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記事下基本料金は、1回の出稿が1段未満の記事下営業広告に適用します。
申し込みは2段組以上でお願いします。
ただし、別料金が定められている広告（臨時もの、法定公告、書籍、人材募集、案内等）
は除きます。全1段は左右幅38.0ｃｍになります。

6カ月以内に2回以上の出稿計画が事前に提示されない場合に適用します。
最初の掲載後、6カ月以内に追加出稿がある場合は、追加出稿分についてのみ契約料金
の合計ランクを適用します。

1. 契約料金は事前に複数回出稿の申し込みをいただいた場合、6カ月間の出稿総段数
に対する料金ランクを適用します。
年間契約の場合は、年間出稿段数の1/2のランクを適用します。

2. 契約期間中に契約段数増の申し出があった場合、その当月から新条件に応じたラン
ク料金を適用します。総段数の計算は契約のスタート月から6カ月間とします。

3. 契約期間中に出稿の中止、または段数減があった場合は、契約時にさかのぼって契
約を更改し、掲載段数に応じたランク料金を適用します。

4. 上記の料金適用は、同一広告会社を基本とします。
複数の広告会社から出稿する契約は、事前に申し出があった場合に限り、広告主が
責任を持つことを条件に、合算した段数ランクの料金を適用します。

1. 指定料金
朝刊第一全広面を指定した場合、特定の掲載日や掲載面を指定した場合は、それ
ぞれ指定料金を申し受けます。
朝刊文化面・社会面、夕刊1面・文化面に掲載される記事下営業広告にはすべて
指定料を適用します。

2. 切替料金
各本支社版間・版内を問わず、原稿点数に応じた切替1回分の料金です。
各本支社版間で異なる原稿を入稿された場合も切替回数にカウントされます。

3. 多色料金
多色原稿を掲載する場合の料金です。

4. 二連版料金
センター面で2頁繋がった広告を出稿する場合の料金です。
多色広告を希望される場合は、当該多色料金の50%増しになります。
二連版の切替料は50%増しとします。

掲載日が確定した後に広告主の都合で掲載を取り消す場合や掲載日変更を行う場合、
原則として掲載料金分全額をキャンセル料としてご負担いただきます。

本料金表は日本国内のみの掲載で設定されています。
ただし、東京本社最終版に掲載される広告は、国際版に掲載されることがあります。
この場合は、追加の広告料金は必要ありません。
国際版に掲載不可の場合は、事前に申し出てください。
国際版のみに掲載を希望される場合は、国際版料金を参照ください。

5段1/2以上の営業広告内で、下記の1～4の要素を含んだ広告を出稿する場合、
料金の特別適用対象とします。
1. 臨時ものを含む場合（10%臨時適用）

臨時もの適用部分を含む場合には、出稿段数の10%について臨時もの料金を適
用します。

2. 法定公告を含むもの（5%臨時適用）
上場告知広告や広告内に自社株売り出し公告を含む場合は、出稿段数の5%に
ついて臨時もの料金を適用します。

3. 決算PR
決算公告を含んだ決算PR広告を行う場合は、すべて営業料金適用とします。

4. 人材募集広告
記事下営業広告の中で、人材募集を行う場合は、人材募集広告部分のみ、
人材募集料金を適用します。

1. 広告料金表に記載された金額には、制作費は含まれていません。
2. 広告料金表に記載された金額には、消費税は含まれていません。
3. その他の料金適用については、当社にご相談ください。

料金適用について
1. 記事下基本料金

2. 記事下1回出稿料金

3. 記事下契約料金

4. 付加料金

5. キャンセル料について

6. 国際版

7. 料金適用特別規定

8. その他
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基本料金・出版規格

料金適用について

下記の広告は臨時もの料金を適用します。
1. 死亡広告
2. お知らせ、謹告等
3. 火事、災害等のお見舞い広告
4. 有価証券および物件の紛失、盗難等の告知広告
5. 訂正広告
6. 謝罪広告
7. 法定の政策広告、および選挙広告
8. 社名変更、および会社設立等の広告
（ただし、5段1/2以上のスペースを使って広告する場合には、出稿段数の
10%について臨時もの料金を適用します。本広告を朝刊第一全広面で
掲載する場合は、スペース料の5%を指定料金として適用します。）

9. その他、本社が臨時もの料金適用と判断するもの

申し込みについて

1. 臨時ものの申し込みは、2段組以上でお願いします。
2. 左右幅については割またはcm単位（小数点1ケタまで）でお願いします。

単発料金 ¥564,000

継続料金※ ¥486,000

単発料金 ¥746,000

継続料金※ ¥648,000

3段×1/8（一枠）

3段×1/6（一枠）

※ 6カ月間に6回以上出稿の場合に適用します。

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋本社版 西部支社版 北海道版

朝刊 ¥45,700 ¥36,600 ¥19,200 ¥5,500 ¥5,200 ¥2,600

夕刊 ¥24,200 ¥17,000 ¥8,500 ¥2,900 ¥1,500 －

当社が制作する記事体広告の制作料は、1段当たり８万円とします。
その他、タレント起用の対談、座談会、寄稿および遠隔地での取材経
費は実費を請求します。

記事下基本料金（1段×1cm）

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋本社版 西部支社版 北海道版

朝刊 ¥80,000 ¥64,000 ¥33,600 ¥9,200 ¥9,500 ¥5,200

夕刊 ¥44,000 ¥30,800 ¥15,400 ¥5,300 ¥2,600 －

臨時もの料金（1段×1cm）

基本料金・臨時もの料金・出版規格料金・記事体広告制作費

記事下基本料金／臨時もの料金 朝刊一面出版規格料金

記事体広告制作料

当社が制作した記事体広告は、当該の広告主が利用できます。利用
する場合には、二次使用基本料として、300,000円/6か月を申し受けま
す。ノンブルなしにて、オウンドサイトなどＷＥＢ媒体での掲出などが可
能です。利用方法により料金が変わりますので、ご利用いただく際には、
弊社社員にお問い合わせ願います。

記事広告二次使用料
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法定公告料金

全幅:38cm 2割 3割 4割 5割 6割 8割 10割 12割 14割

2段 ¥4,560,000 ¥2,280,000 ¥1,520,000 ¥1,140,000 ¥912,000 ¥760,000 ¥570,000 ¥456,000 ¥380,000 ¥326,000

3段 ¥6,840,000 ¥3,420,000 ¥2,280,000 ¥1,710,000 ¥1,368,000 ¥1,140,000 ¥855,000 ¥684,000 ¥570,000 ¥489,000

4段 ¥9,120,000 ¥4,560,000 ¥3,040,000 ¥2,280,000 ¥1,824,000 ー ー ー ー ー

5段 ¥11,400,000 ¥5,700,000 ¥3,800,000 ¥2,850,000 ¥2,280,000 ー ー ー ー ー

左右

天地

法定公告規格料金

1段×1cm ¥62,000
※ 全国版のみ（朝夕刊とも同一料金）

料金適用について

下記の広告は法定公告料金を適用します。

1. 決算公告
2. 総会等に関する公告
（定時、臨時）株主総会、投資主総会、総代改選、候補者公告

3. 基準日設定公告
4. 株式・株券に関する公告
株券の提出、株式交換、分割、併合、売却、価格、単元株式数変更等

5. 資本金や資本準備金の増減に関する公告（増・減資）
6. 会社の合併、分割、事業譲渡、清算、解散、組織変更・再編、定款、債権者異議申述
等に関する公告

7. 公開買付けに関する公告
8. 公社債の発行等に関する公告
公債、社債、転換社債等の発行、償還、価格、債務引受等

9. 投資信託に関する公告
10.前払い式支払い手段の払い戻しに関する公告
11.上場告知（5段1/2未満のもの）
12.その他、本社が法定公告料金適用と判断するもの

申し込みについて

1. 法定公告の申し込みは、2段組み以上でお願いします。
2. 左右幅については、規格サイズ、割またはセンチ単位（小数点1ケタまで）でお願いします。

料金適用特別規定

1. 連名の法定公告･･･5割増しとします。
2. 決算PR

決算公告を5段1/2以上のスペースを使って、営業広告の中で掲載する場合は、
全て営業広告料金を適用します。

3. 5%臨時適用規定
上場や自社株売り出し告知を5段1/2以上のスペースを使って、営業広告の中で掲載する
場合は、掲載段数の5%について、臨時もの料金を適用します。
本広告を第一全広面で掲載する場合はスペース料の5%を指定料金として適用します。

法定公告料金
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特定の掲載日や掲載面を指定した場合の料金です。
特定の日にちや面への掲載を希望される記事下営業広告には、すべて下記の指定料金
を適用します。

多色 ¥200,000
モノクロ ¥50,000

各本支社版間・版内を問わず、原稿点数に応じた切替1回分の料金です。
各本支社版間で異なる原稿を入稿された場合も切替回数にカウントされます。
すべて一回あたりの料金です。

