
広告料金表

契約についての注意点
●�掲載業種および広告の内容は、弊社掲載基準に準じます。
●�掲載が不適当と考えられる業種、広告表現については、掲載をお断りする場合がございます。
　広告内容は必ず事前にお知らせください。
●表回り、目次対向以外のページ指定は指定料を頂戴いたします。別途お見積り致します。
●広告掲載料金には、消費税が別途必要です。
●広告本数には限りがありますので、お早めにお申し込みください。

広告制作についての注意点
●�入稿はDTP制作による完全データでお願いします。
　（詳しくは月刊Komachi�完全データ入稿フォーマットをご確認ください）
●�本紙色校正は別途お見積り致します。
●�記事広告制作料（取材料、撮影料など）は別途お見積り致します。
●広告企画の記事内では、ロゴマークなどの使用は不可とさせていただきます。
●特殊なデザイン体裁等が必要な場合は、別途お見積り致します。
●写真の合成サービスは、基本的に行っておりません。

広告締切期日
●広告掲載申込締切…発行日前月20日
●広告データ入稿締切…発行月の4日
●弊社広告制作打ち合わせ締切…発行日前月25日
●綴じ込み広告入稿締切
　弊社印刷の場合…前月末
　印刷物持込の場合…発行月1日
●�お申し込み日以降のキャンセルの場合、
　別途キャンセル料をいただきます。

媒体概要
●創刊／2000年4月25日
●発行形態／月刊　毎月25日発売
●判型／A4変形判
　　　　（天地287×左右220ミリ）
●基本ページ数／176ページ（オールカラー）
●印刷･製本／オフセット印刷･無線綴じ
●価格／660円
●販売地域／長野県全域、新潟県上越市（一部）
●販売先／書店、コンビニエンスストア、
　　　　　スーパー、その他

〒381-0022　長野市大豆島5188-5　
TEL　営業部（026）222-0857　編集部（026）266-6077　販売部（026）267-0577   
FAX　営業部･販売部（026）222-0851　編集部（026）222-0850
http://www.goodnagano.com   mail: info-nk@komachi-n.co.jp

■お問い合わせ

株式会社 長野こまち

1/2P広告

1P広告

天地287mm
（本の仕上がり

サイズ）

左右220mm
（本の仕上がり

サイズ）1/5P広告

●�本誌サイズ／天地287mm×左右220mm
●広告サイズの種類は、1P･1/2P･1/3P･1/5Pです。
●�1ページの広告制作の場合、文字は紙面の端から10mm
　以上の空きが必要です。
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掲 載 面 色 数 スペース 原稿サイズ（天地×左右）mm 広告制作料 掲載料金

表4（裏表紙） 4色カラー 1P 272×213（タチキリ） ¥66,000 ¥440,000

表2（表紙裏） 4色カラー 1P 287×220（タチキリ） ¥66,000 ¥308,000

表2対向 4色カラー 1P 287×220（タチキリ） ¥66,000 ¥300,000

表3（裏表紙裏） 4色カラー 1P 287×220（タチキリ） ¥66,000 ¥275,000

目次対向 4色カラー 1P 287×220（タチキリ） ¥66,000 ¥265,000

表3対向 4色カラー 1P 287×220（タチキリ） ¥66,000 ¥245,000

本文 4色カラー 1P 287×220（タチキリ） ¥66,000 ¥220,000

本文 4色カラー ヨコ1/2P 130×195（ケイ囲み） ¥33,000 ¥143,000

本文 4色カラー タテ1/3P 260×  60（ケイ囲み） ¥22,000 ¥110,000

本文 4色カラー ヨコ1/5P   50×195（ケイ囲み） ¥18,000 ¥88,000

効果的な年間契約･複数契約なら
料金がお得！
■1Pサイズ（本文）スポット料金220,000円の場合のお見積り
●12ヵ月ご掲載の場合�スポットご掲載料金より20%OFF
　1回あたり176,000円（消費税別途）
●6ヵ月ご掲載の場合�スポットご掲載料金より10%OFF
　1回あたり198,000円（消費税別途）
●3ヵ月ご掲載の場合�スポットご掲載料金より5%OFF
　1回あたり209,000円（消費税別途）

