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小さくても高い接触率
読者の注目を集めます

北 海 道 新 聞 の 雑 報 広 告

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93%※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。

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。

【3段突き出し】
［サイズ］H12.6cm×W5.25cm

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。

【記事挟み】
［サイズ］H4.0cm×W1.0cm
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※朝刊一面の平均接触率：93.5% ［J-MONITOR 定期面別接触率調査 2016年10月～2019年9月（北海道新聞）］

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。

【朝刊一面題字下】［サイズ］H3.3cm×W6.5cm
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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。

【記事中】［サイズ］H4.0cm×W7.0cm
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一面料金表

【一面】読者の約93%※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

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

2段突き出し H8.3cm×W5.25cm 全道版  355,200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。

朝刊一面の平均接触率：93.5%※

夕刊一面の平均接触率：83.4%※
※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2016年10月～2019年9月（北海道新聞）

消費税別

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

夕刊

朝刊記事挟み（※1）
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

朝刊商況面にも
「記事挟み」のお申込みが
可能です（モノクロのみ）

（※1）

※商況面の平均接触率：43.1％



消費税別

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・第2社会面ともに多色可能です。
※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

※掲載面は移動する場合があります。

【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

朝刊社会面の平均接触率：90.6%※
※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2016年10月～2019年9月（北海道新聞）

朝刊第一社会面

朝刊第二社会面

記事挟み（※1）
朝刊・夕刊共通
H4.0cm×W1.0cm

朝刊商況面にも
「記事挟み」のお申込みが
可能です（モノクロのみ）

記事中
朝刊・夕刊共通
H4.0cm×W7.0cm

（※1）

※商況面の平均接触率：43.1％



【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：90.5%
夕刊テレビ面の平均接触率：80.5%
※J-MONITOR 定期面別接触率調査 2016年10月～2019 年9月（北海道新聞）

テレビ面料金表 消費税別

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）

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












