
旧御津町

１色
刷り
１色
刷り

豊川 金曜版

週刊

豊川市（旧一宮町・音羽町・御津町・小坂井町含む）と
豊橋市賀茂町の中日・毎日・朝日（賀茂除く）新聞へ折込み

通常価格に+5,000円（税別） 総部数：68,100部

◎毎週金曜日発行(求人)

◎第2・4金曜はポスティング版

36,550部

田原市（旧渥美町）

折込みエリア図
※色の付いてる部分に折込みされます。
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◎この他にも枠サイズございます。

1枠 原寸
（タテ8cm×ヨコ9cm）

38,500円
（税込42,350円）

2枠 原寸
（タテ8cm×ヨコ18cm）

70,000円
（税込77,000円）

※地区によりサイズが異なります。
※原稿制作費・折込代金は含まれています。

求人・営業版　1枠 税込￥25,850-
(毎週金曜・土曜日発行)
12,100部／新城市、北設楽郡東栄町・設楽町の
　　　　　　中日・朝日・毎日（※北設楽は土曜除く）

レギュラー版  1枠 税込￥24,200-

ワイド版        1枠 税込￥29,700-

(毎週土曜日発行)

(毎週日曜日発行)

17,700部／蒲郡市内の中日・朝日

29,900部／蒲郡市・幡豆町・幸田町
　　　　　 豊川市御津町の中日・朝日

(月1回発行※第4土曜日）  1枠 税込￥27,500-
135,900部／豊橋市内全域（80％以上）の
　　　　　  中日・毎日・日経

（8cm×9cm）

（6.6cm×12.5cm）

（4.15cm×6cm）

（10.5cm×8.5cm）

（6.6cm×8.2cm）

（7.1cm×8.2cm）

土曜版　　　 1枠 税込￥44,000-
(毎週土曜日発行・カラー刷り)　　
33,050部／豊川市（旧御津町除き、旧一宮町
　　　　　  音羽町・小坂井町含む）
         　　  豊橋市賀茂の中日・毎日

金曜版　　　 1枠 税込￥42,350-
(毎週金曜日発行)　　
36,550部／豊川市（旧一宮町・音羽町・御津町
　　　　　 小坂井町含む）の中日・朝日・毎日
　　　　　 豊橋市賀茂の中日・毎日

(毎週土曜日発行)　1枠 税込￥22,000-
90,650部／豊橋市内・田原市 (旧渥美町除く)
　　　　　  湖西市の中日 
　　　　　 ※豊橋は毎日・日経含む 
　　　　　 ※湖西は静岡・朝日・毎日含む

（4.15cm×6cm）

■豊川版

■豊橋・田原+湖西版

■豊橋市内全域カラー+ポスティング版

TEL：0532-41-4100 FAX：0532-65-5520
〒441-3147 豊橋市大岩町字菅池6番地の11 http://www.newsguide.jp

広告を創にする
かたち



週刊

豊川 土曜版

豊川市（旧御津町除き、旧一宮町・音羽町
　　　 小坂井町含む）、豊橋市賀茂の
中日・毎日新聞へ折込み

◎第1・3土曜日発行(求人・宣伝)
33,050部

田原市（旧渥美町）

折込みエリア図
※色の付いてる部分に折込みされます。
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40,000円
※税込 44,000円タテ 6.6cm×ヨコ12.5cm

1枠　原寸

70,000円
※税込 77,000円

タテ 6.6cm×ヨコ25.5cm

2枠　原寸

カラー
刷り
カラー
刷り

◎この他にも枠サイズございます。

※地区によりサイズが異なります。
※原稿制作費・折込代金は含まれています。

求人・営業版　1枠 税込￥25,850-
(毎週金曜・土曜日発行)
12,100部／新城市、北設楽郡東栄町・設楽町の
　　　　　　中日・朝日・毎日（※北設楽は土曜除く）

レギュラー版  1枠 税込￥24,200-

ワイド版        1枠 税込￥29,700-

(毎週土曜日発行)

(毎週日曜日発行)

17,700部／蒲郡市内の中日・朝日

29,900部／蒲郡市・幡豆町・幸田町
　　　　　 豊川市御津町の中日・朝日

(月1回発行※第4土曜日）  1枠 税込￥27,500-
135,900部／豊橋市内全域（80％以上）の
　　　　　  中日・毎日・日経

（8cm×9cm）

（6.6cm×12.5cm）

（4.15cm×6cm）

（10.5cm×8.5cm）

（6.6cm×8.2cm）

（7.1cm×8.2cm）

土曜版　　　 1枠 税込￥44,000-
(毎週土曜日発行・カラー刷り)　　
33,050部／豊川市（旧御津町除き、旧一宮町
　　　　　  音羽町・小坂井町含む）
         　　  豊橋市賀茂の中日・毎日

金曜版　　　 1枠 税込￥42,350-
(毎週金曜日発行)　　
36,550部／豊川市（旧一宮町・音羽町・御津町
　　　　　 小坂井町含む）の中日・朝日・毎日
　　　　　 豊橋市賀茂の中日・毎日

(毎週土曜日発行)　1枠 税込￥22,000-
90,650部／豊橋市内・田原市 (旧渥美町除く)
　　　　　  湖西市の中日 
　　　　　 ※豊橋は毎日・日経含む 
　　　　　 ※湖西は静岡・朝日・毎日含む

（4.15cm×6cm）

■豊川版

■豊橋・田原+湖西版

■豊橋市内全域カラー+ポスティング版

TEL：0532-41-4100 FAX：0532-65-5520
〒441-3147 豊橋市大岩町字菅池6番地の11 http://www.newsguide.jp

