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年末年始の
TV情報
満載!!

お 問 い 合 わ せ

〒104-8415　東京都中央区銀座7-16-3日鐵木挽ビル
  ㈱東京ニュース通信社 コンテンツ事業局 コンテンツ営業部  TEL 03-6367-8035



家族みんなで楽しめて使えるお正月の定番と言えば、赤いロゴが目印、 
’62年の創刊以来55回目のお正月を迎えるTVガイドです。圧倒的なボリュー

ムでどこよりも詳しい番組解説、見やすい番組表、美しいグラビア、お楽しみ付録な
ど、TV誌 実売＆発行部数日本一のＴＶガイドだからできる企画をぜひとも堪能ください。

TVガイド編集長・上田英典からメッセージ

テレビ誌らしい切り口で、あらゆる層に幅広くアピール!!

毎年
恒例

企画内容

協賛広告主の商品（1口：
30万円相当）を買い上げ、
巻頭の「お年玉BIGプレゼ
ントクイズ」スペースにて、
クイズの賞品として商品を紹介します。読者はクイズの答えと希望商品を
明記し、応募します。

広告掲載
スペース

① お正月超特大号（カラー1頁＋BIGプレゼントスペース）
② 平常号（カラー1頁2017年1月〜3月1週の発売号）
③ TVガイド+月刊TVガイド（カラー1頁）

宣伝告知 新聞、交通広告で「BIGプレゼント」を告知予定。

①＋②＝400万円（定価460万円） 企画料金

③       ＋　   ＝300万円（定価460万円）セット料金

お年玉BIG
プレゼントクイズ

TV誌 実売＆発行部数、
日本一のTV情報誌!

読者層データ 広告料金表

発売日 2017年12月 中旬

発行部数 130万部

色 スペース 印刷 広告料金 原稿サイズ（天地×左右）
カラー 表4 オフセット 450万円 280mm×200mm
カラー 表2見開き オフセット/グラビア 650万円 297mm×420mm
カラー 表2 オフセット 360万円 297mm×210mm
カラー 表3 オフセット 300万円 297mm×210mm
カラー 目次対向 グラビア 320万円 297mm×210mm
カラー 1頁 グラビア 300万円 297mm×210mm
カラー 見開き グラビア 560万円 297mm×420mm
カラー ヨコ1/4頁 グラビア 75万円 60mm×188mm※
カラー 関東版1頁 グラビア 190万円 297mm×210mm
カラー 関西版1頁 グラビア 120万円 297mm×210mm
1色特殊面 はがき一葉 オフセット 420万円 150mm×100mm
1色表裏 厚紙はがき オフセット 550万円 297mm×210mm

10代 14.4%

20代 23.9%

30代

40代

18.1%

その他 24.0%

女性
 65.6%

男性
 34.4%

※はケイ囲み

19.6%

性別比率 年齢別比率

発行形態 週刊/毎週水曜日発売
発行地域 全国17地区
判　　型 A4判、無線綴じ
主な編集内容（予定）
◦3週間分+αの地上波、BSデジタル番組表
◦NHK「紅白歌合戦」出場歌手名鑑
◦年末年始特別番組特集ほか、
　必見の年末年始プログラムを掲載

媒体
データ

訴求力バツグンのタイアップページ

※広告料金は税別です。

⇐
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。

超大ボリューム「年末年始特番ガイド」は、年末年始の見逃せないTV番組を迫力ある写真つきで
どこよりも詳しく、どこよりも数多く紹介 !  ジャニーズのスターたちが一挙登場する
「ジャニーズグラビア」は美しいグラビアとタレントの最新情報をお届けします。



色 スペース 印刷 広告料金 原稿サイズ（天地×左右）

カラー 表4 オフセット 240万円 280mm×200mm

カラー 表2 オフセット 180万円 297mm×210mm

カラー 表2見開き オフセット 350万円 297mm×420mm

カラー 表3 オフセット 160万円 297mm×210mm

カラー 見開き オフセット 310万円 297mm×420mm

カラー 1頁 オフセット 160万円 297mm×210mm

1色 1頁 オフセット 80万円 297mm×210mm

1色特殊面 はがき一葉 オフセット 240万円 150mm×100mm

10代 7.1%

20代 18.2%

30代 30.1%

その他 12.1%

40代 32.5%

おかげ様で、30周年イヤーを迎えています。テレビ、映画、音楽。多くの
コンテンツがあふれるなかで、ブロスがレコメンドするカルチャーは、多くの読

者から支持されています。これはいいな、と思うものがあったら一早く取り上げ
るのも特徴です。ご一緒できましたら、真剣に、どうやったら“楽しく”、カルチャーマ

インドが高い読者の心を掴めるか考えさせていただくので、よろしくお願いします!