※上記にはデザイン･制作料が別途かかります
※カメラマンによる写真撮影が必要な場合は別途お見積りとなります
※ご掲載場所指定の場合は別途お見積りとなります

Komachiの編集力を活かした
記事体裁広告（PR企画）もお勧めです

■お見積り例
●見開き2Pサイズの場合
　1回あたりのご掲載料金
　440,000円～（消費税別途）

※上記にはデザイン･制作料が別途かかります
※�カメラマンによる写真撮影が必要な場合は
　別途お見積りとなります
※モデル手配の場合は別途お見積りとなります
※ご掲載場所指定の場合は別途お見積りとなります

SAMPLE

綴じ込み広告（ブック、ハガキ等）
も可能です
●�掲載業種及び広告の内容は弊社基準に準じます。
●1号につき、1クライアントに限らせていただきます。
●綴じ込み広告制作料は別途お見積り致します。
●印刷物持ち込みの場合、掲載内容を審査させていただきます。
●�規格外のサイズ、特殊な用紙、綴じの場合は、別途お見積り致します。

詳しい資料にてご案内いたします。
詳細は担当営業までご相談ください。

自社フライヤー、
名刺、封筒なども承ります

※上記料金はすべて税別です

2000年4月、長野県初の月刊女性情報誌として誕生した「長野Komachi」。

創刊から15年の歳月を経て、若い女性はもちろん幅広い年代の女性、男性層にも支持を受ける、

長野県No.1のタウン情報誌へと進化してまいりました。

エリアに密着した情報を、単に知らせるだけにとどまらない、読者のわくわくを想像、

そして創造する“提案型編集”が「長野Komachi」のアイデンティティです。

毎月25日発売。長野全県版

月刊長野こまち 媒体資料

好奇心を応援する。

長野県のもっと輝きたい

女性のためのタウン情報誌



ナガノのオモシロイを創ります！

大自然に囲まれ、古いもの、新しいものが共存する長野県だからこそ出逢える、
食や町並み、お店、イベント、人とのつながり。知れば知るほど、大都市にも
負けない面白さが見えてくるはずです。情報源、取材先と深く接することで、
そんなナガノの魅力をひとつでも多くKomachiは発信していきます。

誌面上の繋がりだけではなく、ソーシャルネットワークやイベントなどを通して、もっと広く、強く、人と人とを繋げて
いくこと。誌面の枠を飛び出した多面的な展開で〝ナガノのオモシロイ＂を創出する存在へとKomachiは進化し続けます。

Komachiは、県内で約1,000軒を数えるコンビニ全店と、
大型書店、ほとんどの中小書店で購入可能です。男性顧
客が7割を占めると言われるコンビニでも確実に販売実績
を残し、書店では圧倒的な販売部数で評価を得ています。

最新エリアニュース
県内各地で繰り
広げられる面白
ネタや、話題の
ネタをいち早く
キャッチ！注目
の ヒ ト、 モ ノ、
コトを幅広く取
り上げます。

ビューティトレンド
人気のヘアサロン
やビューティサ
ロン情報を掲載。
流行のヘアスタイ
ル、新作のコス
メのほか、サロ
ンオーナーたち
のインタビュー
も注目を集めて
います。

フォトコレクション
街角やイベント

（成人式や松本ぼ
んぼんなど）フォ
トスナップを実
施。リアルな長
野県民のスタイ
ルやコメントを
レポート！

お得なクーポン企画
特集やニューオー
プンコーナーに
は、魅力的なサー
ビスいっぱいの
クーポンも。一
冊持っていれば、
よりお得に長野
県を楽しめます。

Nagano  i s  mo r e  fun

舞台は誌面を飛び越えて

ツナグ＆ツナガル情報誌へ――。

長野県タウン情報誌で販売部数No1。
Komachiは長野県でいちばん売れている月刊誌です。

読 者

読者
イメージ

地元
メディア媒体
テレビ局/ラジオ局/
新聞社/広告代理店

グルメ店

地元企業･
ナショナル
ブランド

ブロガー
SNSユーザー

県内各地偏りなく、25～34歳の女性が中心。
男性からの支持も増加中！

Komachi×地元企業

Komachi×百貨店

Komachi×地元テレビ局

Komachi×人気店

Komachi×大手バス会社

★誌面＆情報クオリティ
Komachiはただお店を紹介する、のではなく、
一つひとつお店の守りたいイメージ、伝えた
いメッセージを丁寧に考え、ハイクオリティな
写真と文章で伝えることを大切にしています。