全国版 ¥1,200,000
東京本社版 ¥800,000
大阪本社版 ¥440,000

名古屋支社版 ¥170,000
西部支社版 ¥170,000
北海道版 ¥60,000

センター面で2頁繋がった広告を出稿する場合の料金です。
多色広告を希望される場合は、当該多色料金の50%増しになります。
切替料金も当該切替料金の50%増しになります。

日経電子版の「紙面ビューアー」上に掲載された自社広告上から、指定URLにリンクさせる
サービス料金です。

設定料 ¥500,000
動画版設定料 ¥600,000

付加料金 ※朝夕とも同率・同額

指定料金

二連版料金

電子版設定料

切替料金

1．朝刊第一全広面指定料
特定の希望する日にちの朝刊全国版の第一全広面を指定する場合の料金です。

全国版カラー・モノクロ ¥3,060,000
全国版カラー（沖縄モノクロ）
全国版カラー・モノクロ（沖縄カット） ¥2,448,000

※社名変更、上場挨拶広告など、臨時もの料金を含んだ内容の広告の場合
第一全広を指定される場合は、臨時もの料金に加えて、スペース料金の５％を
指定料として申し受けます。

料金適用について
１．契約広告主
当該指定料はスペース料金の１５％になります。
沖縄掲載カット、及び沖縄モノクロの場合は、同上の１２％分を申し受けます。

２．第一全広指定除外期間
下記の時期には第一全広面指定は出来ません。
1月1日、1月仕事始め、4月1日、10月1日、年度末3月後半の繁忙期、その他当社が
指定する期間。

２．他面指定料
第一全広面以外で、朝刊文化面等の特定面や日にちを希望する場合の料金です。
（朝夕刊、カラー、モノクロ同額）

他面指定料 スペース料金の10％

●2021年8月1日より
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付加料金（2/2）
多色原稿を掲載する場合の料金です。

朝刊多色

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版 北海道版

¥7,350,000 ¥4,350,000 ¥1,950,000 ¥495,000 ¥420,000 ¥135,000
¥4,900,000 ¥2,900,000 ¥1,300,000 ¥330,000 ¥280,000 ¥90,000
¥4,500,000 ¥2,660,000 ¥1,200,000 ¥300,000 ¥260,000 ¥80,000
¥4,159,000 ー ー ー ー ー

段数

15段二連版

10段以上　　

10段未満　　

文化面5段　　

朝刊多色（24カ面カラー）
全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版

15 段二連版 ¥6,705,000 ¥4,005,000 ¥1,725,000 ¥495,000 ¥345,000
10 段以上 ¥4,470,000 ¥2,670,000 ¥1,150,000 ¥330,000 ¥230,000
10 段未満 ¥4,104,000 ¥2,450,000 ¥1,060,000 ¥300,000 ¥214,000

段数

夕刊多色

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版

15 段二連版 ¥4,020,000 ¥2,430,000 ¥1,185,000 ¥345,000 ¥255,000
10 段以上 ¥2,680,000 ¥1,620,000 ¥790,000 ¥230,000 ¥170,000
10 段未満 ¥2,450,000 ¥1,460,000 ¥710,000 ¥210,000 ¥150,000

段数

※掲載範囲は全国版、または本支社版です。（24カ面カラーエリア以外はモノクロ掲載になります）
※二連版多色で10段未満の場合は、多色10段未満料金の50％増しになります。

付加料金（多色料金）

※二連版多色で10段未満の場合は、多色10段未満料金の50％増しになります。

※二連版多色で10段未満の場合は、多色10段未満料金の50％増しになります。

6
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営業広告料金（1/3）
朝刊営業広告料金

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版 北海道版

1 段以上 ¥1,576,000 ¥1,261,000 ¥662,000 ¥189,000 ¥174,000 ¥81,000

2 段以上 ¥1,551,000 ¥1,241,000 ¥651,000 ¥186,000 ¥171,000 ¥80,000

3 段以上 ¥1,524,000 ¥1,219,000 ¥640,000 ¥183,000 ¥168,000 ¥79,000

5 段以上 ¥1,472,000 ¥1,178,000 ¥618,000 ¥176,000 ¥163,000 ¥78,000

7 段以上 ¥1,436,000 ¥1,149,000 ¥603,000 ¥172,000 ¥159,000 ¥77,000

10 段以上 ¥1,402,000 ¥1,122,000 ¥589,000 ¥168,000 ¥155,000 ¥76,000

15 段以上 ¥1,360,000 ¥1,088,000 ¥571,000 ¥163,000 ¥150,000 ¥75,000

20 段以上 ¥1,343,000 ¥1,074,000 ¥564,000 ¥161,000 ¥148,000 ¥74,000

30 段以上 ¥1,311,000 ¥1,049,000 ¥551,000 ¥157,000 ¥145,000 ¥72,000

出稿段数

すべて1段当たりの料金です。

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版 北海道版

1 段以上 ¥1,370,000 ¥1,096,000 ¥575,000 ¥164,000 ¥151,000 ¥74,000

2 段以上 ¥1,348,000 ¥1,078,000 ¥566,000 ¥162,000 ¥149,000 ¥73,000

3 段以上 ¥1,325,000 ¥1,060,000 ¥557,000 ¥159,000 ¥146,000 ¥72,000

5 段以上 ¥1,280,000 ¥1,024,000 ¥538,000 ¥153,000 ¥141,000 ¥71,000

7 段以上 ¥1,248,000 ¥998,000 ¥524,000 ¥150,000 ¥138,000 ¥70,000

10 段以上 ¥1,219,000 ¥975,000 ¥512,000 ¥146,000 ¥135,000 ¥69,000

15 段以上 ¥1,182,000 ¥946,000 ¥496,000 ¥142,000 ¥130,000 ¥68,000

20 段以上 ¥1,167,000 ¥934,000 ¥490,000 ¥140,000 ¥129,000 ¥67,000

30 段以上 ¥1,140,000 ¥912,000 ¥479,000 ¥137,000 ¥126,000 ¥66,000

40 段以上 ¥1,120,000 ¥896,000 ¥470,000 ¥134,000 ¥124,000 ¥65,000

50 段以上 ¥1,101,000 ¥881,000 ¥462,000 ¥132,000 ¥122,000 ¥64,000

60 段以上 ¥1,070,000 ¥856,000 ¥449,000 ¥128,000 ¥118,000 ¥63,000

90 段以上 ¥1,029,000 ¥823,000 ¥432,000 ¥123,000 ¥114,000 ¥61,000

100 段以上 ¥1,022,000 ¥818,000 ¥429,000 ¥123,000 ¥113,000 ¥60,000

120 段以上 ¥986,000 ¥789,000 ¥414,000 ¥118,000 ¥109,000 ¥59,000

150 段以上 ¥975,000 ¥780,000 ¥410,000 ¥117,000 ¥108,000 ¥58,000

200 段以上 ¥954,000 ¥763,000 ¥401,000 ¥114,000 ¥105,000 ¥57,000

300 段以上 ¥913,000 ¥730,000 ¥383,000 ー ー ー

400 段以上 ¥900,000 ¥720,000 ¥378,000 ー ー ー

500 段以上 ¥887,000 ¥710,000 ¥373,000 ー ー ー

600 段以上 ¥874,000 ¥699,000 ¥367,000 ー ー ー

700 段以上 ¥867,000 ¥694,000 ¥364,000 ー ー ー

800 段以上 ¥861,000 ¥689,000 ¥362,000 ー ー ー

900 段以上 ¥855,000 ¥684,000 ¥359,000 ー ー ー

1000 段以上 ¥849,000 ¥679,000 ¥357,000 ー ー ー

出稿段数

単発料金（1回出稿） 契約料金（6カ月間の総出稿段数） すべて1段当たりの料金です。
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営業広告料金（2/3）
夕刊営業広告料金

全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版 北海道版

1 段以上 ¥834,000 ¥584,000 ¥292,000 ¥100,000 ¥50,000 ー

2 段以上 ¥820,000 ¥574,000 ¥287,000 ¥98,000 ¥49,000 ー

3 段以上 ¥807,000 ¥565,000 ¥282,000 ¥97,000 ¥48,000 ー

5 段以上 ¥779,000 ¥545,000 ¥273,000 ¥93,000 ¥47,000 ー

7 段以上 ¥759,000 ¥531,000 ¥266,000 ¥91,000 ¥46,000 ー

10 段以上 ¥742,000 ¥519,000 ¥260,000 ¥89,000 ¥45,000 ー

15 段以上 ¥719,000 ¥503,000 ¥252,000 ¥86,000 ¥43,000 ー

20 段以上 ¥710,000 ¥497,000 ¥249,000 ¥85,000 ¥42,000 ー

30 段以上 ¥694,000 ¥486,000 ¥243,000 ¥83,000 ¥41,000 ー

出稿段数

すべて1段当たりの料金です。単発料金（1回出稿） 契約料金（6カ月間の総出稿段数）
全国版 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版

