
●データ入稿の際は、以下の4点セットを必ずご用意ください。※データ修正は受け付けられません。
　原稿データ（J-PDF）／原寸出力見本／仕様書（雑誌広告デジタル送稿推進協議会指定のもの）／プリフライトレポート 
●掲載する面により左右のサイズが異なります。したがって、切れてはいけないネーム、ロゴ、写真、イラストなどは、内トンボから10mm内側にレイアウトしてください。
●「TVガイド」番組表内小枠広告について 
　◯完全データでCD-Rでの納品をお願いします。
　◯1広告、1ファイルでの納品をお願いします。  
　◯ファイルフォーマットはEPSファイルでお願いします。※その他詳細については、進行担当までお問い合わせください。
　◯QRコードを掛け合わせて作った場合、多少の版ズレでコードが読み取りづらくなる恐れがありますので、必ずスミ1Cで制作してください。

〈広告原稿入稿上の注意〉

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
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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×225mm
カラー 表２見開き オフセット 650万円 297mm×470mm
カラー 表２ オフセット 360万円 297mm×235mm
カラー 表３ オフセット 300万円 297mm×235mm
カラー 目次対向 オフセット 320万円 297mm×235mm
カラー 1頁 オフセット 300万円 297mm×235mm
カラー 見開き オフセット 560万円 297mm×470mm
カラー ヨコ1/4頁 オフセット 75万円 60mm×213mm※

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×235mm

女性
 65.6%

男性
 34.4%

10代 5.2%

20代 15%

30代

40代

17%

50代～ 32.7%

30.1%

創刊60年を迎えるTVガイド。Ａ４ワイド判型なのでジャニーズスターが一挙登場する「ジャニーズスターグラビア」は
よりダイナミックで美しく、また番組解説はより幅広く、番組表もワイドだからより見やすい！

BS4K、BS8Kやオンデマンド＆ネット動画にも対応した充実のテレビ誌です！

読者層データ 広告料金表

発売日 2021年12月中旬
発行部数 100万部予定

性別比率 年齢別比率

【発行形態】週刊／毎週水曜日発売　　　【判型】A4ワイド判、無線綴じ
【発行地域】14地区版
【主な特集内容（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
 ●年末年始の特番情報や冬ドラマのグラビア・人物相関図　など

媒体データ

※はケイ囲み※広告料金は税別です。

家族みんなで楽しんで使えるお正月の定番と言えば、
赤いロゴが目印のTVガイドです。2022年に創刊60年を
迎えるTVガイドはA4ワイドのサイズで圧倒的なボリュー
ムの情報をお届け。幅広いジャンルを深く紹介する番組
解説、大きくて見やすい番組表、ワイドだから表現でき
る人気タレントの美しいグラビアなどをたっぷりとお送り
します！

誌面サイズが大きいので、グラ
ビアはより大きく、番組解説記
事の本数はより多く、また番組
表はより見やすいのが特徴のＴ
Ｖガイド。もちろん、その大きな
誌面はタイアップページでも威
力を発揮！　Ａ４サイズよりも、
充実した誌面作りが可能で、
訴求力も抜群です！

TVガイド編集長
塚本泰介

お年玉BIGプレゼントクイズ
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
して商品をご紹介いたします。読者はクイズ
の答えと希望商品を明記し、応募します。

企画内容

WEBなどで「お年玉BIGプレゼント」を告知予定。宣伝告知

①＋②＝350万円（定価460万円）企画料金

①お正月超特大号【TVガイド（4C1P）+BIGプレゼントスペース（3誌）】
②新春特大号【TVガイド（4C1P）2021年12月末発売予定】

広告掲載スペース

＋ ＝350万円（定価460万円）セット料金

訴求力バツグンの
タイアップページ

お正月超特大号限定セット

テレビ誌
らしい
切り口で、
あらゆる層に
幅広く
アピール!!

●グラビアがダイナミック
●番組解説の本数＆ 
　内容が大充実
●番組表が見やすい
●タイアップページの 
　訴求力も抜群

A4ワイドなので

⇒
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。

創刊60年を迎える週刊のテレビ情報誌！
3週間＋αの番組表と
大ボリュームの番組解説は見ごたえたっぷり！



年末年始のバラエティー特番やドラマ、音楽番組などを紹介。
B.L.T.読者に関連性の高いタイアップ企画も実施可能です。

毎年恒例！アイドルたちの
晴れ着姿を美麗グラビア＆
彼女らの本音がのぞける
読みごたえのある
ロングインタビューが満載。

旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる媒体！
アイドルや女優、声優らの高画質グラビア＆
ロングインタビューが盛りだくさん♪

乃木坂46、櫻坂46、日向坂46ら人気のアイドルや女優、女性声優など
“ビューティフルレディー ”の今を届けるビジュアル系テレビマガジン。

読者層データ 広告料金表

発売日 2021年12月中旬
発行部数 10万部予定

女性
 23.2%

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　　　【判型】A4判、無線綴じ
【発行地域】全国
【主な特集内容（予定）】●“今”注目の女優やアイドルのグラビア＆インタビュー

 ●女性アイドルや女優の出演する年末年始の特番や
    1月スタートのドラマなどを紹介！

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 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 オフセット 140万円 297mm×210mm
カラー 見開き オフセット 230万円 297mm×420mm
カラー 1頁 オフセット 125万円 297mm×210mm
カラー ヨコ1/4 オフセット 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～ 16.5%

※はケイ囲み※広告料金は税別です。

人気アイドルから若手実力派女優、人気声優、各局ア
ナウンサーまで、幅広いジャンルの女性たちを、美麗な
グラビアとロングインタビューで紹介しています。また、
テレビ誌という特性を存分に活かし、ドラマやバラエ
ティー番組の製作現場に密着取材したり、オリジナリ
ティーあふれる斬新な注目番組特集など、一冊を通じ
てオンリーワンの誌面作りを目指しております！

番組解説が満載＆読者が喜ぶタイアップも！

圧倒的に“美麗”なグラビアが満載

B.L.T. 編集長
宮島雅之
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女性
 47.8% 男性

 52.2%

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 オフセット 140万円 297mm×210mm

カラー 見開き オフセット 240万円 297mm×420mm

カラー 1頁 オフセット 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%

地上波・BS・CS・4K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ています！

編集誌面と同様、番組の魅力をさまざまな切り口で
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!

