
日本農業新聞 広告料金表
（2021年3月現在）

■広告料金適用について

ここに表示されている料金には消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。

【基本料金】

①基本料金は営業もの、臨時ものとします。

②次の広告は、出稿量や契約の有無に関係なく、記事下・雑報とも臨時ものを適用します。

（ア）募集広告

（イ）死亡広告

（ウ）災害広告

（エ）告知広告

（オ）選挙広告

その他、当社が臨時もの料金適用としたもの。

【付加料金】

①指定料 掲載日、掲載面の指定は基本広告料金の各々10%を別途申し受けます。

②変型広告 15段1/3など変型スペースの広告は基本広告料金の10%の割増料金を

申し受けます。

③切替料 1版につき25,000円　※カラーの場合は4版（100,000円）

④取消料 広告料の50%以上を申し受けます。

【その他】

①営業もの料金適用の広告内に、臨時ものに当たる広告が掲載される場合は、

　　臨時もの料金を適用します。

②広告原稿の制作費は、広告料金には含まれません。

　　■広告掲載に当たっては、本紙広告掲載基準に合ったものだけを掲載します。

広告部　　：〒110-8722 東京都台東区秋葉原2-3 電話03-6281-5810

北海道支所：〒060-0004 札幌市中央区北4条西1丁目 電話011-231-3668

大阪支所　：〒530-0047 大阪市北区西天満1-2-5 電話06-6314-0025

1/4



全国版 基本広告料金
■記事下

1cm×1段 1段当たり

営業もの ¥5,688 ¥215,000

臨時もの ¥8,532 ¥322,500

営業もの料金 モノクロ カラー 横mm 縦mm

全5段 ¥1,075,000 ¥1,375,000 378 168

全3段 ¥645,000 ― 378 100

5段1/2 ¥537,500 ― 188 168

3段1/2 ¥322,500 ― 188 100

全15段 ¥3,225,000 ¥4,125,000 378 511

■雑報

モノクロ 横mm 縦mm

題　字　横 ¥110,000 74 32

記事中 1面 ¥103,000 65 34

1面以外 ¥92,000 65 34

〃 ¥53,000 33 34

市況1大 ¥127,000 50 52

市況1小 ¥53,000 50 25

市況2 ¥44,000 43 32

１面天気欄（カラー） ¥108,000 53 15

突出し 1面 ¥131,000 51 65

1面3段 ¥196,500 51 103

1面以外 ¥117,000 51 72

記事挟み込み ¥22,000 10 34

※雑報のカラー料金は広告掲載基本料金（正価）の50％とします。

ブロック版／県版／東西地区版広告料金
■ブロック版

掲載エリア 全5段料金

北海道版 北海道 ¥418,200

東北版 青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島 ¥418,200

関東版 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 ¥418,200

信越版 長野・新潟 ¥418,200

東海版 岐阜・静岡・愛知・三重 ¥418,200

富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 ¥418,200

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知 ¥418,200

九州版 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 ¥418,200

※北海道版だけ日曜日付はありません。　※臨時もの料金は50％増しとなります。

■県版

全5段料金 ¥209,100

※臨時もの料金は50％増しとなります。

■東西地区版

記事下

1cm×1段 1段当たり 掲載エリア

営業もの ¥3,955 ¥149,500 東地区版 北海道・東北・関東・信越・東海

臨時もの ¥4,752 ¥179,600 西地区版 北陸・近畿・中国・四国・九州

中国四国版

近畿北陸版

記事中（市況1小）

50×25mm
題字横74×32mm

突出し（1面）

51×65mm

記事中（1面）

65×34mm
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日本農業新聞 色刷り料金

印刷区域 4色カラー料金

北海道印刷 （北海道） ¥87,000

弘前印刷 （青森、秋田、岩手） ¥100,000

仙台印刷 （岩手南地区、宮城、山形、福島） ¥115,000

藤岡印刷 （長野、新潟、群馬） ¥110,000

東京・座間印刷 （群馬を除く関東、山梨、静岡） ¥255,000