広告を創にする
かたち



週刊

豊川 合併号版

豊川市（旧御津町除き、旧一宮町・音羽町
　　　 小坂井町含む）、豊橋市賀茂の
中日・毎日新聞へ折込み

◎第1・3土曜日発行(求人・宣伝)
67,850部

田原市（旧渥美町）

折込みエリア図
※色の付いてる部分に折込みされます。
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浜松市北区

旧新居町

◎この他にも枠サイズございます。

※地区によりサイズが異なります。
※原稿制作費・折込代金は含まれています。

求人・営業版　1枠 税込￥25,850-
(毎週金曜・土曜日発行)
12,100部／新城市、北設楽郡東栄町・設楽町の
　　　　　　中日・朝日・毎日（※北設楽は土曜除く）

レギュラー版  1枠 税込￥24,200-

ワイド版        1枠 税込￥29,700-

(毎週土曜日発行)

(毎週日曜日発行)

17,700部／蒲郡市内の中日・朝日

29,900部／蒲郡市・幡豆町・幸田町
　　　　　 豊川市御津町の中日・朝日

(月1回発行※第4土曜日）  1枠 税込￥27,500-
135,900部／豊橋市内全域（80％以上）の
　　　　　  中日・毎日・日経

（8cm×9cm）

（6.6cm×12.5cm）

（4.15cm×6cm）

（10.5cm×8.5cm）

（6.6cm×8.2cm）

（7.1cm×8.2cm）

土曜版　　　 1枠 税込￥44,000-
(毎週土曜日発行・カラー刷り)　　
33,050部／豊川市（旧御津町除き、旧一宮町
　　　　　  音羽町・小坂井町含む）
         　　  豊橋市賀茂の中日・毎日

金曜版　　　 1枠 税込￥42,350-
(毎週金曜日発行)　　
36,550部／豊川市（旧一宮町・音羽町・御津町
　　　　　 小坂井町含む）の中日・朝日・毎日
　　　　　 豊橋市賀茂の中日・毎日

(毎週土曜日発行)　1枠 税込￥22,000-
90,650部／豊橋市内・田原市 (旧渥美町除く)
　　　　　  湖西市の中日 
　　　　　 ※豊橋は毎日・日経含む 
　　　　　 ※湖西は静岡・朝日・毎日含む

（4.15cm×6cm）

■豊川版

■豊橋・田原+湖西版

■豊橋市内全域カラー+ポスティング版

（タテ9.4cm×ヨコ8.3cm） （タテ9.4cm×ヨコ17cm）

合併号1枠

合併号2枠
38,500円

（税込42,350円）
70,000円（税込77,000円）

TEL：0532-41-4100 FAX：0532-65-5520
〒441-3147 豊橋市大岩町字菅池6番地の11 http://www.newsguide.jp

広告を創にする
かたち



旧御津町

１色
刷り
１色
刷り

豊川 ポスティング版

週刊

豊川市（旧一宮町・音羽町・御津町・小坂井町含む）と
豊橋市賀茂町の中日・毎日・朝日（賀茂除く）新聞へ折込み
と新聞未購読世帯へのポスティングの両方

◎第2・4金曜日発行(求人)
新聞折込+ポスティング

68,100部

田原市（旧渥美町）

折込みエリア図
※色の付いてる部分に折込みされます。

愛
知
県 静

岡
県

北設楽郡

新城市

豊橋市

蒲郡市

田原市

浜松市

湖西市

三ヶ日町
浜松市北区

旧新居町

旧御津町

◎この他にも枠サイズございます。

1枠 原寸
（タテ8cm×ヨコ9cm）

43,500円
（税込47,850円）

2枠 原寸
（タテ8cm×ヨコ18cm）

80,000円
（税込88,000円）

※地区によりサイズが異なります。
※原稿制作費・折込代金は含まれています。

求人・営業版　1枠 税込￥25,850-
(毎週金曜・土曜日発行)
12,100部／新城市、北設楽郡東栄町・設楽町の
　　　　　　中日・朝日・毎日（※北設楽は土曜除く）

レギュラー版  1枠 税込￥24,200-

ワイド版        1枠 税込￥29,700-

(毎週土曜日発行)

(毎週日曜日発行)

17,700部／蒲郡市内の中日・朝日

29,900部／蒲郡市・幡豆町・幸田町
　　　　　 豊川市御津町の中日・朝日

(月1回発行※第4土曜日）  1枠 税込￥27,500-
135,900部／豊橋市内全域（80％以上）の
　　　　　  中日・毎日・日経

（8cm×9cm）

（6.6cm×12.5cm）

（4.15cm×6cm）

（10.5cm×8.5cm）

（6.6cm×8.2cm）

（7.1cm×8.2cm）

土曜版　　　 1枠 税込￥44,000-
(毎週土曜日発行・カラー刷り)　　
33,050部／豊川市（旧御津町除き、旧一宮町
　　　　　  音羽町・小坂井町含む）
         　　  豊橋市賀茂の中日・毎日

金曜版　　　 1枠 税込￥42,350-
(毎週金曜日発行)　　
36,550部／豊川市（旧一宮町・音羽町・御津町
　　　　　 小坂井町含む）の中日・朝日・毎日
　　　　　 豊橋市賀茂の中日・毎日

(毎週土曜日発行)　1枠 税込￥22,000-
90,650部／豊橋市内・田原市 (旧渥美町除く)
　　　　　  湖西市の中日 
　　　　　 ※豊橋は毎日・日経含む 
　　　　　 ※湖西は静岡・朝日・毎日含む

（4.15cm×6cm）

■豊川版

■豊橋・田原+湖西版

■豊橋市内全域カラー+ポスティング版

TEL：0532-41-4100 FAX：0532-65-5520
〒441-3147 豊橋市大岩町字菅池6番地の11 http://www.newsguide.jp

広告を創にする
かたち
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