P 駐車場あり

Instagramあり

Twitterあり

Topics
ディスプレー広告
トピックス

プレゼントあり

メールアドレス

WEB WEBサイトあり

Facebookあり

※価格は商品（１点）の総額（本体価格＋消費税）
※イベント等が中止・変更となる場合があります。詳細は主催者に確認を

○○区

信頼と実績の○○質店

第○回
○○○○○ひまわり祭り

安心して入れる店
明 治 時 代 の 創 業から信
頼と実績を重ね、確かな目
で宝石や貴金属、バッグ、
カ
メラなどを鑑定する老舗質
店 。冠 婚 葬 祭が続くなど、
急にまとまったお金が必要
になった時の強い味方だ。
買い取りにも対応している
ので気軽に足を運んでみよ
う。電話での問い合わせも
可能。

00

00

○○町

圧巻の250万本

青葉区○○○○1-2-3
営／00:00〜00:00
休／日曜、祝日

℡000-000-0000

WEB

サイズ豊富で使いやすい
00

料理、
ワインも充実

00

○○区

00

00

○○区

手作り体験も多彩

東日本大震災の津波被
災地が、宮城県内最大級の
ヒマワリ畑に変身。○○ha
の農地に250万本が咲き
誇る。無料で自由に散策で
き、ヒマワリの摘み取りも △月□日（○）〜▲月■日（○）
00:00〜00:00
可能。週末は飲料販売所や 会場／○○町○○○○○1-2-3
休憩所を用意する。夏を感
じる圧巻の眺めと、復興が
進む様子を見に足を運んで
問／○○町○○○○課
P WEB ℡000-000-0000
みて。

○○○○○「ビアガーデンオープン」

○○○○マルシェ

宮城・山形両県の人気カ
フェや話題のショップ、注目
のハンドメード作 家ら2 0
組が集合。クロワッサンや
ド ー ナツ 、蜂 蜜 、古 道 具 、
キャンドルといった個性豊 △月□日（○）00:00〜00:00
会場／○○○○○
かな商品やアート作品が並
宮城野区○○1-2-3
ぶ。だるまやこけしの絵付
け、ハーバリウム作りなど
多彩なワークショップもあ
問／実行委員会事務局
P WEB ℡000-000-0000
る。
00

○○○○の小学生公開学力テスト

00

○○区

○○○○○の夏の風物詩、屋上ビアガーデンが今年
1年の学習の成果を力試し
もお目見えした。眼下に一望できる仙台市街地を眺め
ながら、○○○○の生ビールで乾杯しよう。
ドイツ直送
仙台市内の3会場で、小学生を対象に
のソーセージや、北海道名物ジンギスカンなどの料理、
した学力テストが行われる。
広告主さまに自由体裁で制作していただく広告です。
画像 受験は無料
各種ワインも昨年以上に充実。料金はアルコール・ソフ
で、小学1年から6年までの全学年が対
や色彩に工夫を凝らした優れたデザインで、
読者にアピール。
トドリンク飲み放題が○○○○円、
ソフトドリンク飲み放
象。学習塾「○○○○○」などを運営する

予算などに合わせて多彩なサイズからお選びいただけます。

○○○○○が主催する。
食事券●●●●円分を●名にプレゼン
ト。応募方法は●ページ
※原稿内容については関連諸法規
・業界別自主基準を遵守いただ

がお勧め。雨天中止。

テストは算数と国語を全学年で実施す
くとともに、各種権利関係を侵害しないようご留意ください

△月□日（○）まで

青葉区○○○1-2-3
営／00:00〜00:00（LO00:00）

WEB

t

@ccccdddd

手作り派応援「○○○○○」
○○周年感謝セール開催

店内商品が最大30％オフ
手作り派を応援する○○○○○は、創
業○○周年を記念し
「お客様感謝セール」
を開催する。期間中は○○○○や○○○
○をはじめ、定番商品や普段は割引にな
らない商品などを、最大30％オフで提
供。数量限定の日替わり特価商品も用意
している。新作の○○○○や○○○○は
いち早く展示。すてきな商品が当たる抽
選会や、親子で楽しめる縁日コーナーも
ある。お買い得なこの機会に立ち寄って
みては。