1 段以上 ¥758,000 ¥531,000 ¥265,000 ¥91,000 ¥45,000

2 段以上 ¥746,000 ¥522,000 ¥261,000 ¥90,000 ¥45,000

3 段以上 ¥733,000 ¥514,000 ¥256,000 ¥88,000 ¥44,000

5 段以上 ¥708,000 ¥495,000 ¥248,000 ¥85,000 ¥43,000

7 段以上 ¥690,000 ¥483,000 ¥242,000 ¥83,000 ¥41,000

10 段以上 ¥674,000 ¥472,000 ¥236,000 ¥81,000 ¥40,000

15 段以上 ¥654,000 ¥457,000 ¥229,000 ¥78,000 ¥39,000

20 段以上 ¥646,000 ¥452,000 ¥226,000 ¥76,000 ¥39,000

30 段以上 ¥630,000 ¥442,000 ¥221,000 ¥75,000 ¥38,000

40 段以上 ¥620,000 ¥434,000 ¥217,000 ¥74,000 ¥37,000

50 段以上 ¥609,000 ¥426,000 ¥213,000 ¥73,000 ¥37,000

60 段以上 ¥598,000 ¥419,000 ¥209,000 ¥72,000 ¥36,000

90 段以上 ¥575,000 ¥403,000 ¥201,000 ¥69,000 ¥35,000

100 段以上 ¥571,000 ¥400,000 ¥200,000 ¥68,000 ¥34,000

120 段以上 ¥551,000 ¥386,000 ¥193,000 ¥66,000 ¥33,000

150 段以上 ¥544,000 ¥381,000 ¥190,000 ¥65,000 ¥33,000

200 段以上 ¥533,000 ¥373,000 ¥187,000 ¥64,000 ¥32,000

300 段以上 ¥510,000 ¥357,000 ¥179,000 ー ー

400 段以上 ¥503,000 ¥352,000 ¥176,000 ー ー

500 段以上 ¥495,000 ー ¥173,000 ー ー

600 段以上 ¥488,000 ー ¥171,000 ー ー

700 段以上 ¥485,000 ー ¥170,000 ー ー

800 段以上 ¥481,000 ー ¥168,000 ー ー

900 段以上 ¥478,000 ー ¥167,000 ー ー

1000 段以上 ¥474,000 ー ¥166,000 ー ー

出稿段数

すべて1段当たりの料金です。
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雑報特殊スペース料金（1/4）
朝刊 雑報広告料金

掲載面 名称 サイズ

題字下 2段×3.2cm モノクロ ¥865,000

（月－金） 多色※1 ¥672,000 増

題字横 2.5cm×6.2cm モノクロ ¥865,000

（土・日） 多色※1 ¥672,000 増

記事中 1段×7.0cm モノクロ ¥752,000

多色※1 ¥584,000 増

突き出し 2段×5.25cm モノクロ ¥768,000

多色※1 ¥597,000 増

突き出し 2段×5.25cm モノクロ ¥579,000

多色※1 ¥399,000 増

記事中 1段×7.0cm 他面 ¥529,000

突き出し 2段×5.25cm 他面 ¥579,000

多色※2 ¥393,000 増

2段×7.0cm モノクロ ¥811,000

3段×5.25cm モノクロ ¥912,000

3段×6.0cm モノクロ ¥1,042,000

2段×10.5cm モノクロ ¥1,216,000

単独記事中 1段×3.5cm モノクロ ¥320,000

記事挟み 1段×1.0cm モノクロ ¥161,000

一面

終面

他面
大型突き出し

全国版
料金適用について

1. 左記雑報広告（1面を除く）については、同種広告を3カ月以内に13回以上出稿の
場合、10％の回数割引をします。ただし、事前に出稿契約した場合に限ります。

2. 左記雑報広告の指定料はスペース料金の20％とします。
3. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は20％増しとします。

※1 多色掲載は1面・文化面カラーエリア（24カ面エリア＋新潟・沖縄）。
その他地域はモノクロ。

※2 多色掲載は24カ面エリア。その他地域はモノクロ。

すべて1回当たりの料金です。
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雑報特殊スペース料金（2/4）
夕刊 雑報広告料金

料金適用について

1. 他面雑報広告については、全国版に限り、同種広告を3カ月以内に13回以上出稿の場合、10％の回数割引をします（各本支社版は対象外）。
ただし、事前に出稿契約した場合に限ります。

2. 上記雑報広告の指定料はスペース料金の20％とします。
3. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は20％増しとします。

掲載面 名称 サイズ 東京本社版 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版

題字下 2段×3.2cm モノクロ ¥493,000 ¥346,000 ¥173,000 ¥54,000 ¥30,000

（月－金） 多色 ¥246,000 増 ― ― ― ―

題字横 2.5cm×6.2cm モノクロ ¥493,000 ¥346,000 ¥173,000 ¥54,000 ¥30,000

（土） 多色 ¥246,000 増 ― ― ― ―

記事中 1段×7.0cm モノクロ ¥429,000 ¥301,000 ¥151,000 ¥48,000 ¥26,000

多色 ¥214,000 増 ― ― ― ―

突き出し 2段×5.25cm モノクロ ¥438,000 ¥307,000 ¥153,000 ¥48,000 ¥26,000

多色 ¥219,000 増 ― ― ― ―

スカイスクレイパー 6段×3.5cm モノクロ ¥600,000 ― ― ― ―

（月－金） 多色 ¥400,000 ― ― ― ―

記事中 1段×7.0cm 他面 ¥302,000 ¥212,000 ¥106,000 ¥33,000 ¥18,000

突き出し 2段×5.25cm 他面 ¥330,000 ¥231,000 ¥116,000 ¥36,000 ¥20,000

単独記事中 1段×3.5cm ¥182,000 ¥128,000 ¥64,000 ― ¥11,000

記事挟み 1段×1.0cm ¥92,000 ¥65,000 ¥32,000 ― ¥6,000

他面

全国版

一面

すべて1回当たりの料金です。
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雑報特殊スペース料金（3/4）
朝刊 特定面雑報・小スペース広告料金

掲載面 名称 サイズ 掲載範囲 備考
モノクロ ¥1,500,000
多色 ¥1,600,000 増 カラー掲載は首都圏・近畿・中部・九州北部。モノクロ原稿も必要になります。
モノクロ ¥1,050,000
多色 ¥1,600,000 増
モノクロ ¥1,200,000
多色 ¥1,200,000 増 カラー掲載は首都圏。モノクロ原稿も必要になります。
モノクロ ¥800,000
多色 ¥1,200,000 増

大型突き出し 3段×7.5cm 名古屋支社版 モノクロ ¥120,000 掲載範囲は愛知・岐阜・三重（一部地域を除く）。
モノクロ ¥200,000
多色 ¥300,000 増

首都圏・近畿・中部・九州北部 多色 ¥2,100,000 同日紙面のTV欄レクタングルもしくは5段以上の記事下広告とセット。
首都圏 多色 ¥1,600,000 同上

モノクロ ¥750,000 カラー範囲は24カ面エリア。その他地域はモノクロ。
多色 ¥750,000 増

番組枠カラー 当該番組欄
全国版
多色は24カ面エリア

多色 ¥1,000,000 同日紙面のBS面レクタングルもしくは5段以上の記事下広告とセット。

スペース料金\2,200,000、多色\2,052,000
24カ面エリア外用のモノクロ原稿も必要になります。
スペース料金\3,890,000、多色\4,104,000
24カ面エリア外用のモノクロ原稿も必要になります。

証券面 アイランド 6.9cm×9.4cm 全国版 モノクロ ¥1,000,000 掲載日は毎週火曜日から土曜日付。曜日固定（1カ月単位）。
フローティング 3段×12.6cm 全国版 多色込み ¥4,252,000 掲載日は毎月第2木曜日。スペース料金\2,200,000、多色\2,052,000
大型突き出し 4段×9.4cm 全国版 多色込み ¥4,252,000 同上

掲載日は毎週日曜日。カラー掲載は24カ面エリア。その他地域はモノクロ。
スペース料金\2,200,000、多色\多色\2,052,000

モノクロ ¥579,000 カラー掲載範囲は1面・文化面カラーエリア。

多色※ ¥399,000 増 （24カ面エリア＋新潟・沖縄）。その他地域はモノクロ。
小説脇 2段×2.1cm 全国版 多色込み※ ¥15,000,000 月間料金。カラー料込み。

1面 ¥579,000
多色 ¥289,000 増

プラス1

番組枠カラー

レクタングル

4段1/4

ラージ
レクタングル

突き出し

突き出し

国際・企業面

オリパラ面

文化面

TV面

BS・CS面

バナー

レクタングル

スタイル フローティング

2段×5.25cm

全国版（沖縄を除く）

首都圏・近畿・
中部・九州北部

東京本社版

首都圏

全国版

４段×9.4cm

6段×11.2cm

首都圏1都3県１段×7.5cm

全国版

3段×9.4cm

当該番組欄

2段×7.5cm

料金

全国版
多色は24カ面エリア

全国版
多色は24カ面エリア

全国版2段×5.25cm

¥4,252,000多色込み

多色込み ¥7,994,000

3段×12.6cm 全国版 多色込み ¥4,252,000

1回当たりの料金です（小説脇広告を除く）

※ 多色掲載は24カ面エリア＋新潟・沖縄。その他地域はモノクロ 。
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地域経済面料金（1/2）