TVBros.編集長・木村親八郎からメッセージ

広告タイアップもブロス流

徹底的な特集主義!!

ブロスらしい誌面作りをご提案します!
カルチャーライクな層へアプローチでき、ブランディングにも最適です!

巻頭特集は、写真を含めた
大特集を組んで好評をいただいています。

テレビ、音楽、映画にコラム。
カルチャーの最前線で、
誌面充実で走り続けています!

松尾スズキ、爆笑問題、岡村靖幸、Perfume、星野源×細野晴臣、大根仁……
多種多様、豪華連載陣でお届けするコラム＆テレビ雑誌がTVBros.。
特集もテレビ、音楽、映画、アニメ……「きてる」ものを独自の切り口でお届けします !

読者層データ 広告料金表

発売日 2017年12月 中旬

発行部数 25万部

女性
 42.5% 男性

 57.5%

性別比率 年齢別比率

発行形態 隔週刊/隔週水曜日発売
発行地域 5地区版（関東、関西、中部、九州、北海道）
判　　型 A4判、中綴じ
主な編集内容（予定）
◦2週間分+αの地上波＆BSデジタル番組表
◦年末年始のスペシャル企画が満載
◦読者にはお馴染みの個性派人気コラムを
　はじめ、スペシャルプログラムを掲載

媒体
データ

⇐
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。

※広告料金は税別です。



アイドル、女優、アナウンサー、声優、アーティストなど、“今”をときめくビュー
ティフル・レディを完全網羅。美麗なグラビアやロングインタビューで“見た

ことのない”彼女たちを紹介! 　また新型テレビ誌として、アイドル番組の密着、
さらにはドラマ、情報バラエティー、アニメ、音楽、スポーツなど各ジャンルの注目

番組をおもしろく、わかりやすく紹介!

B.L.T.編集長・篠﨑司からメッセージ

新型番組ガイドの決定版!

一つひとつの番組をアツく詳しく紹介。ドラマ、バラエティ、音楽、
スポーツだけでなく、アイドル、アニメ番組などのジャンルも網羅。

活躍する旬なビューティフル・レディをどこよりも美麗なグラビアで紹介。
乃木坂46や桜井日奈子などの連載も魅力。

20代〜30代男性に圧倒的な人気!  
ビューティフル・レディパワーで
ニッポンを元気に!

人気女性タレントを起用したタイアップ企画など、男性中心の媒体特性を
活かした広告展開が魅力。ビジュアル系TVマガジンのパイオニア!

読者層データ 広告料金表

発売日 2017年12月 中旬

発行部数 10万部

女性
 23.2%

男性
 76.8%

男性
 76.8%

性別比率 年齢別比率

発行形態 月刊/毎月24日発売
発行地域 全国版
判　　型 A4判、無線綴じ
主な編集内容（予定）
◦“今”注目の女優やアイドルの
　グラビア＆インタビューが満載!
◦新型番組ガイドで
　注目の番組をわかりやす紹介!

媒体
データ

色 スペース 印刷 広告料金 原稿サイズ（天地×左右）
カラー 表4 オフセット 210万円 280mm×200mm
カラー 表2 オフセット 160万円 297mm×210mm
カラー 表3見開き オフセット/グラビア 240万円 297mm×420mm
カラー 表3 オフセット 125万円 297mm×210mm
カラー 目次対向 グラビア 140万円 297mm×210mm
カラー 見開き グラビア 230万円 297mm×420mm
カラー 1頁 グラビア 125万円 297mm×210mm
カラー ヨコ1/4 グラビア 40万円 60mm×188mm※

1色特殊面 はがき一葉 オフセット 190万円 150mm×100mm

10代 9.4%

20代 39.7%

30代 34.4%

40代
以上

16.5%

※はケイ囲み

圧倒的な美麗なグラビアが満載

※広告料金は税別です。

⇐
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。



地上波TV・BS・CSに対応した、多チャンネル時代の“TV誌決定版”です。
TVがいっそう楽しくなる独自視点の特集記事、分かりやすく豊富な番組 

解説、旬のスターに迫ったインタビュー、放送作品を完全網羅した解説付き映画
インデックスと、この1冊にTVの魅力の全てが詰まっています! !