る他、5・6年生の希望者は英語も受験で
きる。考える力を育むため、
問題は記述
➡広告原稿制作にあたっては、
15ページを
式。
全国順位と偏差値に加え、
どの問題
ご参照ください
予約・問／○○○○○
をやり直せばよいかが分かる「やり直し指
℡000-0000-0000
標」を記載した成績表を全員に配布する。
さらに5・6年生には指導ツール「○○○○
00
○」も提供。テスト結果から導き出された
○○区
00
各自の学習意欲の程度や、効率的な勉強
法などがまとめてあり、自分に合った学習
方法が見つかる。
保護者向けセミナーも実施

△月□日（○）〜■日（○）
泉区○○1-2-3 ○○○○○
営／00:00〜00:00
休／無休

F @aaaaabbbbb
WEB

全頁広告
天地375㎜×左右242㎜
掲載面は巻頭対向、表3、表4、中面
の4つからお選びいただけます。掲載面
により広告料金が異なりますので、詳
細は16ページをご参照ください。

℡000-000-0000

またテスト当日の00:00〜00:00に
は、保護者向けの教育セミナーを無料で
実施する。希望者は学力テストと併せて申
し込みを。
申し込みは○○○○○WEBサイトで、
○月○日
（○）00:00まで受け付け
（定員
になり次第締め切る）。
○月下旬には、○○○○○の○○○○
○で、
テスト結果を踏まえた個別結果報告

中面4段
天地134㎜×左右242㎜
※6回契約・12回契約は、6カ月間に
6回または12回ご出稿の場合に適用

単
発
6回契約
12回契約

¥380,000
¥340,000
¥300,000

（制作料・消費税別途）

会を予定している。今回のテストは、1年
間の習熟度の確認にぴったり。テストをき
ちんと見直して苦手を克服し、学力の向
上につなげよう。

△月□日（○）00:00受け付け、00:00開始
会場／①○○○○○ 青葉区○○○○○1-2-3
②○○○○○ 太白区○○○○○1-2-3
③○○○○○ 泉区○○○○○1-2-3

問／テスト運営事務局（○○○○○）

WEB

0120-000-000

（火〜日曜00:00〜00:00）

応募締め切り

00月00日㊌必着

熊本県産「デコポン」1箱
A （12玉入り）

手作り派応援「○○○○○」
○○周年感謝セール開催

5名

＜提供／○○○○○○○○＞

商品に関する問い合わせ
●●●●●●●●
℡000-000-0000

店内商品が最大30％オフ

その他にも多彩なプレゼント企画があります

http://www.aaaaaaaaaaa

○○○舎

B 「●●●●●●」招待券ペア

5名

（●ページ）

C

3名

（●ページ）

●●●●●● 各●冊セット

個人情報の取り扱いについて 個人情報の取り扱いについて
は星座占いページをご覧ください。年齢・職業などは、
プレゼント協
賛企業に対し、個人を特定できない形の統計情報として提供する
ことがあります。

宛 先

はがきに〒、住所、氏名、年齢、職業、電話番号と①面白かっ
た記事②取り上げてほしい話題③購読している新聞名④希望
のプレゼント商品アルファベット
（1つのみ）
を記入し、右記の
宛先に応募してください。厳正に抽選し、
当選者の発表は発送
をもって代えます。

