
媒体資料
・中日新聞販売店による安心、確実な配布網！
・約95万部を金曜日1日で！ご家庭に！
・くらしを豊かにする情報を発信

圧倒的な地域到達率！

媒体概要
発 行 日 毎月第2金曜日（8月のみ第4金曜日）
発行地域 名古屋市・豊明市・日進市・東郷町
発行部数 957,450部 ※2022年1月時点 体 裁 タブロイド判4ページ（オールカラー）

配布方法 ①中日新聞購読世帯…中日新聞朝刊に折込
②中日新聞未購読世帯…ポスティング



��％以上の世帯へ
中日新聞販売店が発行日当日中に配布

�つの魅力

つたえる・つながる・つかえるに
こだわった地域密着の紙面づくり

自由度が高い広告枠
安価でたくさんの情報を掲載

多くの方の閲覧が見込める週末発行
毎月第�金曜日発行 ※�月は第�金曜日発行

「つたえる・つながる・つかえる」をテーマに、

これまで意外と知られていなかった身近な役立つ情報を

タイムリーに発信するフリーペーパーです。

生活圏とマッチした地域密着の記事や、お店のお得
な情報などを中心に、これまで意外と知られていな
かった身近な役立つ情報をタイムリーに提供してい
きます。

お店のカラーやロゴを使ったり、写真を掲載したり
と、自由にデザインすることができます。掲載料金
は�枠２７，０００円（税別）からと比較的安価で告知
できます。

地域を熟知した中日新聞販売店が、市区町村レベル
で��％以上の世帯へ配布します。確立された配布網
により発行日当日中に配りきれるのが強みです。

多くの方の目にとまりやすい金曜日に発行されるた
め、週末の購買行動に繋がりやすく、業種問わず高
い広告効果が期待できます。

　　　　　　　　って
どんなフリーペーパーなの？

※イメージ

読者プロフィール

年代 性別 新聞購読状況

女性
��.�％

男性
��.�％

��代～ �.�％

��代
��.�％

��代
��.�％

��代
��％

��代
��.�％

��代
��.�％

～��代 �.�％

新聞未購読者
��.�％

他紙購読者
��.�％

中日新聞
購読者
��.�％

※ハピなびなごや プレゼント応募データより
　（����年�月時点）

ハピなびなごやの購読者は、情報に敏感な��～��代の主婦層が圧倒的！
また新聞購読者だけでなく、若年層を中心とした新聞未購読者にも支持されています！

（プレゼント応募データより）



他の新聞を購読している世帯 新聞を購読していない世帯

172,350部発行部数
東部版

東区・千種区・名東区
142,150部発行部数

中部版
昭和区・瑞穂区・天白区

171,950部発行部数
西部版

中区・中村区・中川区

134,850部発行部数
南部版

熱田区・港区・南区

ハピなびなごやは、中日新聞販売店が、中日新聞朝刊購読世帯には新聞に折り込み、他紙を購読している世帯と
新聞を購読していない世帯にはチラシと一緒にポスティングします。

149,300部発行部数
南東部版

緑区・日進市・豊明市・東郷町

186,850部北部版
西区・北区・守山区
発行部数

名古屋市を中心に�つのエリア　約��.�万世帯へリーチ

掲載版の割り振りは中日新聞販売店の区割りとなっておりますので、行政区分と一部異なるエリアがあります。
発行部数、世帯カバー率は2022年1月時点のデータとなります。

配布方法

中日新聞購読世帯

中日新聞を購読していない世帯
へのチラシポスティングサービス

中日新聞販売店により発行日当日中に配布

中日新聞に折込 ポスティング

中日新聞販売店は、
中日新聞を購読している世帯に加
え、他の新聞を購読している世帯
や新聞を購読していない世帯に
も、各地域の情報紙と一緒にチラ
シを配布する、「全域配布」という
サービスを実施しています。

ハピなびなごやは、その情報紙と
して各家庭にお届けします。

中区中区

西区西区

中村区中村区

中川区中川区

港区港区

熱田区熱田区

北区北区

東区東区

守山区守山区

名東区名東区

昭和区昭和区

千種区千種区

東郷町東郷町

豊明市豊明市

日進市日進市

緑区緑区

南区南区

瑞穂区瑞穂区
天白区天白区

総発行部数

世帯カバー率

95.7万部

約80％

南東部版

中部版

南部版

東部版

西部版

北部版



名古屋市中区栄4丁目14番5号 松下中日ビル5階
名古屋市中川区露橋2-120-1ナゴヤ球場内
名古屋市中川区高杉町338
名古屋市守山区松坂町352
豊明市沓掛町切山2-3

