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媒体概要 1 

 「横浜ビー・コルセアーズ」×リビング新聞 特別号概要 

■ 媒体名：「横浜ビー・コルセアーズ」2021-2022シーズン応援企画（仮） 
■ 実施号： 2021年12月10日号（12月9日・10日配布） 
■ 配布エリア：横浜市内 ※配布エリアは別ページ参照 
■配布部数：100,000部（宅配95,030部、会場配布3,000部、設置等1,970部） 
■ 体 裁 ： タブロイド判12ページ ※ページ数は変更の可能性あります 
■ 広告企画 ： 
 ・指定面 1面・2面・11面・12面（終面） 
 ・部活動に注力している学校特集 
 ・お出かけ情報企画 
 ・習いごと企画 
 ・広告枠（1ページ、全5段） 
 
■ 会場配布 ：12/11,12 横浜国際プールでのホームゲームにて配布 

リビング新聞横浜オフィスでは、横浜に拠点を持つBリーグチーム 
「横浜ビー・コルセアーズ」を応援する企画として、スペシャルメディアを
発行します。 
広告掲載費も「応援価格」としてご提供いたします。 
是非ご検討ください。 

広告企画 4 学校特集 3 表紙裏 2 表紙 1 
    部活動に注力している         

広告枠（全5段） 学校特集           
                
                
    学校紹介 学校紹介         

    半5段 半5段 横浜ビー・コルセアーズ 横浜ビー・コルセアーズ 

編集記事       記事スペース 記事スペース 
                
                
広告枠（全5段） 学校紹介 学校紹介 広告枠（全5段）     
    半5段 半5段         
            広告枠（全3段） 
                

習いごと
情報 8 街情報 7 街情報 6 広告企画 5 
                

半2段 ならいごと 半2段     半2段 広告枠（全5段） 

  特集   街情報       
半2段   半2段 MAP 半2段     
                
半3段   半3段     半3段     
            編集記事   
                
半3段 半3段 半3段 半3段 半3段 半3段     
            広告枠（全5段） 
                
半3段 半3段 半3段 半3段 半3段 半3段     
                

終面 12 終面裏 11 広告枠 10 広告枠 9 
                
                
                
                

横浜ビー・コルセアーズ 横浜ビー・コルセアーズ         

記事スペース 記事スペース 広告枠 1ページ 広告枠 1ページ 
                
                
    広告枠（全5段）         
                
広告枠（全3段）             
                

■ 割付案 ：割付は変更になる可能性がございます 

 媒体概要 
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横浜① 

横浜② 
今回の配布地域 
今回は配布しない、通常のリビング新聞配布エリア 

田園都市 
配布エリアマップ 2 
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3 広告企画①部活動に注力している学校特集 

★ 企画概要 
「部活動に注力している学校特集」のコーナーでは、得意とする部活動の紹介と共に、 
学校のＰＲを掲載します 
 
●編集記事部分では、顧問（コーチ）の顔写真およびコメントを掲載します 
【イメージ】 
 
 
 
 
●広告の半5段枠では部活動の活動風景と共に、志望学校となるきっかけのＰＲを 
 掲載していきます 
【イメージ（半3段）】 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校特集 3 
部活動に注力している 
学校特集   
    
    
学校紹介 学校紹介 
半5段 半5段 
    
    
    
学校紹介 学校紹介 
半5段 半5段 
    
    

★ 協賛特典 
 12/11,12どちらかのゲームに、コーチ、部員計10名を招待します 
 ※11名以上で参加希望の場合は11名以降につきまして、チケット料金の400円引きでご購入可能です 
 試合開始前にコートにてパフォーマンスの実施が出来ます（1校あたり３～４分、2022年1月以降のホームゲームにて） 
 バスケ部の場合は、12/11に限り、試合終了後にコートでバスケ体験が出来ます（10名まで） 
 参加選手はユニフォーム着用でご参加ください 

★ 協賛料金（税別）  100,000円 
★ スケジュール 
 申込締切 11月12日（金） 
 紙面校了 11月30日（火）  

4校限定 
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4 広告企画②街情報特集 

★ 企画概要 
配布エリアに住む読者に向けて、近隣のお店や施設、サービス 
などを紹介する特集です。MAPを入れることにより、最寄り駅 
等の情報が分かりやすくなります 

★ 協賛料金（税別） 
            

★ スケジュール 
 申込締切 11月12日（金） 
 紙面校了 11月30日（火） 
 入稿締切 12月1日（水）正午  

【イメージ】 A 

B 

C 

【イメージ】 

サイズ ペイドパブリシティ ディスプレイ広告 

Ａ 半2段 40,000円 30,000円 

Ｂ 半3段 60,000円 45,000円 

Ｃ 全3段 120,000円 90,000円 

横浜ビー・コルセアーズの試
合日程PRのポスター掲出、チ
ラシをお店に設置いただける
と幸いです 
【希望枚数応じます】 
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5 広告企画③ならいごと特集 

★ 企画概要 
横浜ビー・コルセアーズとのスペシャルメディアとの連動として、 
「ならいごと」を特集します。 
バスケットはもちろんのこと、運動系、文科系など多岐にわたって 
紹介するページです。 

★ 協賛料金（税別） 
            

★ スケジュール 
 申込締切 11月12日（金） 
 紙面校了 11月30日（火） 
 入稿締切 12月1日（水）正午  

【イメージ】 

【イメージ】 

A B 
講師・コーチからのコメント 

サイズ ペイドパブリシティ ディスプレイ広告 

Ａ 3段1/4 30,000円 22,500円 

Ｂ 半3段 60,000円 45,000円 

横浜ビー・コルセアーズの試合
日程PRのポスター掲出、チラシ
を教室に設置いただけると幸い
です 
【希望枚数応じます】 
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6 広告企画④一般広告枠 