○○○市

新鮮な有精卵どうぞ

〒980-8660（ 住所不要）
河北新報社 メディア編集部
河北ウイークリーせんだい
0月0日号プレゼント係

専用フォームから
応募できます

○○区

00

「今週の読者プレゼント」は、
手作り派を応援する○○○○○は、
創読者が楽しみにしているコーナーで
す。新発売の商品や季節限定商品のＰＲに効果的です。
業○○周年を記念し
「お客様感謝セール」
プレゼントの目安は「１件3000円相当以上のプレゼントを5名以
を開催する。期間中は○○○○や○○○
上に」とさせていただいていますが、高額商品を１名に、など多様な
○をはじめ、定番商品や普段は割引にな
形が可能です。選択肢形式で2問までのアンケートを実施することも
らない商品などを、最大30％オフで提
できます。詳しくは編集部にお問い合わせください。
供。数量限定の日替わり特価商品も用意
＜プレゼント発送方法＞
している。新作の○○○○や○○○○は
△月□日（○）〜■日（○）
原則、提供元さまに発送をお願いしております。
弊社の「発送委
泉区○○1-2-3 ○○○○○
いち早く展示。すてきな商品が当たる抽
営／00:00〜00:00
託に関する確認書」を取り交わした上で当選者の送付先情報をご提
休／無休
選会や、親子で楽しめる縁日コーナーも
供します。プレゼントを編集部でお預かりして当選者に発送する場
ある。お買い得なこの機会に立ち寄って
F @aaaaabbbbb
合もあります。
WEB
みては。
℡000-000-0000

甘さたっぷり 熟成させた旬の味わい
明 治 0 0 年（ 0 0 0 0 ）創 業 の
青 果 物 専 門 店「 ● ● ● ● 」から
熊 本 県 産 デコポンをプレゼン
ト。デコポンは糖 度 1 3 度 以 上 、
クエン酸1.0％以下の厳しい条
件をクリアした実だけが名 乗 れ
る。大きな 果 肉と濃 厚 な 甘 みを
堪 能しよう。詳しい 紹 介 は ● ●
●●ページへ。

00

「自然の蘇生力がある新鮮なたまご」を追求し、
ニワト
リの有精卵を生産・販売している。自由に動き回れる鶏
舎でヒナから育て、餌は地元野菜や穀物などを自然発
酵させた飼料。純国産種「○○○」や海外原産種「○○
○」
「○○○」など約0000羽を飼育する。直売の他、仙
台圏のスーパーなどで販売中。
「●●●●」卵を●名にプレゼント。応募方法は●ページ

○○○市○○○1-2-3
営／00:00〜00:00
休／無休

sample

こちらから▶▶▶

℡000-0000-0000

WEB

00

○○○○ そば打ち体験

00

○○区

○○産の粉でそば打ち体験
○○産のソバを使い、○名以内の少人
数でそば打ち体験ができる。毎週水曜に
開催、00:00に集合し、約○時間で○食
ほどのそばを打つ。自家栽培した「常陸秋
そば」を自前で製粉し、ひきたてを使うた
め、香りの高いそばに仕上がる。打ったそ
ばは、ゆで方のポイントなどを学びながら
試食し、残りは持ち帰ることができる。体
験料金は1名0000円で予約が必要。規
定の日時以外でも希望があれば相談に応
じる。

○○○市○○○1-2-3
営／00:00〜00:00
休／無休

℡000-000-0000

WEB

小枠1枠（2段1/4）
天地66㎜×左右59㎜
※6回契約・12回契約は、6カ月間に
6回または12回ご出稿の場合に適用

単
発
6回契約
12回契約

小枠4枠（4段1/2）

（制作料・消費税別途）

天地134㎜×左右120㎜
※6回契約・12回契約は、6カ月間に
6回または12回ご出稿の場合に適用

単
発
6回契約
12回契約

¥200,000
¥180,000
¥160,000

（制作料・消費税別途）

¥55,000
¥50,000
¥45,000

小枠2枠（2段1/2）
天地66㎜×左右120㎜
※6回契約・12回契約は、6カ月間に
6回または12回ご出稿の場合に適用

単
発
6回契約
12回契約

¥100,000
¥90,000
¥80,000

（制作料・消費税別途）