TEL（052）261-2201
TEL（052）354-0404
TEL（052）351-3101
TEL（052）758-0352
TEL（0562）92-8808http://chunichi.nagoya/

中日総合サービス 検 索

〈 本 　 　 　 　 社 〉
〈ナゴヤ球場営業所〉
〈 中 川 営 業 所 〉
〈 守 山 営 業 所 〉
〈 豊 明 セ ン タ ー 〉

広告掲載について

■ 広告掲載の際には、必ず「広告掲載申込書」をご提出ください。

■ 通版・継続回数掲載割引に関しては、初回掲載契約時に予め掲載予約を頂いた
 　場合に限ります。

■ 掲載取り消しの場合は、発行日の��日前までは広告料金の��％を請求させて
　 頂きます。以降は掲載の取り消しはできません。

■ 原稿をデータ入稿されるお客様で、入稿が遅れた場合は、遅延料を頂く場合が
　 ございます。

■ 掲載枠上限に達し次第、お申し込を締め切らせて頂きますので、予めご了承ください。

■ 掲載する広告は新聞折込広告取扱基準に基づきます。
　 但しパチンコ広告の掲載は不可とします。（但し求人は可能）
　 広告掲載の内容については、事前審査をおすすめします。

■ 当社が不適切と判断した場合は、広告掲載をお断りする場合があります。

■ 本紙に掲載された広告における商品、サービス、システムに関しての責任は
　 負いかねますのでご了承ください。

■ 広告掲載の位置指定は、原則としてできかねますのでご了承ください。

広告のお申し込みについての諸事項 広告掲載についての諸事項

Ａ枠

1版1枠

27,000円～

広告サイズ

中面・終面 W59mm×H66.5mm

掲載場所

Ｂ枠

1版1枠

54,000円～

広告サイズ

1面・中面・終面 W121mm×H66.5mm

掲載場所

税別

税別

イメージサイズ

イメージサイズ

（単位：円／税別）

②共通版・継続掲載割引（掲載料金より）
5％割引

10％割引

20％割引

 2版 もしくは 2～3回継続

3～5版 もしくは 4～9回継続

全版 もしくは 10回以上継続

①掲載料金（1枠あたり）

Ａ枠

Ｂ枠

30,000

60,000

広告枠 終面

30,000

60,000

中面求人

27,000

54,000

中面

―

60,000

1面

広告のお申し込み・お問い合わせは

※複数枠掲載をご希望の場合は、上記料金に枠数を乗算した金額となります。
※掲載料金の他に別途制作料金が必要となります。

※複数版に掲載し、かつ複数回継続された場合は、割引率の高い一方の割引が掲載料金に適用されます。

●illustratorCS5まで対応
※フォントを全てアウトライン化し、
　ai保存してください。
※写真画像は、photoshopでEPS保存
　したものを配置してください。
●photoshopCS5まで対応
※写真は概ね原寸サイズ・解像度　
　300dpi・CMYK・EPS保存。
※必要以上にデータが重くならないよう
　にしてください。
※デジカメのデータは、解像度やカラー
　モードを変換しておいてください。
●最終出力サンプル
　最終の出力サンプルまたはPDFを添
　付してください。
●原稿体裁について
　A枠・B枠ともに必ず外罫0.5ptで
　囲んでください。
●求人広告について
　求人広告はフォーマット部分がありま
　すので確認願います。

データ入稿について

広告掲載までのスケジュール例

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

日 月 火 水 木 金 土

発行日

申込締切日

校了日

発行日前々週の金曜日��時
※掲載の申込の際には、規定の申込書にご記入ください。

発行日前週の水曜日��時
※データ入稿の際は、校了日がデータ入稿締切日となります。

発行日は毎月第�金曜日（※�月のみ第�金曜日となります）

※ ＧＷや入稿日が祝日などの場合は入稿日が変更になります。

広告料金＝①掲載料金（－②割引料金）+制作料金