“テレビが大好き”な読者に地上波、BS、
4K、CS多チャンネルの番組情報をお届け！

地上波・BS・CS・4Kの番組表を1日6ページで掲載した、オールイン・テレビ情報誌。
番組の見どころを分かりやすく伝える誌面作りが最大の特徴です。

読者層データ 広告料金表

発売日 2021年12月中旬
発行部数 35万部予定

性別比率 年齢別比率

【発行形態】月刊／毎月24日発売　　　【判型】A4判、無線綴じ
【発行地域】3地区版（全国、関西、中部）
【主な特集内容（予定）】●1カ月分+αの地上波、BS、4K、スカパー!／ケーブルTVの番組表を掲載

 ●「NHK紅白歌合戦」をはじめ、年末年始の特番を大特集
 ●テレビで放送される映画のすべてが分かる解説付きインデックス　など

媒体データ

※広告料金は税別です。

2021年に創刊20周年を迎えた本誌の特徴は、何と
いっても地上波、BS、4K、CSの多チャンネルに対応
していること。バラエティーに富んださまざまな番組を、
本誌ならではの視点で特集し、“テレビが大好き”な読
者の好奇心をかきたてます。テレビ誌の中でボリューム
最大級の番組表も年末年始に大活躍すること間違い
なしです！

見やすくて使いやすいオールカラー番組表

番組視聴につながるタイアップ記事！

デジタルTVガイド
編集長
田中茂
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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×225ｍｍ
カラー 表2 オフセット 200万円 297ｍｍ×235ｍｍ
カラー 表2見開き オフセット 330万円 297ｍｍ×470mm
カラー 表3 オフセット 160万円 297ｍｍ×235ｍｍ
カラー 表3見開き オフセット 310万円 297mm×470mm
カラー 目次対向 オフセット 180万円 297mm×235mm
カラー 1頁 オフセット 160万円 297mm×235mm
カラー 見開き オフセット 310万円 297mm×470mm
カラー ヨコ1/4頁 オフセット 50万円 60mm×213mm※

特殊面 ハガキ オフセット 220万円 150mm×100mm
カラー 別冊番組表・表4 オフセット 160万円 297mm×210mm

10代 13.4%

20代 22.3%

30代

40代

24.5%

28.2%

50代 11.6%

女性
 75.4%

男性
 24.6%

A4ワイドの大きな誌面サイズでスターたちのグラビアの魅力を最大限に表現。
さらに取り外せる番組表は、読者のテレビ視聴のそばに寄り添う存在に。
“読み捨てされない”グラビアと“使いやすい”番組表。それぞれに合った使い方を。

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
ハイクオリティーグラビアは圧巻！
年末年始の気になる番組情報を
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。

①A4ワイドサイズでプレミアムなグラビア＆インタビュー！
②取り外せる番組表はお正月のテレビ視聴に便利です！

ジャニーズスターが総出演！
クオリティーにこだわったグラビアと
大ボリュームの番組特集が満載のテレビ情報誌
誕生11年目！ ジャニーズスター＆イケメン俳優＆人気声優ら

毎年恒例のスターグラビアは、A4ワイドの大きな紙面サイズで迫力＆情報量が抜群。
年末年始の番組情報もビジュアル付きでたっぷり楽しく紹介します。

読者層データ 広告料金表

発売日 2021年12月中旬
発行部数 55万部予定

性別比率 年齢別比率

【発行形態】月刊／毎月24日発売　【判型】A4ワイド判、中綴じ、番組表はA4サイズ（別冊）
【発行地域】6地区版（関東、関西、愛知・三重・岐阜、 福岡・佐賀・大分、北海道、静岡）
【主な特集内容（予定）】●1カ月分+αの地上波、BS番組表

 ●ジャニーズスター＆声優のグラビア＆インタビュー
 ●年末年始の特番情報や冬ドラマの人物相関図　など

媒体データ

※はケイ囲み※広告料金は税別です。

読者それぞれのニーズに合わせた使い方が可能に！

月刊TVガイド
編集長

宮原佳子

月刊TVガイドは11年目に突入。昨年末のリニューアルを
経て、ジャニーズスターや旬の俳優、人気声優らのグラ
ビアがパワーアップ！  さらに取り外せる番組表は、テレビ
視聴のおともとして見やすく便利と好評をいただいていま
す。エンタメ好き読者にとって、年末年始必携の1冊を目
指します。ぜひ一緒に新しい年を迎えさせてください！

お正月超特大号限定セット

＋ ＝350万円（定価460万円）セット料金

エンタメ好き読者に
向けたタイアップ

どこよりも見やすい特番解説
年末年始のエンタメ情報満載

⇒
昨
年
末
号
の
見
本
で
す
。

読者が気になる最新の
エンタメ・カルチャーを
まとめたページは、
クライアント仕様に

カスタマイズが可能です。


