
提出日

◇掲載号 月 日 号

◇広告主名

◇流用原稿の今後の掲載予定 あり なし

◇原稿サイズ 左右   mm×天地 mm

（段数･名称 ） Web掲載・二次利用は不可

◇掲載エリア 流用原稿を掲載するすべてのエリア名に必ずチェックを入れてください

◇流用原稿掲載号 年 月 日 号

◇流用原稿掲載エリア

とちぎ

きりしま

熊本郡山

阪神

神戸ひがし

静岡

滋賀

神戸あかし

■今回在版流用した原稿を今後も流用する予定がある場合は、下記の【次

回以降の掲載予定】欄に、掲載号（掲載期間）と掲載予定エリアを記入し

てください。記入内容に従って原稿を流用します

電話番号

東京

シティネットワークリビングネットワーク　全国43エリアすべて　(黄色部分）

かごしま

福島

【提携紙】

多摩

名古屋

福岡　

北九州

横浜

和歌山

かなざわ

なら（奈良）

京都東南 まつやま

北摂ひがし 福岡郡山名古屋東山の手

名古屋みなみ

大阪・神戸東京リビング

とちぎ 【そのほか】名古屋

【提携紙】

オントナ

かなざわ横浜

なら（奈良）

神戸ひがし

名古屋みなみ 北九州

仙台 たかまつ

静岡

滋賀

和歌山

姫路

京阪

大阪（旧大阪きた）

堺（旧大阪みなみ）

阪神ひがし

北摂

京都

熊本

【シティ】

東京リビング

さりお（岡山・倉敷）

名古屋3エリアすべて

阪神ひがし

堺（旧大阪みなみ）

阪神

田園都市

姫路

ふなばし・ならしの

千葉

加古川

きりしま

京都西南

つくばエクスプレス
TOKYO LAND

（トウキョウランド）

かごしま

ふくやま

ひろしま

京都東南

さりお（岡山・倉敷）

神戸あかし

【京都】

京都中央

【首都圏の他媒体】

かしわ

ミント

東京副都心

むさしの

さいたま

横浜 まつやま福島山の手

【名古屋】

名古屋中央・北

【大阪･兵庫】

東京

次回以降の掲載予定

流用原稿情報

【首都圏】

【首都圏の他媒体】

ふなばし・ならしの

京都西南

京都中央

横浜

田園

さいたま

京都3エリアすべて

名古屋中央・北

名古屋東山の手

■本連絡票提出後に、新規原稿への差し替え

など、原稿の変更が発生した場合は、至急ご

連絡ください

大阪（旧大阪きた）

※前回掲載された紙面のコピーを添付するか、電子ブック掲載ページのURLを貼り付けて下さい

　ディスプレイ広告　在版連絡票　2021.03

社名

担当者名

【全て】

【そのほか】

ひろしま

加古川

ふくやま

たかまつ

首都圏10エリアすべて 大阪・兵庫9エリアすべて

TOKYO LAND

（トウキョウランド）

京都かしわ

今回の掲載情報

■前回使用したディスプレイ広告の原稿を再使用する場合は、本在版連絡票に記入の上（黄色部分必須）、前回掲載された紙面コピーを添付、または電子ブック

掲載ページのURLを貼り付けて、入稿窓口までご提出ください

■在版連絡票は1原稿について、1枚必要です。同一の広告主であっても、切り替えなどで原稿が複数ある場合は枚数分を記入・ご提出ください

■詳細は、メディア総合サイト「アドラボラトリー」（https://ad.sankeiliving.co.jp/）の

「広告入稿ガイド基本事項編」（https://ad.sankeiliving.co.jp/media/living/guide/pdf/syuto/nyguidekihon_2006.pdf　）を参照してください

大阪・神戸

仙台

千葉

多摩

むさしの 北摂

北摂ひがし

京阪

【注意事項】

①在版連絡票の締め切りは、広告入稿締め切りと同じです

②掲載済み原稿データの保存期間は3か月です

全●段、半●段、突き出しなど

③リビング新聞の情報は電子ブック形式などで弊社および関連のWebサイトに掲載

することがあります。Web掲載不可の場合は下記にチェックを入れてください
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