結婚SANKA広告掲載料金表
枠

サイズ（W×H）

単発掲載価格

表4

220×269mm

572,400円

表3

235×297mm

表2・表2対向（見開き）

470×297mm

表2

470×297mm

表2対向

470×297mm

年2回掲載価格
1回当たり

2p
1p
本文
（記事体）
1/2p
1/4p
2p（470×297mm）
本文
（フリー）
1p（235×297mm）

（税抜530,000円）

464,400円

（税抜430,000円）

918,000円

（税抜850,000円）

491,400円

（税抜455,000円）

491,400円

（税抜455,000円）

712,800円

（税抜660,000円）

399,600円

（税抜370,000円）

237,600円

（税抜220,000円）

162,000円

（税抜150,000円）

788,400円

（税抜730,000円）

442,800円

（税抜410,000円）

513,000円

（税抜475,000円）

415,800円

（税抜385,000円）

820,800円

（税抜760,000円）

415,800円

（税抜385,000円）

415,800円

（税抜385,000円）

637,200円

（税抜590,000円）

356,400円

（税抜330,000円）

210,600円

（税抜195,000円）

140,400円

（税抜130,000円）

702,000円

（税抜650,000円）

378,000円

（税抜350,000円）

年3回掲載価格

年4回掲載価格

1回当たり

1回当たり

1,026,000円

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

831,600円

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

1,641,600円

ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

（税抜950,000円）

（税抜770,000円）

（税抜1,520,000円）

831,600円

（税抜770,000円）

831,600円

（税抜770,000円）

1,274,400円

（税抜1,180,000円）

712,800円

（税抜660,000円）

421,200円

（税抜390,000円）

280,800円

（税抜260,000円）

1,404,000円

（税抜1,300,000円）

756,000円

（税抜700,000円）

405,000円

（税抜375,000円）

405,000円

（税抜375,000円）

594,000円

（税抜550,000円）

329,400円

（税抜305,000円）

189,000円

（税抜175,000円）

124,200円

（税抜115,000円）

648,000円

（税抜600,000円）

367,200円

（税抜340,000円）

1,215,000円

（税抜1,125,000円）

1,215,000円

（税抜1,125,000円）

1,765,800円

（税抜1,635,000円）

988,200円

（税抜915,000円）

567,000円

（税抜525,000円）

372,600円

（税抜345,000円）

1,944,000円

（税抜1,800,000円）

1,101,600円

（税抜1,020,000円）

356,400円

（税抜330,000円）

356,400円

（税抜330,000円）

550,800円

（税抜510,000円）

302,400円

（税抜280,000円）

172,800円

（税抜160,000円）

108,000円

（税抜100,000円）

594,000円

（税抜550,000円）

324,000円

（税抜300,000円）

1,425,600円

（税抜1,320,000円）

1,425,600円

（税抜1,320,000円）

2,203,200円

（税抜2,040,000円）

1,209,600円

（税抜1,120,000円）

691,200円

（税抜640,000円）

432,000円

（税抜400,000円）

2,376,000円

（税抜2,200,000円）

1,296,000円

（税抜1,200,000円）

■ 広告企画、取材、イラスト、撮影費は別途請求させていただきます。本文1/2P以下のサイズにつきましては、全て弊誌指定の記事体広告となりますので、予めご了承下さい。
■ 掲載場所指定は原則としてお断りいたします。特別の場合は単発掲載価格の20%を加算させていただきます。
■ 表まわりの同一ページの広告掲載は年2回を上限とし、連載は不可となっておりますので予めご了承下さい。
■フリー広告は、連続4ページまでとさせていただきます。
（※折り綴じ込み広告などの企画商品は除く）
■ お申し込み後のキャンセルは、お申し込み締切の1カ月前までにご連絡下さい。それ以降のキャンセルの場合は、掲載料を全額請求させていただきますので、予めご了承下さい。
2017̲04̲TN

株式会社カラフルカンパニー
石川本社 〒921-8002
富山支店 〒939-8071
福井営業所 〒910-0842

石川県金沢市玉鉾3-29

tel.076-292-2111

富山県富山市上袋716-2

tel.076-493-2111

福井県福井市開発1-120-1 ハザマビル2F

tel.0776-54-7111

リアルな結婚式から、二人の
「いいね！」が見つかる

先輩カップルたちの
「結婚式実例」
をメインコンテンツに据えた誌面構成

北陸の市場には
季刊サイクルがベストマッチ。
費用対効果抜群の
ブライダル情報誌

結婚式をする人へも、迷っている人へも。
「結婚SANKA」は結婚式の実例をメインに紹介する、新しいスタイルの結婚情報誌です。

春号

12/20

先輩カップルの実例集

会場、
ここに注目！

式場レポート

「結婚式やってよかった」

会場の魅力を
カップル目線で紹介

二人が叶えた北陸リアルWedding

花ヨメ・花ムコなら知っておきたい

秋冬号

石川県の会場、
ここに注目!