デジタルTVガイド編集長・舘林寛之からメッセージ

地上波TV・BS・CSの番組表を掲載。その日の番組を全て把握できる、
多チャンネル時代に完全対応した番組表です!

編集誌面と同様、さまざまな切り口により番組の魅力を
最大限に引き出すタイアップ記事。読者の心をガッチリ掴みます!

地上波TV＋BS＋CS
これ1冊で全部見せます !

地上波TV、BS、CSの番組表を1日6ページで掲載した、多チャンネル時代の
オールインTV情報誌。番組本来の魅力を伝える真摯な誌面作りも特徴です。

読者層データ 広告料金表

発売日 2017年12月 中旬

発行部数 40万部

女性
 47.8% 男性

 52.2%

性別比率 年齢別比率

発行形態 月刊/毎月24日発売
発行地域 3地区版（全国、関西、中部）
判　　型 A4判、無線綴じ
主な編集内容（予定）
◦1カ月分+αの地上波TV、BS、スカパー ! /
　ケーブルTVの番組表を掲載
◦年末年始の特別番組を巻頭で特集
◦TV放送する映画のすべてが分かる解説付きインデックス

媒体
データ

読者の心を確実に動かすタイアップ!

色 スペース 印刷 広告料金 原稿サイズ（天地×左右）

カラー 表4 オフセット 190万円 280mm×200mm

カラー 表2 オフセット 160万円 297mm×210mm

カラー 表3 オフセット 130万円 297mm×210mm

カラー 目次対向 グラビア 140万円 297mm×210mm

カラー 見開き グラビア 240万円 297mm×420mm

カラー 1頁 グラビア 130万円 297mm×210mm

1色特殊面 はがき一葉 オフセット 190万円 150mm×100mm

〜30代 10.4%

40代 26.1%

50代

60代

30.5%

70代〜 10.0%

23.0%

見やすくて使いやすいオールカラー番組表

※広告料金は税別です。

⇐
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。



色 スペース 印刷 広告料金 原稿サイズ（天地×左右）
カラー 表4 オフセット 230万円 280mm×200mm
カラー 表2 オフセット 200万円 297mm×210mm
カラー 表2見開き オフセット/グラビア 330万円 297mm×420mm
カラー 表3 オフセット 160万円 297mm×210mm
カラー 表3見開き オフセット/グラビア 310万円 297mm×420mm
カラー 目次対向 グラビア 180万円 297mm×210mm
カラー 1頁 グラビア 160万円 297mm×210mm
カラー 見開き グラビア 310万円 297mm×420mm
カラー ヨコ1/4 グラビア 50万円 60mm×188mm※

特殊面 ハガキ オフセット 220万円 150mm×100mm

10代 13.4%

20代 22.3%

30代

40代

24.5%

28.2%

50代 11.6%

月刊TVガイドのターゲットはズバリ、女性!
ジャニーズ☆スターや旬な俳優、人気男性声優の魅力をギュッと詰め込んだ

ハイクオリティーグラビアや、女子の生活に役立つお得情報など、どのページを
開いても年末年始の女ゴコロを満足させるTV情報誌です!!

月刊TVガイド編集長・塚本泰介からメッセージ

女性が気になる最新のカルチャー情報をまとめたページ
『GIRL’S CULTURE』を、クライアント仕様にカスタマイズが可能。

人気タレントの
旬を切り取ったグラビア!  
保存性の高さが自慢のTV情報誌

ジャニーズ☆スター &イチオシ俳優&人気男性声優のグラビアから
女子力UPのページまで、女子が喜ぶ情報が満載！

読者層データ 広告料金表

発売日 2017年12月 中旬

発行部数 60万部

女性
 75.4%

男性
 24.6%

性別比率 年齢別比率

発行形態 月刊/毎月24日発売
発行地域 6地区（関東、関西、愛知・三重・岐阜、
 　　　 福岡・佐賀・大分、北海道、静岡）
判　　型 A4判、中綴じ
主な編集内容（予定）
◦1カ月分+αの地上波、BS番組表
◦年末年始の特別番組特集ほか、
　必見の年末年始プログラムを掲載

媒体
データ

女性読者に向けたタイアップ

※はケイ囲み

大ボリュームな特番解説＆
ハイクオリティグラビアも充実

グラビアページが好評の本誌でもスターがより多く登場するお正月号の
ハイクオリティグラビアは圧巻!  年末年始の気になる特番情報を

どこよりも詳しく、また見やすく大ボリュームで掲載します。

※広告料金は税別です。

⇐
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。