名古屋印刷 （岐阜、愛知、三重） ¥100,000

北陸印刷 （富山、石川、福井） ¥100,000

大阪印刷 （近畿、岡山、鳥取、島根） ¥181,000

四国印刷 （徳島、香川、愛媛、高知） ¥100,000

下関印刷 （広島、山口、島根石見地区） ¥100,000

福岡印刷 （福岡、佐賀、長崎） ¥114,000

太宰府・琉球印刷 （熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） ¥114,000

全国通し 15段 ¥900,000

5段 ¥300,000

広告原稿制作寸法

■記事下 ■公告

横 mm 縦 mm mm

通し 378 1段 32 2段　縦 73

1/2 188 2段 66 3段　縦 111

1/3 125 3段 100

1/4 92 5段 168

1/6 62 7段 237

1/8 46 10段 339

二連版 784 15段 511

■タブロイド判

横 1/2 通し 見開き

mm 123 246 535

縦 1段 2段 3段

mm 33 69 105

■全面広告

※三方罫（新聞罫）が必要ない場合は入稿前にご連絡ください。

取材等を伴う広告原稿の制作費

１．取材・編集・旅費 ①取材・編集費 1段当たり50,000円

②編集費（資料編集） 1段当たり30,000円

③取材旅費 当社規定による実費（消費税含む）

２．座談会、対談等の編集費 1段当たり30,000円

　※その他諸費用（会場費、謝礼、懇談会、交通費、宿泊費等）は

　　　実費にて別途申し受けます。

３．記事体広告制作料 1段当たり20,000円

４．他媒体に使用する場合 ①総制作費の30%増しの料金となります。

②必ず、当社規定のクレジットを入れてください。

クレジットA　「日本農業新聞掲載」

クレジットB 「提供　日本農業新聞」

５．その他 その他制作にかかわる諸費用については、別途協議します。

消費税について、取材旅費以外はすべて別途消費税が加算されます。

※モノクロ紙面でカラー広告（全国通
し）を掲載する場合、カラー料金は段
数にかかわらず900,000円とします。

※県版の4色カラー料金は都府県一
律50,000円とします。

※雑報のカラー料金は広告掲載基
本料金（正価）の50％とします。

※4色カラーの入稿はデータで掲載7
営業日前締め切りとします。

※入稿と同時に色見本紙（色ゲラ）
20枚添付してください（地区版は当
社営業担当者にお尋ねください）。

※カラープルーフの料金は1枚1,600
円とします。
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その他刊行物広告料金

■都道府県農業協同組合名鑑

全国の農業協同組合、都道府県ならびに全国段階の農業協同組合連合会の名称、所在地、

代表者の氏名などを収録したJAグループ唯一の名鑑です。

○体裁 B5判上製本、800ページ、CD-ROM付属

○広告料金

表2 ¥314,000 本文終面対向 ¥159,000

表2対向 ¥280,000 各ブロック扉 ¥159,000

表3 ¥314,000 同　1/2 ¥100,000

表3対向 ¥280,000 前・後付 ¥148,000

本文扉対向 ¥198,000 同　1/2 ¥95,000

1ページ………左右150mm・天地220mm

1/2ページ……左右150mm・天地107mm

■JA農産物直売所情報誌「フレマルシェ」

年4回（5、8、10、1月）発行の「ＪＡファーマーズマーケット」で配布するフリーマガジンです。

○発行部数 25万部

○体裁 B5判、16ページ、オールカラー

○発行エリア 全国（約650店舗）

○広告料金

位置 スペース名

裏表紙 全ページ

中面 全ページ

全２段

全１段

半１段

エントツ４段

エントツ２段

※特殊スペース広告、編集タイアップ広告なども承ります。

※広告枠はすべてカラーです。上記料金はカラー料を含んでいます。

【加入団体】 一般社団法人　日本新聞協会

一般社団法人　日本ＡＢＣ協会

公益社団法人　日本広告審査機構（JARO）

公益社団法人　全日本広告連盟

公益社団法人　東京広告協会

公益社団法人　ACジャパン

公益財団法人　広告審査協会

公益社団法人　日本マーケティング協会

国際協同組合同盟（ICA）

一般社団法人　日本協同組合連携機構（JCA）

天地52×横77

天地232×横37

天地111×横37

サイズ　mm

天地257×横177

天地257×横182

天地111×横158

天地52×横158

¥650,000

¥325,000

¥162,500

¥400,000

¥200,000

¥1,500,000

¥1,300,000

掲載料金
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