料金適用について
1. 記事下料金は、6カ月間に複数回出稿の場合は契約料金を適用します。
2. 契約出稿段数は掲載1回当たりの段数を適用します（合計段数ではありません）。
3. 各版とも朝刊の首都圏経済面に掲載します。
4. 日曜付、月曜付と休日の翌日付は掲載しません。
5. 掲載地域は東京、神奈川、千葉、埼玉です（但し、突き出しは山梨も含まれます）。
6. スペースは各版とも全5段までです。

臨時もの料金
1段×1cm 料金の種類 1段以上 2段以上 3段以上 4段以上 5段

首都圏総合版 東京都、神奈川県、 ¥368,000 ※1 1回出稿料金 ¥847,000 ¥834,000 ¥821,000 ¥808,000 ¥795,000
（4版通し） 千葉県、埼玉県 ¥307,000 ※2 契約料金 ¥736,000 ¥724,000 ¥714,000 ¥702,000 ¥691,000
首都圏東京版 東京都 1回出稿料金 ¥513,000 ¥502,000 ¥492,000 ― ¥481,000

契約料金 ¥446,000 ¥437,000 ¥427,000 ― ¥418,000
首都圏神奈川版 神奈川県 1回出稿料金 ¥240,000 ¥234,000 ¥228,000 ― ¥223,000

契約料金 ¥207,000 ¥203,000 ¥199,000 ― ¥194,000
首都圏千葉版 千葉県 1回出稿料金 ¥168,000 ¥165,000 ¥162,000 ― ¥157,000

契約料金 ¥146,000 ¥143,000 ¥140,000 ― ¥137,000
首都圏埼玉版 埼玉県 1回出稿料金 ¥149,000 ¥145,000 ¥142,000 ― ¥139,000

契約料金 ¥129,000 ¥127,000 ¥124,000 ― ¥121,000
―

記事下料金

¥7,800

¥6,900

掲載版名称 掲載地域 掲載面
突き出し

首都圏
経済面

2段×5.25cm

―

―

―

¥43,600

¥23,900

¥11,400

※1 臨時ものを含むもの
※2 営業もの

記事中 突き出し 単独記事中 記事挟み
1段×7cm 2段×5.25cm 1段×3.5cm １段×1.0cm

大阪本社版 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山 近畿経済面 ¥222,000 ¥246,000 ¥135,000 ¥74,000
名古屋支社版 愛知、岐阜、三重（一部地域を除く） 中部経済面 ¥58,000 ¥64,000 ― ―
西部版 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、⾧崎、佐賀と沖縄 九州経済面 ¥63,000 ¥70,000 ¥39,000 ¥20,000
北海道版 北海道全域 北海道経済面 ¥41,000 ¥48,000 ― ―

掲載版 掲載地域 掲載面

朝刊地域経済面料金（1/2）

首都圏各版 広告料金

各本支社 地域経済面雑報料金

上記「記事下料金」は、すべて1段あたりの料金です。
臨時ものは天地2段組以上で申し込みください。
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地域経済面料金（2/2）

臨時もの料金 営業広告料金 記事中 突き出し 単独記事中
1段×1cm 1段当たり 1段×7cm 2段×5.25cm 1段×3.5cm

東北版 青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 東北経済面 ¥5,400 ¥107,000 ¥27,000 ¥29,000 ―
北関東版 茨城、栃木、群馬 北関東経済面 ¥5,600 ¥110,000 ¥30,000 ¥32,000 ―
新潟版 新潟 新潟経済面 ¥2,100 ¥41,000 ¥11,000 ¥12,000 ―
⾧野版 ⾧野 ⾧野経済面 ¥1,900 ¥37,000 ¥11,000 ¥12,000 ―
静岡版 静岡 静岡経済面 ¥3,800 ¥75,000 ¥22,000 ¥24,000 ―
中国・広島版 広島、岡山、鳥取、島根、山口 中国・広島経済面 ¥6,800 ¥126,000 ¥40,000 ¥50,000 ―
北陸版 富山、石川、福井 北陸経済面 ¥2,700 ¥51,000 ¥17,000 ¥21,000 ¥8,500
四国版 四国全県 四国経済面 ¥3,500 ¥66,000 ¥20,000 ¥25,000 ―

掲載版 掲載地域 掲載面

朝刊

朝刊地域経済面料金（2/2）

地方版経済面 広告料金
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朝刊「NIKKEI The STYLE」広告料金

￥14,261,000

￥24,870,000

ジュニアページ
（4色カラー）

クォーターページ
（4色カラー）

フローティング
（4色カラー）

￥9,819,000 ￥4,252,000

変形スペースの申し込み

1. 左記変形スペースのお申し込みは掲載日の1カ月
前です。

2. 左記以外のスペースについては当社までお問い
合わせください。

3. 状況によりご希望のスペースが設定出来ない場合
もございます。

4. 多色掲載範囲は【24カラーエリア】のみです。
その他地域はモノクロ掲載となります。

5. 契約広告主には契約単価を適用いたします。
6. 料金に消費税は含まれておりません。

全15段
4色カラー

￥11,464,000

概要

掲載
日本経済新聞 朝刊 毎週日曜日
用紙・色・掲載地域 （2019年2月ABC部数）全5段

4色カラー

朝刊「NIKKEI The STYLE」広告料金

変形広告料金

定型広告料金

306.5 m
m

252 mm 190 mm

256 m
m

126 mm

100.5 m
m

380 mm

512.5 m
m

380 mm

169.5 m
m

用紙 色 部数 掲載地域

高級白色紙
多色
（4色カラー）

約200万部

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、山梨県、岐阜県、愛知県、三重県（一
部）、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県、福井県（一部）、山口県（一部）、福岡
県、佐賀県、大分県、⾧崎県、熊本県（一部を除く）

通常新聞紙
多色
（4色カラー）

約16万部 北海道、静岡県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県

通常新聞紙 モノクロ 約26万部 上記以外

◎NIKKEI The STYLEは電子版紙面ビューアーでも閲覧できます。
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朝刊RT面 広告料金（1/2）

掲載面 名称 サイズ 掲載範囲 備考
モノクロ ¥1,500,000
多色 ¥1,600,000 増 カラー掲載は首都圏・近畿・中部・九州北部。モノクロ原稿も必要。
モノクロ ¥1,050,000
多色 ¥1,600,000 増
モノクロ ¥1,200,000
多色 ¥1,200,000 増 カラー掲載は首都圏。モノクロ原稿も必要。
モノクロ ¥800,000
多色 ¥1,200,000 増

大型突き出し 3段×7.5cm 名古屋支社版 モノクロ ¥120,000 掲載範囲は愛知・岐阜・三重（一部地域を除く）。
モノクロ ¥200,000
多色 ¥300,000 増

モノクロ ¥750,000

多色 ¥750,000 増 カラー掲載は24カ面エリア。その他の地域はモノクロ。
ステーションカラー33 ¥2,200,000 同日紙面のBSレクタングルもしくは5段以上の記事下広告とセット。

ステーションカラー21 ¥1,500,000 同上

番組枠カラー 当該番組欄 24カ面エリア 多色 ¥1,000,000 同日紙面のBSレクタングルもしくは5段以上の記事下広告とセット。

同日紙面のTV面レクタングルもしくは5段以上の記事下広告とセット。

多色

首都圏 多色 ¥1,600,000

当該番組欄

多色 ¥2,100,000

レクタングル 全国版

首都圏・近畿・
中部・九州北部

BS・
CS面

2段×7.5cm

ステーションカラー 24カ面エリア

料金

レクタングル

全国版
（沖縄を除く）

TV面

3段×9.4cm

首都圏・近畿・
中部・九州北部

東京本社版

首都圏

バナー 首都圏1都3県3.2cm×7.5cm

番組枠カラー

朝刊RT面 雑報広告料金

雑報広告料金
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人材募集料金
人材募集料金（朝刊）

※ 人材募集広告の東京本社版は北海道を含みます。
※ 上記は一回あたり料金です。

人材募集広告掲載範囲

東京本社版 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、山梨、長野、新潟、静岡、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、北海道

大阪本社版 大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山、三重（一部） 、富山、石川、福井、広島、岡山、鳥取、島根、山口（一部）、徳島、香川、愛媛、高知