★消費行動に積極的な読者
確実な情報を得たい、効率良く手に入れたい、ひと
はさまざまな理由で「情報」を買います。自分に必要
な情報に投資をする人は、消費行動も積極的。そん
な読者をもっていることが、Komachiの強みです。

エリア比

南信15％

中信30％

東信15％

北信40％

Komachi読者のエリア分布は、長野県の人口の分布にほぼ
合致。Komachiの読者は県内にくまなく存在します。

読者エリア比
（2015年月刊『長野Komachi』
6月号読者アンケートより）

長野県都市部20～39歳女性人口分布
（長野県公式HPより/2015年4月現在）

南信18％

中信27％

北信37％

東信18％

女性が中心ではありますが、年々男性比率が増えてい
ます。Komachiは長野県唯一の総合タウン情報誌とし
て、男女ともに受け入れられつつあります。

読者男女比
（月刊『長野Komachi』6月号読者アンケートより）

男女比

男性24％

女性76％

2013年

男性21％

女性79％

2011年

男性17％

女性83％

Komachi読者は25歳～44歳が中心。人口比的には少ない25歳～
34歳の世代、情報を行動に移す年代に確実にKomachiが浸透し
ています。

読者年齢比
（2014年月刊『長野Komachi』
6月号読者アンケートより）

長野県都市部20 ～39歳女性人口分布
（長野県公式HPより/2015年4月現在）

年齢比
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販売比率（2015年5月現在）

書店45％

コンビニ
55％

店舗数比率（2015年5月現在）

書店20％

コンビニ
80％

イベントを開催！ コラボメニューを開発！

コラボツアーを実施！

2015年

ナガノはきっと、
         もっとオモシロイ。

コンテンツ
たっぷり！

Komachiに載せてからのプラ
スの連鎖にビックリ。続けて
テレビの取材が入ったり…、
テレビ局の人たちも、もしか
してKomachiのファン？

Komachiを見て来てくだ
さったお客さんはマナーが
いいというか、クーポン誌
とはちょっと違うかな。リ
ピート率も高いですね

うちは安い価格帯を売りに
していないんです。だから
クーポンはやらない。けど、
接客とか店の雰囲気とか
Komachiはその辺を上手に
記事にしてくれます

15年で培った発信力 有料誌だからこその強み

ourmet

eisure

rea

ashion

取材先の
声

…and more!

ライフスタイル

エンタメ（映画･音楽･CD･DVD･ライブ･コンサート･BOOK･TVなど） パーティガイドイベント

ブライダル ハウジング県外＆東京情報ファッション キッズスポーツ

01Komachi's
キラーコンテンツ ランチ、スイーツ、ラーメンなどの人気のグルメ特集をはじめ、おでかけ特集、エリア特集など、

その時々のトレンドや最新ニュース、長野県ならではの情報を盛り込んだ特集がKomachiの強みです。
（例／コスパランチ、話題のビュッフェ、花火･夏祭り、長野市エリア、信州ラーメン、サマーバーゲン、日帰り絶景温泉 など）

大ボリュームの多彩な特集企画

02Komachi's
キラーコンテンツ 03Komachi's

キラーコンテンツ

毎月平均30軒以上の県内
各地のニューオープン情報
をいちはやくご紹介。お
店のメッセージやこだわ
りを1軒1軒丁寧に取材を
して掲載しています。

県内で開催される、有名
アーティストのライブチ
ケットをこまち読者のた
めに特別に確保！毎月、豪
華アーティストが登場し、
たくさんのご応募がある
人気コーナーです。

最新情報をいちはやくお届け！

豊富なニューオープン店情報
有名アーティストが毎月登場！

ライブリザーブシートをご用意