広告企画 4 学校特集 3 表紙裏 2 表紙 1 
    部活動に注力している         
広告枠（全5段） 学校特集           
                
                
    学校紹介 学校紹介         

    半5段 半5段 横浜ビー・コルセアーズ 横浜ビー・コルセアーズ 

編集記事       記事スペース 記事スペース 
                
                
広告枠（全5段） 学校紹介 学校紹介 広告枠（全5段）     
    半5段 半5段         
            広告枠（全3段） 
                

習いごと情報 8 街情報 7 街情報 6 広告企画 5 
                
半2段 ならいごと 半2段     半2段 広告枠（全5段） 
  特集   街情報       
半2段   半2段 MAP 半2段     
                
半3段   半3段     半3段     
            編集記事   
                
半3段 半3段 半3段 半3段 半3段 半3段     
            広告枠（全5段） 
                
半3段 半3段 半3段 半3段 半3段 半3段     
                

終面 12 終面裏 11 広告枠 10 広告枠 9 
                
                
                
                

横浜ビー・コルセアーズ 横浜ビー・コルセアーズ         

記事スペース 記事スペース 広告枠 1ページ 広告枠 1ページ 
                
                
    広告枠（全5段）         
                
広告枠（全3段）             
                

★ 協賛料金（税別） 
            

★ スケジュール 
 申込締切 11月12日（金） 
 ※1ページペイドパブリシティの場合 11月2日（火）まで 
 紙面校了 11月30日（火） 
 入稿締切 12月1日（水）正午  

【広告枠】 

枠 スペース ペイドパブリシティ ディスプレイ広告 

Ａ 全3段 × 150,000円 

Ｂ 全5段 250,000円 200,000円 

Ｃ 1ページ（全13段） 500,000円 400,000円 
A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

C C 
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キャンセルポリシーについて 7 

下記にある申込締切日・校了締切日・入稿締切日とは、掲載予定の媒体発行号の制作スケジュールに準じます。広告企画に関しては別途定めるスケジュールに準じます。 

天災など社会的状況により、発行を中止する場合がございます。広告申込締切前に発行中止となった場合は、広告申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。 

＜リビング新聞・シティリビング＞ 
※あその他の媒体も、下記ルールに準じます。 

 ●指定面以外 
キャンセル条件 キャンセル費用 

申込締切日以前 
キャンセル料金無料 

ペイドパブリシティの制作開始以前のキャンセル 
申込締切日以後 

出稿額の５０％の 
キャンセル費用 申込締切日以前でもペイドパブリシティの制作開始以後から校了締切日前までの

キャンセル 

校了締切日・入稿締切日以後のキャンセル 出稿額の１００％の 
キャンセル費用 

●指定面の場合（指定面の場合、段数を削減が出来ませんので以下の対応になります） 
キャンセル条件 キャンセル費用 

申込締切日１週間前のキャンセル 出稿額の１０％の 
キャンセル費用 

申込締切日以後 
出稿額の５０％の 
キャンセル費用 申込締切日以前でもペイドパブリシティの制作開始以後から校了締切日前までの

キャンセル 

校了締切日・入稿締切日以後のキャンセル 出稿額の１００％の 
キャンセル費用 

 なおキャンセル後、翌号以降（3か月以内）にご出稿頂く場合は右記の料金を適用させて頂きます。（ご出稿する形態の料金 ー 頂いたキャンセル料金） 

＜Web＞ 
 キャンセル条件 キャンセル費用 
広告掲載開始日の前日より起算してさかのぼって３０日目にあたる日以降、掲載
開始日の５営業日前まで 

広告料金の５０％の 
キャンセル費用 

広告掲載開始日の４営業日前以降、前日にあたる日まで 広告料金の８０％の 
キャンセル費用 

広告掲載開始の当日以降 広告料金の１００％の 
キャンセル費用 

＜サンプリング> 
 事由 タイミング キャンセル費用 

天災など社会的状況による中止 
(両社協議により判断) 

発注～リスト確定前 
なし 

～サンプル納品前 

～発送作業以降 作業実費の50% 

発注元事情による 
中止 

発注～サンプル納品前 料金の50% 

～発送作業以降 料金の全額 

事由 タイミング キャンセル費用 

天災など社会的状況によ
る中止 

発注～実施1カ月より前 なし 

実施日から1カ月以内 協賛費の30% 

協賛社事情に 
よる中止 

発注～実施3カ月より前 協賛費の30% 

実施3カ月～1カ月より前 協賛費の50% 

～1カ月前以降 協賛費の全額 

事由 タイミング キャンセル費用 

天災など社会的状況による中止 
発注～実施1カ月より前 なし 

実施日から1カ月以内 イベント委託費の30% 

協賛社事情に 
よる中止 

発注～実施3カ月より前 イベント委託費の30% 

実施3カ月～1カ月より前 イベント委託費の50% 

～1カ月前以降 イベント委託費の全額 

＜当社主催の複数協賛社イベント> 
 

＜クライアントより委託され実施するイベント> 
 

 上記にある発注・リスト確定前・サンプル納品前・発送作業以降とは、サンプリングスケジュール
に準じます。イベントに関しては別途定めるスケジュールに準じます。 

＜折込・同配チラシ＞ 
【キャンセルについて】 チラシ納品後のキャンセルは原則、対応しかねます。 
【大規模災害時等における取り扱いについて】 大地震、台風や集中豪雨による水害、土砂崩れ、
豪雪、感染症、大規模停電等により折込不可能もしくは遅延する場合があります。  
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