名古屋支社版 愛知、岐阜、三重（一部を除く）

西部支社版 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、山口（一部）

全国版 東京本社版※ 大阪本社版 名古屋支社版 西部支社版
2段 1/8 ¥430,000 ¥350,000 ¥181,000 ¥52,000 ¥49,000
2段 1/6 ¥573,000 ¥470,000 ¥241,000 ¥69,000 ¥66,000
2段 1/4 (1段1/2、3段1/6) ¥860,000 ¥700,000 ¥361,000 ¥105,000 ¥99,000
2段 1/3 ¥1,146,000 ¥940,000 ¥481,000 ¥139,000 ¥132,000
1段 (2段1/2、3段1/3) ¥1,720,000 ¥1,400,000 ¥722,000 ¥209,000 ¥198,000
3段 1/2 ¥2,580,000 ¥2,100,000 ¥1,084,000 ¥314,000 ¥297,000
2段 ¥3,102,000 ¥2,544,000 ¥1,302,000 ¥372,000 ¥342,000
5段 1/2 ¥3,877,500 ¥3,180,000 ¥1,628,000 ¥465,000 ¥427,500
3段 ¥4,572,000 ¥3,750,000 ¥1,920,000 ¥549,000 ¥504,000
7段 1/2 ¥5,334,000 ¥4,375,000 ¥2,240,000 ¥640,000 ¥588,000
5段 ¥7,360,000 ¥6,035,000 ¥3,090,000 ¥880,000 ¥815,000
7段 ¥10,052,000 ¥8,246,000 ¥4,221,000 ¥1,200,000 ¥1,113,000

10段 ¥14,020,000 ¥11,500,000 ¥5,890,000 ¥1,680,000 ¥1,550,000
15段 ¥20,400,000 ¥16,725,000 ¥8,565,000 ¥2,440,000 ¥2,250,000

出稿段数
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東京本社版料金（1/4）

営業広告料金／臨時もの料金

種別 朝刊 夕刊
営業広告 ¥36,600 ¥17,000
臨時もの料金 ¥64,000 ¥30,800

記事下基本料金（1段×1cm）

名称 サイズ 掲載面 料金

題字下（月～金） 2段×3.2cm 一面 ¥346,000

題字横（土） 2.5cm×6.2cm 一面 ¥346,000

一面 ¥301,000

他面 ¥212,000

一面 ¥307,000

他面 ¥231,000

大型突き出し 3段×6.0cm 他面 ¥362,000

単独記事中 1段×3.5cm 他面 ¥128,000

記事挟み 1段×1.0cm 他面 ¥65,000

記事中 1段×7.0cm

突き出し 2段×5.25cm

雑報広告料金（夕刊）

料金適用

臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は、20%増しとします。

付加料金

スペース料金の10%

スペース料金の20%

モノクロ ¥50,000

多色 ¥200,000

¥800,000

切替料（1回当たり）

記事下指定料(朝刊第一全広面以外)

雑報指定料

二連版料金

料金適用

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。
2. 朝刊社会面、夕刊一面と文化面に掲載される記事下営業広告にはすべて指定料を適

用します。
3. 二連版多色で、10段未満の場合は多色10段未満料金の50%増しになります。
4. 複数回切替は、その複数倍の切替料金になります。
5. 切替料金の多色について、ＣＭＹＫの4版のうちＫ版のみを切り替えた場合でも原則とし

て200,000円の多色料金を適用します。

多色料金

適用範囲 朝刊 朝刊24カ面 夕刊

15段二連版 ¥4,350,000 ¥4,005,000 ¥2,430,000

10段以上 ¥2,900,000 ¥2,670,000 ¥1,620,000

10段未満 ¥2,660,000 ¥2,450,000 ¥1,460,000

※ 朝夕とも同率・同額

※ 上記は一回あたり料金です
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東京本社版料金（2/4）

営業広告料金

1回出稿 契約料金 1回出稿 契約料金
1 段以上 ¥1,261,000 ¥1,096,000 ¥584,000 ¥531,000
2 段以上 ¥1,241,000 ¥1,078,000 ¥574,000 ¥522,000
3 段以上 ¥1,219,000 ¥1,060,000 ¥565,000 ¥514,000
5 段以上 ¥1,178,000 ¥1,024,000 ¥545,000 ¥495,000
7 段以上 ¥1,149,000 ¥998,000 ¥531,000 ¥483,000

10 段以上 ¥1,122,000 ¥975,000 ¥519,000 ¥472,000
15 段以上 ¥1,088,000 ¥946,000 ¥503,000 ¥457,000
20 段以上 ¥1,074,000 ¥934,000 ¥497,000 ¥452,000
30 段以上 ¥1,049,000 ¥912,000 ¥486,000 ¥442,000
40 段以上 ー ¥896,000 ー ¥434,000
50 段以上 ー ¥881,000 ー ¥426,000
60 段以上 ー ¥856,000 ー ¥419,000
90 段以上 ー ¥823,000 ー ¥403,000

100 段以上 ー ¥818,000 ー ¥400,000
120 段以上 ー ¥789,000 ー ¥386,000
150 段以上 ー ¥780,000 ー ¥381,000
200 段以上 ー ¥763,000 ー ¥373,000
300 段以上 ー ¥730,000 ー ¥357,000
400 段以上 ー ¥720,000 ー ¥352,000
500 段以上 ー ¥710,000 ー ー
600 段以上 ー ¥699,000 ー ー
700 段以上 ー ¥694,000 ー ー
800 段以上 ー ¥689,000 ー ー
900 段以上 ー ¥684,000 ー ー

1000 段以上 ー ¥679,000 ー ー

朝刊 夕刊
出稿段数

人材募集広告規格料金

料金

2 段×1/8 ¥350,000
2 段×1/6 ¥470,000
2 段×1/4 ¥700,000
2 段×1/3 ¥940,000
2 段×1/2 ¥1,400,000
3 段×1/2 ¥2,100,000
2 段 ¥2,544,000
5 段×1/2 ¥3,180,000
3 段 ¥3,750,000
7 段×1/2 ¥4,375,000
5 段 ¥6,035,000
7 段 ¥8,246,000

10 段 ¥11,500,000
15 段 ¥16,725,000

サイズ

※ 人材募集広告は北海道版にも掲載

されます。

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です

※ 上記料金は一回あたりの料金です
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東京本社版料金（3/4）

料金適用について

1. 記事下料金は、6ヶ月間に複数回出稿の場合は契約料金を適用します。
2. 契約出稿段数は掲載1回当たりの段数を適用します。（合計段数ではありません）
3. 各版とも朝刊の首都圏経済面に掲載します。
4. 日曜付、月曜付と休日の翌日付は掲載しません。
5. 掲載地域は東京、神奈川、千葉、埼玉です。（但し、突き出しは山梨も含まれます）
6. スペースは各版とも全5段までです。

臨時もの料金
1段×1cm 料金の種類 1段以上 2段以上 3段以上 4段以上 5段

首都圏総合版 東京都、神奈川県、 ¥368,000 ※1 1回出稿料金 ¥847,000 ¥834,000 ¥821,000 ¥808,000 ¥795,000
（4版通し） 千葉県、埼玉県 ¥307,000 ※2 契約料金 ¥736,000 ¥724,000 ¥714,000 ¥702,000 ¥691,000
首都圏東京版 東京都 1回出稿料金 ¥513,000 ¥502,000 ¥492,000 ― ¥481,000

契約料金 ¥446,000 ¥437,000 ¥427,000 ― ¥418,000
首都圏神奈川版 神奈川県 1回出稿料金 ¥240,000 ¥234,000 ¥228,000 ― ¥223,000

契約料金 ¥207,000 ¥203,000 ¥199,000 ― ¥194,000
首都圏千葉版 千葉県 1回出稿料金 ¥168,000 ¥165,000 ¥162,000 ― ¥157,000

契約料金 ¥146,000 ¥143,000 ¥140,000 ― ¥137,000
首都圏埼玉版 埼玉県 1回出稿料金 ¥149,000 ¥145,000 ¥142,000 ― ¥139,000

契約料金 ¥129,000 ¥127,000 ¥124,000 ― ¥121,000

¥7,800

¥6,900

掲載版名称 掲載地域 掲載面
突き出し

―

首都圏
経済面

―
―

―

2段×5.25cm

―
―
―
―

¥43,600

¥23,900

¥11,400

記事下料金

※1 臨時ものを含むもの
※2 営業もの

東京本社管轄地域経済面料金表

首都圏各版 広告料金

「記事下料金」は、すべて1段あたりの料金です
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臨時もの料金 営業広告料金 記事中 突き出し

1段×1cm 1段当たり 1段×7cm 2段×5.25cm

東北版
青森、秋田、岩手、
山形、宮城、福島

東北経済面 ¥5,400 ¥107,000 ¥27,000 ¥29,000

北関東版 茨城、栃木、群馬 北関東経済面 ¥5,600 ¥110,000 ¥30,000 ¥32,000

新潟版 新潟 新潟経済面 ¥2,100 ¥41,000 ¥11,000 ¥12,000

⾧野版 ⾧野 ⾧野経済面 ¥1,900 ¥37,000 ¥11,000 ¥12,000

静岡版 静岡 静岡経済面 ¥3,800 ¥75,000 ¥22,000 ¥24,000

掲載版 掲載地域 掲載面

地方版広告料金

20

東京本社版料金（4/4）

東京本社管轄地域経済面料金表

※ 上記雑報広告は一回あたり料金です
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大阪本社版料金（1/3）

