘッド：株式会社ビデオリサーチ

〈面別接触率の算出方法〉 面別接触率は、それぞれの面（全15段）に接触
した人の購読者全体に対する割合です。回答の選択肢は、①確かに見た・読
んだ ②見た・読んだような気がする ③見た・読んだ覚えがない の三つ。

日本ABC協会 「新聞発行社レポート 半期2013年1～6月」  
調査主体：（社）日本ABC協会   
（社）日本ABC協会／社団法人日本ABC協会（Japan Audit Bureau 
of Circulations）は、新聞、雑誌の販売部数を調査、認証し、その報告書
を会員社に配布するため1952年に設立された非営利機関で、新聞社、出 
版社、広告主、広告会社を会員として構成。加盟新聞社の報告部数が適正
かどうかを確認するために、発行本社および新聞販売店に対して公査を
実施。公査結果を受けて部数の認証を決定しています。

〈集計対象データ〉 
2013年4月～2013年9月　J-MONITOR オフィシャル集計基準準拠
J-MONITOR定期面別接触率調査（北海道新聞）

×100（％）面別接触率＝
調査対象者（有効回答者） 

当該面を ①確かに見た・読んだ ＋ 
②見た・読んだような気がする