に注目
!
ここ

○○○ダミー文章です○○が入ります
○○37文字○○コピー○○○○○○○○○

ダミー文章です○177文字○○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○
としての○○○○でした。○○○の○○○の○○○○の○○○です。ダミー文章です○177文字○
○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○としての○○○○でした。○
○○の○○○の○○○○の○○○○です。ダミー文章です○177文字○○○が○○○○。

○○○ショルダー○○○

○ダミー20文字カイジョウ会場名ダミー○

9/20

石川

0

○○○○○○○○グループ （○○○YOMIGANA○○○よみがな○○○）

春夏号
3/20

○○市内の会場

○○○ダミー文章です○○が入ります
○○37文字○○コピー○○入りますダミー

に注目
!
ここ

二人が叶えた北陸リアルWedding

○○○○会場名○○○○○
○○○25文字会場名○○○

ダミー文章です○80文字○○○が

[○○市 ○○○○○○○○]

○○○○を○○○するにあたって○

2017 6月

○○したものは○○○○○○として
の○○○○でした。○○○の○○○

二人がこの会場を選んだ理由は？

に注目
!
ここ

の○○○○の○○○○です。

○○○○○○二人がこの会場を○○○○
選んだ理由は○○文字数33文字○○○○

の○○○が、○○○にとって○○○それぞれの○○を○○。

○○○ダミー文章キャッチコピー○○○
○○○文字数約45文字キャッチコピーが入ります

の○○○○の○○○○です。

○○ ○○

ダミー文章です○○○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○としての○○○○でした。○○○の○○○の○○○○の○○○○です。○○の○○○○の○○○○を○○○○したといえるこの○○

ダミー文章です○○○○が○○200文字○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○としての○○

○○○○を○○○するにあたって○

○○でした。○○○の○○○の○○○○の○○○○です。○○の○○○○の○○○○を○○○○したといえるこ
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■○○だみー○○○フェア／00:00〜00:00
○○○が○390文字○を○○するにあたって
○○○したものは○○○○○○○○が○○を
○○す○○の○○○の○○○○○。
■○○だみー○○○フェア／00:00〜00:00
○○としての○○○○が○○を○○す○○で
した。○○○の○○○の。
■○○だみー○○○フェア／00:00〜00:00
○○としての○○○が○○を○○す○○○で

〜99 万円

400〜499万円

挙式料金／○○○○式000,000円、○○○○式000,000円、○○○○式000,000円
●料理料金／00,000円、00,000円、00,000円、00,000円
●飲物料金／00,000円
（○
○○○） ●設備／○○の○○○○の○○○○○○の○○○○の○○○○の○○○○の○
○○○○○ ●宿泊施設／○○○○が○○○○ ●二次会／○○の○○○○の○○○○
●送迎／○○○○したといえるこの○
●

ッ000-000-0000 ○○市○○町0-0-0
よ00:00〜00:00
ご○○ う○○○から○○○○○、
○○○○を○○○○○○○ ぐ000台
http://www.0000000000000.co.jp

小学校
犀川
159

金沢 GS
交番

159

★

北陸自動車道
金沢北IC 金沢

100〜
199万円

300〜
399万円

この会場を選んだカップルの
結婚式が掲載されています!

わずか4回のご掲載で1年間通しての情報発信が

200〜
299万円

P.000、P.000

巻末ハガキで資料請求ができます。

10

からのおすすめとして、カテゴリーごとに紹介します。従

○○○○
○○○

来の誌面だと
「広告感が強い」という読者の声を参考

○○○○
○○○

に、読者が選択しやすい整理された情報を届けます。

2

だみー○○○22文字○○
○だみー○○○○○○

3

ダミー文章です30文字
○○キャッチコピーが
入りますダミー文章○

ダミー文章です80文字。ダミー文章で
す○○○○が○○○○を。○○の○○

だみー○○○22文字○○
○だみー○○○○○○

○○の○○○○を○○○○したといえ
るこの○○○が、 ○○○に○になれば

の○○○○でした。○○○の○○○

当日のスケジュール
挙式
00:00〜
披露宴 00:00〜
二次会 なし
ゲスト数 000名
結婚式の総額 約000万円

［費用の内訳］
親の援助
00%

ふたりの
貯金
00%

ご祝儀
00%

※宿泊・移動など誌面で部分について

10

たくさんの情報量、さまざまなコンテンツが
無料 にてご利用いただけます。
（※）

【会場】●基本情報●フォトギャラリー●お客様の声●おすすめポイント●見
積もり例●来店・見学予約●フェア告知●フェア予約●資料請求●プラン●
お問い合わせ●アクセス
【ショップ】●基本情報●フォトギャラリー●お客様の声●おすすめポイント●
来店・見学予約●資料請求●お問い合わせ●アクセス

「自分たちもこんな結婚式がし
たい」と思った読者に、会場
のハード面も同ページ内で紹
介することで、会場選びのツー
ルとして使ってもらいます。

INDEX

カップルの想いや当日に至るま
での経緯を伝えることで、 読
者に
「結婚式っていいな」と共
感してもらいます。

イントニ

結婚にまつわる
ノウハウ

結婚式実例から
トピックを集めたWebサイト。
結婚SANKAナビと連携し
CV数アップに繋げます
実例からピックアップしたトピックを紹介して、会
場ページに誘導。さくっと読めて、興味を持っ
た会場に簡単にアクセス・イベント予約できます。