営業広告料金／臨時もの料金

種別 朝刊 夕刊
営業広告 ¥19,200 ¥8,500
臨時もの料金 ¥33,600 ¥15,400

記事下基本料金（1段×1cm）

名称 サイズ 掲載面 朝刊 夕刊

題字下（月～金） 2段×3.2cm 一面 ー ¥173,000

題字横（土） 2.5cm×6.2cm 一面 ー ¥173,000

一面 ー ¥151,000

他面 ¥222,000 ¥106,000

一面 ー ¥153,000

他面 ¥246,000 ¥116,000

単独記事中 1段×3.5cm 他面 ¥135,000 ¥64,000

記事挟み 1段×1.0cm 他面 ¥74,000 ¥32,000

記事中 1段×7.0cm

突き出し 2段×5.25cm

雑報広告料金

料金適用

1. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は、20%増しとします。
2. 朝刊は近畿経済面に掲載します。

付加料金

スペース料金の10%

スペース料金の20%

モノクロ ¥50,000

多色 ¥200,000

¥440,000

切替料（1回当たり）

記事下指定料(朝刊第一全広面以外)

雑報指定料

二連版料金

料金適用

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。
2. 朝刊社会面、夕刊一面と文化面に掲載される記事下営業広告には、すべて指定料を適

用します。
3. 二連版多色で、10段未満の場合は多色料金の50%増しになります。
4. 複数回切替は、その複数倍の切替料金になります。
5. 切替料金の多色について、ＣＭＹＫの4版のうちＫ版のみを切り替えた場合でも原則として

200,000円の多色料金を適用します。

多色料金

適用範囲 朝刊 朝刊24カ面 夕刊

15段二連版 ¥1,950,000 ¥1,725,000 ¥1,185,000

10段以上 ¥1,300,000 ¥1,150,000 ¥790,000

10段未満 ¥1,200,000 ¥1,060,000 ¥710,000

※ 朝夕とも同率・同額

※ 上記は一回あたり料金です
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大阪本社版料金（2/3）

1回出稿 契約料金 1回出稿 契約料金
1 段以上 ¥662,000 ¥575,000 ¥292,000 ¥265,000
2 段以上 ¥651,000 ¥566,000 ¥287,000 ¥261,000
3 段以上 ¥640,000 ¥557,000 ¥282,000 ¥256,000
5 段以上 ¥618,000 ¥538,000 ¥273,000 ¥248,000
7 段以上 ¥603,000 ¥524,000 ¥266,000 ¥242,000

10 段以上 ¥589,000 ¥512,000 ¥260,000 ¥236,000
15 段以上 ¥571,000 ¥496,000 ¥252,000 ¥229,000
20 段以上 ¥564,000 ¥490,000 ¥249,000 ¥226,000
30 段以上 ¥551,000 ¥479,000 ¥243,000 ¥221,000
40 段以上 ー ¥470,000 ー ¥217,000
50 段以上 ー ¥462,000 ー ¥213,000
60 段以上 ー ¥449,000 ー ¥209,000
90 段以上 ー ¥432,000 ー ¥201,000

100 段以上 ー ¥429,000 ー ¥200,000
120 段以上 ー ¥414,000 ー ¥193,000
150 段以上 ー ¥410,000 ー ¥190,000
200 段以上 ー ¥401,000 ー ¥187,000
300 段以上 ー ¥383,000 ー ¥179,000
400 段以上 ー ¥378,000 ー ¥176,000
500 段以上 ー ¥373,000 ー ¥173,000
600 段以上 ー ¥367,000 ー ¥171,000
700 段以上 ー ¥364,000 ー ¥170,000
800 段以上 ー ¥362,000 ー ¥168,000
900 段以上 ー ¥359,000 ー ¥167,000

1000 段以上 ー ¥357,000 ー ¥166,000

朝刊 夕刊
出稿段数 料金

2 段×1/8 ¥181,000
2 段×1/6 ¥241,000
2 段×1/4 ¥361,000
2 段×1/3 ¥481,000
2 段×1/2 ¥722,000
3 段×1/2 ¥1,084,000
2 段 ¥1,302,000
5 段×1/2 ¥1,628,000
3 段 ¥1,920,000
7 段×1/2 ¥2,240,000
5 段 ¥3,090,000
7 段 ¥4,221,000

10 段 ¥5,890,000
15 段 ¥8,565,000

サイズ

営業広告料金 人材募集広告規格料金

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です。

※ 上記料金は一回あたりの料金です。
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大阪本社版料金（3/3）

地域経済版広告料金

臨時もの料金 営業広告料金 記事中 単独記事中 突き出し

1段×1cm 1段当たり 1段×7cm 1段×3.5cm 2段×5.25cm

中国・広島版 広島、岡山、鳥取、島根、山口 ¥6,800 ¥126,000 ¥40,000 ー ¥50,000

北陸版 富山、石川、福井 ¥2,700 ¥51,000 ¥17,000 ¥8,500 ¥21,000

四国版 四国全県 ¥3,500 ¥66,000 ¥20,000 ー ¥25,000

記事下広告 雑報広告

掲載版 掲載地域

料金適用

1. 各版とも地域経済面に掲載します。
2. 日曜付、月曜付と休日の翌日付は掲載しません。
3. 記事下スペースは、原則全5段までです。
4. 雑報広告で臨時もの適用部分を含んでいる場合は、20%増しとします。

※ 上記の雑報広告は一回あたり料金です
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名古屋支社版料金（1/2）

種別 朝刊 夕刊
営業広告 ¥5,500 ¥2,900
臨時もの料金 ¥9,200 ¥5,300

記事下基本料金（1段×1cm）

名称 サイズ 掲載面 朝刊 夕刊

題字下（月～金） 2段×3.2cm 一面 ー ¥54,000

題字横（土） 2.5cm×6.2cm 一面 ー ¥54,000

一面 ー ¥48,000

他面 ¥58,000 ¥33,000

一面 ー ¥48,000

他面 ¥64,000 ¥36,000

大型突き出し 3段×7.5cm TV面 ¥120,000 ー

記事中 1段×7.0cm

突き出し 2段×5.25cm

雑報広告料金

料金適用

1. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は、20%増しとします。
2. 朝刊の記事中、突き出しは中部経済面に掲載します。

記事下指定料(朝刊第一全広面以外) スペース料金の10%

雑報指定料 スペース料金の20%

二連版料金 ¥170,000

料金適用

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。
2. 朝刊社会面、夕刊一面と文化面に掲載される記事下営業広告にはすべて指定料を

適用します。
3. 二連版多色で、10段未満の場合は多色10段未満料金の50%増しになります。

多色料金

適用範囲 朝刊 夕刊

15段二連版 ¥495,000 ¥345,000

10段以上 ¥330,000 ¥230,000

10段未満 ¥300,000 ¥210,000

静岡版広告料金

臨時もの料金 営業もの料金 記事中 突き出し

1段×1cm 1段当たり 1段×7cm 2段×5.25cm

静岡版 静岡 静岡経済面 ¥3,800 ¥75,000 ¥22,000 ¥24,000

掲載版 掲載地域 掲載面

営業広告料金／臨時もの料金 付加料金 ※ 朝夕とも同率・同額

※ 上記は一回あたり料金です
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名古屋支社版料金（2/2）

料金

2 段×1/8 ¥52,000

2 段×1/6 ¥69,000

2 段×1/4 ¥105,000

2 段×1/3 ¥139,000

2 段×1/2 ¥209,000

3 段×1/2 ¥314,000

2 段 ¥372,000

5 段×1/2 ¥465,000

3 段 ¥549,000

7 段×1/2 ¥640,000

5 段 ¥880,000

7 段 ¥1,200,000

10 段 ¥1,680,000

15 段 ¥2,440,000

サイズ
1回出稿 契約料金 1回出稿 契約料金

1 段以上 ¥189,000 ¥164,000 ¥100,000 ¥91,000

2 段以上 ¥186,000 ¥162,000 ¥98,000 ¥90,000

3 段以上 ¥183,000 ¥159,000 ¥97,000 ¥88,000

5 段以上 ¥176,000 ¥153,000 ¥93,000 ¥85,000

7 段以上 ¥172,000 ¥150,000 ¥91,000 ¥83,000

10 段以上 ¥168,000 ¥146,000 ¥89,000 ¥81,000

15 段以上 ¥163,000 ¥142,000 ¥86,000 ¥78,000

20 段以上 ¥161,000 ¥140,000 ¥85,000 ¥76,000

30 段以上 ¥157,000 ¥137,000 ¥83,000 ¥75,000

40 段以上 ー ¥134,000 ー ¥74,000

50 段以上 ー ¥132,000 ー ¥73,000

60 段以上 ー ¥128,000 ー ¥72,000

90 段以上 ー ¥123,000 ー ¥69,000

100 段以上 ー ¥123,000 ー ¥68,000

120 段以上 ー ¥118,000 ー ¥66,000

150 段以上 ー ¥117,000 ー ¥65,000

200 段以上 ー ¥114,000 ー ¥64,000

朝刊 夕刊
出稿段数

営業広告料金 人材募集広告規格料金

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です。

※ 上記料金は一回あたりの料金です。
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西部支社版料金（1/2）

