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お問い合わせ
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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/グラビア 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 グラビア 320万円 297mm×235mm
カラー 1頁 グラビア 300万円 297mm×235mm
カラー 見開き グラビア 560万円 297mm×470mm
カラー ヨコ1/4頁 グラビア 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%

TV誌 実売＆発行部数、
日本一のTV情報誌!

Ａ４ワイドのTVガイド。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、スポーツも充実のTV誌です！

読者層データ 広告料金表

発売日 2019年12月中旬
発行部数100万部

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】全国14地区版
【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

※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。2018年の11月にリ
ニューアルし、Ａ４ワイドに大判化して迎える２度目の正
月も、圧倒的なボリュームでお届け。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

A 4ワイド！

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。

企画内容

新聞、交通広告で「BIGプレゼント」を告知予定。宣伝告知

①＋②＝400万円（定価460万円）企画料金

①お正月超特大号【カラー1頁（TVガイド）+BIGプレゼントスペース（3誌）】
②TVガイド平常号【カラー1頁2019年1月〜3月1週の発売号】

広告掲載スペース

＋ ＝300万円（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

お正月特大号限定セット
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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



色 スペース 広告料金 原稿サイズ（天地×左右）

カラー 表4 160万円 280mm×222mm

カラー 表2 130万円 297mm×232mm

カラー 表2見開き 240万円 297mm×464mm

カラー 表3 110万円 297mm×232mm

カラー 見開き 210万円 297mm×464mm

カラー 1頁 110万円 297mm×232mm

1色特殊面 はがき一葉 160万円 150mm×100mm

10代 7.1%

20代 18.2%

30代 30.1%

50代～ 12.1%

40代 32.5%

女性
 42.5% 男性

 57.5%

映画、アニメ、
音楽などのエンタメから
各種イベントまで、
TV Bros.らしい切り口で
ご紹介します。

テレビブロス

テレビ、音楽、映画、アニメなど…
旬のポップカルチャーが詰まってます！
人気のコラム連載も引き続き充実中！

読者層データ 広告料金表

発売日 2019年12月中旬
発行部数15万部

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
【発行地域】全国（共通1版）
【主な編集内容（予定）】●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

※広告料金は税別です。

令和という時代の節目に、TV Bros.という雑誌を見直した時、改
めて１冊を通してのテーマや読み物としての魅力を押し出していき
たいと考えるに至りました。１冊を通して、読者の方 に々より「届く」
ものとなっていけるよう、毎号毎号パワーアップしていくよう取り組
んでおります。「カルチャー」という言葉の持つ意味合いも変わって
いく中で、変化すべきもの、変化していかないもの、ひいては読者
の方 が々魅力的に思うものを突き詰め、厳選して掲載していきます。

TVBros.副編集長
荒井亮吉

松尾スズキ、爆笑問題、細野晴臣×星野源、Perfume、きゃりーぱみゅぱみゅ、大根仁 etc.
コラムカルチャーは変わらずに、誌面も大判化し見やすくなったTV Bros.。

月刊化しても「ブロスマインド」はそのままに、独自の視点でポップカルチャーを取り上げています！

A 4ワイド！
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表4・表2・表3 一社買切（純広）…250万円広告料金

お正月特大号の特別付
録として「TVBros.年
末年始番組表」（2019
年12/29〜2020年1/3 
地上波＋一部BS※予定）
を展開。
冊子の表4・表2・表3
を一社買切の広告で
ご提案いたします。

企画内容

※表1についても広告の展開が可能です。詳細については、別途ご相談ください。

※「TV Bros.」の通常号にはテレビ番組表の掲載はありません。

広告タイアップもブロス流

特別付録の冊子「TV Bros.年末年始番組表」に
広告を掲載しませんか？（1社買切）
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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 2019年12月中旬
発行部数12万部

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（共通1版）
【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～ 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！

新型番組ガイドの決定版!

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 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%

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＋4K
これ1冊で全部見せます!

地上波TV・BS・CS・4K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 2019年12月中旬
発行部数35万部

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

※広告料金は税別です。

地上波TV・BS・CS・4K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!!

見やすくて使いやすいオールカラー番組表

読者の心を確実に動かすタイアップ!

デジタル
TVガイド編集長
舘林寛之
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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×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%

女性
 75.4%

男性
 24.6%

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。

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
『GIRL̓ S CULTURE』を、クライアント仕様にカスタマイズが可能。

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TV情報誌

ジャニーズスター＆イケメン俳優＆人気男性声優＆女性アイドルなど
女子の心をくすぐるエンターテインメントが大充実！

読者層データ 広告料金表

発売日 2019年12月中旬
発行部数55万部

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、中綴じ
【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）
【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

※はケイ囲み※広告料金は税別です。

女性読者に向けたタイアップ

月刊TVガイド
編集長
吉沢裕亮

月刊TVガイドのメインターゲットは、テレビやエンタ
メが大好きな女性です。年末年始のテレビ情報や
ジャニーズスターや人気俳優＆声優の独占グラビア
まで、１冊に女子の心をつかむエンタメ＆お役立ち
情報が満載。クオリティーとボリュームにこだわった
誌面で、年末年始を彩ります。

お正月特大号限定セット

＋ ＝300万円（定価460万円）セット料金

⇒
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どこよりも広く深い特番解説
年末年始のエンタメを完全網羅！
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