北陸の最新ブライダル
ニュースを県別で紹介

先輩カップルの実例集

SNAP

イントナ

会場＆ショップ

11

ブライダル用語集

の○○○○の○○○○です。

準備期間 0年00カ月

編集特集⑤

るこの○○○が、 ○○○に○になれば
と○○○いまは○○ます。
（○○○さん）
検索

挙式日 00月00日

編集特集④

○○したものは○○○○○○として

結納、アイテム、引出物、演出、
フォトウエディング、二次会、ハネムーン
などのショップ情報を掲載

WEDDING SHOP GUIDE

○○○○を○○○するにあたって○

実例集からPickup。実際に着たドレスや
ヘアメイクなどのコーディネートを紹介

○○○○
○○○

JEWELRY SHOP GUIDE

ダミー文章です○80文字○○○が

と○○○いまは○○ます。
（○○○さん）

ます。単体での掲載は不可となっ
ておりますので、ご了承下さい。

北陸独自のしきたりや、
北陸カップルの声を生かした
北陸ならではの特集

結婚準備シミュレーション

だみー○○○22文字○○
○だみー○○○○○○

※先輩カップルの実例集2ページ
以上の掲載で、サービスしており

ピックアップ。差別化できる強みを、第三者の編集部

ブライダルニュース
Pick up!

1

可能です。

ダミー文章です○○○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○としての○○○○でした。○○○の○○○の○○○○の○○○○です。

資料請求のしかたはP.00

11

二人が叶えたかったこと!

○○ ○○

○○の○○○○を○○○○したといえ

※本誌ご掲載で、上記すべてのコンテンツが無料です。

は言うまでもありません。
「結婚SANKA」では、

（2016年度実績）

500 万円〜

料 衣裳
（○○）
、引出物
（000円〜・応相談）

編集特集①

ダミー文章です24キャッチ
コピーが入りますキャッチ?

ダミー文章です27文字キャッ

A. チコピーが入りますキャッチ

読者が知りたい内容を
Q&Aスタイルで
カップルにインタビュー

先輩カップルの総額割合

パーティ人数 着席00〜000名、立食00〜000名

会場︑ここに注目！

す○○○○が○○○○を。○○の○○

に効率よく情報を発信しつづけるかが鍵となるの

★グラフの数値の変え方
円グラフを選択→CONTROL+ クリック→
「データ」数値を設定
★ガイド内にテキストが収まるように配置

挙式スタイル ○○○○式、○○○○式
挙 式 人 数 ○○○○式
（00〜000名）
、○○○○式
（00〜000名）

編集特集②

ダミー文章です80文字。ダミー文章で

刊媒体ですので、1回のご掲載で3カ月間の情報
発信が可能です。結婚を決めたカップルに、いか

ダミー文章です○177文字○○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○
○○○としての○○○○でした。○○○の○○○の○○○○の○○○○です。ダミー文章です
○177文字○○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○としての

ッ 000-000-0000
検索

6/20

「結婚SANKA」は1シーズンに1回発行される季

○○○会場名○○○○○20文字○○○○○

込

夏秋号

6

素敵！ ブライズコーデ

るこの○○○が、 ○○○に○になれば

Q.3

日

13
20

やさしい わかる
結婚の準備のコト

ダミー文章です24キャッチ
コピーが入りますキャッチ?

5

27

Webサイト 結婚SANKAナビ
結婚さんか ○○○○○○会場名○○○○○○

土

12
19
26

編集特集③

気になること、○○に質問!

Q.2

○○の○○○○を○○○○したといえ

読者のアクションへとつながる
「結婚SANKAナビ」
への誘導

4
11
18
25

Happily ever after.
幸せがはじまる日

（●●さん）
○ます。ダミー文章です○○○○が○○○○を○○○するにあたって○○○したものは○○○○○○。

ダミー文章です27文字キャッ
A. チコピーが入りますキャッチ

す○○○○が○○○○を。○○の○○

金

3
17
24

婚約指輪・結婚指輪について
簡単レクチャー

ダミー文章です80文字。ダミー文章で

木

10

会場の
スタイル
ゲストハウス

﹁結婚式やってよかった﹂
二人が叶えた北陸リアル Wedding

ダミー文章です24キャッチ
コピーが入りますキャッチ?

ダミー文章です27文字キャッ

A. チコピーが入りますキャッチ

○○県○○市
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毎号2〜3組の
世界に1つだけの
結婚式を紹介

結納からハネムーンまで
結婚準備相談サービス。
成果報酬型でリスクなく
集客が可能
【具体的なサービス内容】
ウエディング会場ご紹介サービス
ジュエリーショップご紹介サービス
旅行会社ご紹介サービス
※
「ココカラ。ウエディング」は石川県、軽井沢が中心のサービスとなります。 ドレス・ジュエリー・グッズ展示スペース完備
※別途「紹介斡旋契約書」の締結が必要です。