種別 朝刊 夕刊
営業広告 ¥5,200 ¥1,500
臨時もの料金 ¥9,500 ¥2,600

記事下基本料金（1段×1cm）

雑報広告料金

沖縄版広告料金

営業もの料金

1段当たり

沖縄版 沖縄 ¥10,000

掲載版 掲載地域

名称 サイズ 掲載面 朝刊 夕刊

題字下（月～金） 2段×3.2cm 一面 ー ¥30,000

題字横（土） 2.5cm×6.2cm 一面 ー ¥30,000

一面 ー ¥26,000

他面 ¥63,000 ¥18,000

一面 ー ¥26,000

他面 ¥70,000 ¥20,000

単独記事中 1段×3.5cm 他面 ¥39,000 ¥11,000

記事挟み 1段×1.0cm 他面 ¥20,000 ¥6,000

記事中 1段×7.0cm

突き出し 2段×5.25cm

料金適用

1. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は、20%増しとします。
2. 朝刊は九州経済面に掲載します。

スペース料金の10%

スペース料金の20%

モノクロ ¥50,000

多色 ¥200,000

¥170,000

切替料※
（1回当たり）

記事下指定料(朝刊第一全広面以外)

雑報指定料

二連版料金※

料金適用

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。
2. 朝刊社会面、夕刊一面と文化面に掲載される記事下営業広告にはすべて指定料を

適用します。
3. 二連版多色で、10段未満の場合は多色10段未満料金の50%増しになります。
4. 複数回切替は、その複数倍の切替料金になります。
5. 切替料金の多色について、ＣＭＹＫの4版のうちＫ版のみを切り替えた場合でも原則

として200,000円の多色料金を適用します。

※ 朝夕とも同率・同額

多色料金

適用範囲 朝刊 朝刊24カ面 夕刊

15段二連版 ¥420,000 ¥345,000 ¥255,000

10段以上 ¥280,000 ¥230,000 ¥170,000

10段未満 ¥260,000 ¥214,000 ¥150,000

※ 全5段のみの申し込みとなります。

営業広告料金／臨時もの料金 付加料金

※ 上記は一回あたり料金です
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西部支社版料金（2/2）

1回出稿 契約料金 1回出稿 契約料金

1 段以上 ¥174,000 ¥151,000 ¥50,000 ¥45,000

2 段以上 ¥171,000 ¥149,000 ¥49,000 ¥45,000

3 段以上 ¥168,000 ¥146,000 ¥48,000 ¥44,000

5 段以上 ¥163,000 ¥141,000 ¥47,000 ¥43,000

7 段以上 ¥159,000 ¥138,000 ¥46,000 ¥41,000

10 段以上 ¥155,000 ¥135,000 ¥45,000 ¥40,000

15 段以上 ¥150,000 ¥130,000 ¥43,000 ¥39,000

20 段以上 ¥148,000 ¥129,000 ¥42,000 ¥39,000

30 段以上 ¥145,000 ¥126,000 ¥41,000 ¥38,000

40 段以上 ー ¥124,000 ー ¥37,000

50 段以上 ー ¥122,000 ー ¥37,000

60 段以上 ー ¥118,000 ー ¥36,000

90 段以上 ー ¥114,000 ー ¥35,000

100 段以上 ー ¥113,000 ー ¥34,000

120 段以上 ー ¥109,000 ー ¥33,000

150 段以上 ー ¥108,000 ー ¥33,000

200 段以上 ー ¥105,000 ー ¥32,000

朝刊 夕刊
出稿段数 料金

2 段×1/8 ¥49,000

2 段×1/6 ¥66,000

2 段×1/4 ¥99,000

2 段×1/3 ¥132,000

2 段×1/2 ¥198,000

3 段×1/2 ¥297,000

2 段 ¥342,000

5 段×1/2 ¥427,500

3 段 ¥504,000

7 段×1/2 ¥588,000

5 段 ¥815,000

7 段 ¥1,113,000

10 段 ¥1,550,000

15 段 ¥2,250,000

サイズ

営業広告料金 人材募集広告規格料金

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です。

※ 上記料金は一回あたりの料金です。
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北海道版料金

1回出稿 契約料金

1 段以上 ¥81,000 ¥74,000

2 段以上 ¥80,000 ¥73,000

3 段以上 ¥79,000 ¥72,000

5 段以上 ¥78,000 ¥71,000

7 段以上 ¥77,000 ¥70,000

10 段以上 ¥76,000 ¥69,000

15 段以上 ¥75,000 ¥68,000

20 段以上 ¥74,000 ¥67,000

30 段以上 ¥72,000 ¥66,000

40 段以上 ー ¥65,000

50 段以上 ー ¥64,000

60 段以上 ー ¥63,000

90 段以上 ー ¥61,000

100 段以上 ー ¥60,000

120 段以上 ー ¥59,000

150 段以上 ー ¥58,000

200 段以上 ー ¥57,000

朝刊
出稿段数

種別 朝刊
営業広告 ¥2,600
臨時もの料金 ¥5,200

記事下基本料金（1段×1cm）

名称 サイズ 掲載面 朝刊

記事中 1段×7.0cm ¥41,000

突き出し 2段×5.25cm ¥48,000
北海道版経済面

雑報広告料金

料金適用

1. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は20%増しとします。
2. 掲載は北海道経済面に掲載します。
3. 突き出しの人材募集広告は¥60,000

料金適用

• 人材募集広告1段あたり¥110,000となります。
2段1/2以上のスペースで申し込みください。

記事下指定料(朝刊第一全広面以外） スペース料金の10%

雑報指定料 スペース料金の20%

二連版料金 ¥60,000

料金適用

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場
合は、それぞれ指定料を適用します。

2. 二連版多色で、10段未満の場合は多色10
段未満料金の50%増しになります。

多色料金

適用範囲 朝刊
15段二連版 ¥135,000
10段以上 ¥90,000
10段未満 ¥80,000

営業広告料金／臨時もの料金 営業広告料金（記事下）

付加料金

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です。

※ 上記は一回あたり料金です
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国際版料金

広告料金（一段あたり）

アジア版 ¥70,000

広告スペースは以下の4種類です。

15段

10段
7段

5段

※ 広告の掲載場所指定はできません。

※2021年４月よりアジア版のみ
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料金適用について

臨時もの料金

下記の広告内容は臨時もの料金を適用します。
謹告、謝罪及びお詫び広告、社名変更、新会社設立、合併、株式上場告知、事
務所移転などの広告（ただし、5段1/2以上のスペースを使って広告する場合は、
出稿段数の10%について臨時もの料金を適用します）

雑報広告

1. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は30%増しとします。
2. 雑報広告を年間出稿契約した場合、12回以上5%、24回以上10%、48回以上15%を割

引します（ただし、一面は除く）。
3. 4色料金は編集紙面がカラー面に限ります。一面、終面編集カラーは、エリア版が基

本となるため、色掲載はエリア版とします。エリア版以外の地域は、モノクロ掲載にな
ることがあるため、モノクロ原稿も必要です。

付加料金

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。
2. 一面に掲載された記事下営業広告については、すべて指定料を適用します。
3. 記事体広告制作費は、原稿制作を当社が行う際、制作費以外にタレント起用の対談、

座談会、寄稿および遠隔地取材の経費は実費を請求します。

記事下料金

1. 記事下1回出稿料金
① 6カ月間に2回以上の出稿計画が示されない場合に適用します。最初の掲載後

6カ月以内に追加出稿がある場合は、追加出稿分のみ契約料金の合計ランクを
適用します。

② 人材募集広告料金は、記事下広告料金の「1回出稿料金」に準じます。

２．契約料金
① 契約料金は事前に複数回出稿の申込みをいただいた場合、6カ月間の出稿総

段数に対する契約ランクを適用します。年間契約の場合は、年間出稿段数の2
分の1のランクを適用します。

② 契約期間中に契約段数増のお申し出があった場合、その当月から新条件に応
じたランクの料金を適用します。総段数の計算は契約のスタート月から6カ月以
内とします。

③ 契約期間中に出稿の中止、または段数減があったときは、契約時にさかのぼっ
て契約を更改し、掲載段数に応じたランクの料金を適用します。

３．申し込みについて
① 記事下広告の申込みは。1回につき1段（2段1/2）以上でお願いします。
② 東京、大阪、名古屋、西部等の単掲載は、原則的にできません。

４．その他
① 複数の広告会社より、出稿する契約は事前にお申し出があった場合に限り、

広告主が責任を持つことを条件に、合算した段数のその他の料金適用につ
いては、当社にご相談ください。

② 料金ランクを適用します。

30

日経産業新聞料金（1/2）



日経産業新聞 広告料金表

31

臨時もの料金 1段×1cm ¥11,000

営業広告料金（記事下）
種別 サイズ 掲載面 色

モノクロ ¥170,000
多色 ¥85,000 増

モノクロ ¥131,000
多色 ¥65,500 増

他面 モノクロ ¥95,000

記事中 1段×7.0cm 他面 モノクロ ¥84,000
モノクロ ¥142,500
多色 ¥71,250 増

2段×7cm モノクロ ¥140,000
3段×6cm モノクロ ¥179,000

料金

終面3段×5.25cm

大型突き出し
一面を除く

一面

突き出し 2段×5.25cm
一面

題字下 1段×7.0cm

料金適用

• 人材募集広告は上記の1回出稿料金に準じます。
2段1/2以上のスペースで申し込みください。

雑報広告 回数割引（1回当たり）出稿料金

年間出稿本数 12回以上 24回以上 48回以上

他面記事中 ¥79,800 ¥75,600 ¥71,400

他面突き出し ¥90,250 ¥85,500 ¥80,750

付加料金

項目 掲載面 料金
一面 スペース料金の30%
他面 スペース料金の10%

二連版料金 ¥500,000
15段二連版 ¥1,500,000
10段以上 ¥1,000,000
10段未満 ¥900,000

記事体広告制作費※ 1段あたり ¥80,000
静止画 ¥200,000
動画 ¥300,000

記事下指定料

多色料金

ビューアーリンク設定料

雑報広告料金

1回出稿 契約料金
1 段以上 ¥216,000 ¥196,000
2 段以上 ¥211,000 ¥192,000
3 段以上 ¥207,000 ¥188,000
5 段以上 ¥198,000 ¥180,000
7 段以上 ¥189,000 ¥172,000

10 段以上 ¥178,000 ¥162,000
15 段以上 ¥175,000 ¥159,000
20 段以上 ¥171,000 ¥155,000
30 段以上 ¥156,000 ¥142,000
40 段以上 ー ¥139,000
50 段以上 ー ¥137,000
60 段以上 ー ¥136,000
90 段以上 ー ¥131,000

100 段以上 ー ¥129,000
120 段以上 ー ¥128,000
150 段以上 ー ¥126,000
200 段以上 ー ¥123,000
300 段以上 ー ¥118,000

朝刊
出稿段数

※ タレント起用の対談、座談会、寄稿および遠隔地取材の経費は実費を別途請求します。

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です。

※ 上記は一回あたり料金です

日経産業新聞料金（2/2）
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臨時もの料金（朝刊）

付加料金

料金
一面 スペース料金の30%
他面 スペース料金の10%

スペース料金の30%
¥500,000

記事体広告制作費※ 1段あたり ¥80,000
静止画 ¥200,000
動画 ¥300,000

記事下指定料

項目

ビューアーリンク設定料

雑報指定料
二連版料金

※ タレント起用の対談、座談会、寄稿および遠隔地取材の経費は実費を
別途請求します。

1段×1cm ¥13,800

多色料金
適用範囲 料金

15段二連版 ¥1,650,000
10段以上 ¥1,100,000
10段未満 ¥990,000

臨時もの広告

謹告、謝罪、及びお詫び広告、社名変更、新会社設立、合併、株式上場告知、
事務所移転などの広告（ただし、5段1/2以上のスペースを使って広告する場合は、
出稿段数の10%について臨時もの料金を適用します）

付加料金

1. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。
2. 一面に掲載された記事下営業広告については、すべて指定料を適用します。
3. 二連版の色料金は50%増しになります。

雑報広告

1. 臨時もの料金適用部分を含んでいる場合は30%増しとします。
2. 雑報広告で同種雑報を6カ月契約した場合、回数割引を適用します。

･･･18回以上10%、24回以上20% （ただし、一面と終面を除く）

記事下料金

1. 記事下1回出稿料金
① 6カ月間に2回以上の出稿計画が示されない場合に適用します。最初の掲載

後6カ月以内に追加出稿がある場合は、追加出稿分のみ契約料金の合計ラ
ンクを適用します。

② 人材募集広告料金は、記事下広告料金の「1回出稿料金」に準じます。

2. 契約料金
① 契約料金は事前に複数回出稿の申込みをいただいた場合、6カ月間の出稿

総段数に対する契約ランクを適用します。年間契約の場合は、年間出稿段数
の2分の1のランクを適用します。

② 契約期間中に契約段数増のお申し出があった場合、その当月から新条件に
応じたランクの料金を適用します。総段数の計算は契約のスタート月から6カ
月以内とします。

③ 契約期間中に出稿の中止、または段数減があったときは、契約時にさかの
ぼって契約を更改し、掲載段数に応じたランクの料金を適用します。

3. その他
複数の広告会社より、出稿する契約は事前にお申し出があった場合に限り、広告
主が責任を持つことを条件に、合算した段数の料金ランクを適用します。
その他の料金適用については、当社にご相談ください。

料金適用について

日経MJ料金（1/2）
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雑報広告料金

種別 サイズ 掲載面 色
モノクロ ¥225,000
多色 \112,500 増

モノクロ ¥180,000
多色 \90,000 増

他面 モノクロ ¥115,000
モノクロ ¥195,000
多色 \97,500 増

モノクロ ¥160,000
多色 ¥80,000 増

他面 モノクロ ¥129,000

料金

一面

一面

突き出し 2段×5.25cm

一面

題字下 1段×7.0cm

記事中 1段×7.0cm

終面

※ 上記は一回あたり料金です

申し込みについて

1. 記事下広告の申込みは、1回につき1段（2段1/2）以上でお願いします。
2. 東京、大阪、名古屋、西部等の単掲載は、原則できません。
3. 原稿の締め切り日は月曜日付けは前週の金曜日、水曜日付けは月曜日、金曜日付

けは水曜日です。

営業広告料金

1回出稿 契約料金

1 段以上 ¥262,000 ¥238,000

2 段以上 ¥256,000 ¥233,000

3 段以上 ¥251,000 ¥228,000

5 段以上 ¥245,000 ¥223,000

7 段以上 ¥240,000 ¥218,000

10 段以上 ¥235,000 ¥214,000

15 段以上 ¥231,000 ¥210,000

20 段以上 ¥227,000 ¥206,000

30 段以上 ¥223,000 ¥203,000

40 段以上 ー ¥200,000

50 段以上 ー ¥197,000

60 段以上 ー ¥194,000

90 段以上 ー ¥190,000

100 段以上 ー ¥187,000

120 段以上 ー ¥184,000

150 段以上 ー ¥180,000

200 段以上 ー ¥172,000

300 段以上 ー ¥168,000

朝刊
出稿段数

※ 上記料金はすべて1段あたりの料金です。

料金適用

人材募集広告は上記の1回出稿料金に準じます。
2段1/2以上のスペースで申し込みください。

日経MJ料金（2/2）
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広告料金

1回出稿料金

1年間に10ページ以上の出稿計画が事前に提示されない場合に適用します。
最初の掲載後1年以内に追加出稿がある場合は、追加分についてのみ契約料金の合計
ランクを適用します。

契約料金

1. 事前に、1年間に10ページ以上の出稿計画が提示された場合、1年間の総出稿ペー
ジ数に対する契約ランクを適用します。

2. 契約期間中に契約ページ数増の申し出があった場合、その当月から新条件に応じた
ランクの料金を適用します。
総ページ数の計算は契約のスタート月から1年間とします。

3. 契約期間中に出稿の中止、またはページ数減があった時は、契約時にさかのぼって
契約を更新し、契約ページ数に応じたランク料金を適用します。

その他

1. 指定料とは、特定の掲載日や掲載面を指定した場合の付加料金です。
2. 複数の広告会社より出稿する場合は、事前に申し出があった場合に限り、広告主が

責任をもつことを条件に、合算したページ数のランク料金を適用します。
3. 社名などの変更、会社設立などの広告は、契約状況に関わらず、1回出稿料金を適

用します。
4. その他の料金適用については、当社にご相談ください。

申し込みについて

1. 申し込みは、広告特集などの企画を除き、1ページ単位での申し込みとなります。
2. 特定の掲載日、または掲載面をご指定の場合は、それぞれ指定料を適用します。

記事体広告について

1. 記事体広告の記事は、当社コンテンツユニットの記者及び社外の専門ライターが取
材、執筆します。申し込みは取材、執筆、制作期間を見込んで、3週間前（対談や座
談会など学識経験者やタレントを起用するものや複雑な取材を要するものは、それ以
上の期間が必要）までにお願いします。

2. 記事体広告の制作費は、1ページ当たりモノクロ・カラー共通60万円です。また、タレ
ント謝礼や遠隔地取材等、特別経費のかかるものについては、別途実費を請求させ
て頂きます。

3. 記事体広告は、編集記事と区別するため、「広告」カットを入れさせていただきます。

料金適用について

指定料 出稿料金の15%

リレーションシップ ID rId6 のイメージ パーツがファイルにありませんでした。

※ 上記料金は1回あたりの出稿金額です。

日経ヴェリタス料金

10ページ以上 20ページ以上 30ページ以上

モノクロ ¥1,000,000 ¥900,000 ¥850,000 ¥800,000

多色 ¥1,500,000 ¥1,350,000 ¥1,275,000 ¥1,200,000

バックフロント多色 ¥2,500,000 ¥2,250,000 ¥2,125,000 ¥2,000,000

モノクロ／多色 1回出稿料金
契約料金（年間出稿ページ）


