総発行部数20万部、15万世帯に配布
+ 500の店頭に設置
□メディア概要

□配布・設置エリア

発行者 ………………………すまいる広告事業協同組合

配布地域 …………………埼玉県所沢市・入間市・狭山市

発行サイクル ……………………………隔月第3週発行
発行部数 ……………………………………200,000部
紙面サイズ ………AB判（212mm×257mm）中綴じ
印刷

…………………………4色×4色（オールカラー）

配布部数（ポスティング業者によるポスト配布）…150,000部
店頭設置エリア……… 埼玉県（所沢市・入間市・狭山市
・川 越 市・ふ じ み 野 市・富 士 見 市・飯 能 市・日 高 市 ）
東京都（清瀬市・東久留米市・小平市・東大和市・東村山市）
店頭設置部数 …………………………………48,000部
熟年ばんざい倶楽部会員に郵送 ……………2,000部

「熟年ばんざい」は下記の場所に設置しています。
ゆうちょ銀行 所沢店

西武園遊園地

西武入間ペペ

入間ショッピングプラザ サイオス

防衛医科大学校病院

島忠ホームズ 所沢店

司法書士中山ゆり事務所 ふらいぱんや 西武入間病院 車検のコバック所沢店 西友所沢榎町店 榎木町すこやか整骨院 シダックス所沢小手指クラブ シモジマ所沢店 安楽亭／所沢上新井店 南京亭新所沢店 菊
寿司中新井店 西友所沢ニュータウン店 かつや所沢北中店 とうま園芸 Ｊoy Ｆit 麻雀獅子 美容室Biotop（ビオトープ） 西ところざわ翔裕館 炭火ＹＡＫＩＮＩＫＵからくに屋 温野菜／所沢けやき台店 パスタデルフィ
ーノ ビュッフェレストランぐるりごはん セブンイレブン所沢市民体育館前店 スイミングクラブルネサンス新所沢 西武学園医学技術専門学校 ところざわ翔裕館1号館 新富ゴルフプラザ オザム／中富店 老人保健
施設さんとめ 所沢ハートセンター ㈱あしたばフューネスト ローソン所沢下新井店 キリンゴルフ 株式会社新盛 ノアノアフラスタジオ リペアーショップクラフトワン マミーマート小手指店 美容室クライム ファミ
リマート小手指4丁目店 マミーマート所沢青葉台店 ノジマ所沢本店（3ＦＰ入口） さいたまコープ／コープこぶし サロンルージュ スーパーオザム／東狭山ヶ丘店 パスポート小手指店 圏央所沢病院 パッカーズ狭
山ヶ丘店 わかさクリニック わかば商会 美容室MUSE狭山ヶ丘 トータルフィットネスクラブわらわら 生涯学習センター コスモ葬祭㈱花みずき所沢 東洋殖産 ＴＳＵＴＡＹＡ新所沢店 おたからや新所沢店 護佐丸
写楽 タルトレット ブリヂストンテニスハウス新所沢 松井接骨院 仲間サービスセンタースタジオ＆ショップ 湯楽の里 山口企画設計／本部 航空公園舞ダンススクール ライブステーション狭山 狭山市産業労働
センター ㈱いるま野サービス入間狭山店 ロッテリア（イオン狭山内） 中村屋（イオン狭山内） さやま総合クリニック 森田クリニック 補聴器のラビット みかりば歯科医院 ケアセンター明和 増田屋／狭山台店 ス
テーキのあさくま狭山店 ヤマダ電機狭山上奥富店 至聖病院 大穀狭山店 あいの手マッサージ ファミリーマート/新狭山駅前店 ケイワ薬局 狭山厚生病院 セブンイレブン狭山中央2丁目店 狭山スポーツセンタ
ー アマーレヒロセ ㈲味叶 ヤオコー狭山店 MUSE狭山店 和牛炭火焼肉あぶりえん エリート美容室プランタン店 狭山中央病院 カーブス イーズ歯科クリニック 狭山リバーサイドゴルフ むつみ薬局 ヴェル
ンみずの薬局 みやかわクリニック 清風園 伊藤接骨院 三商自治会 ビックエコー狭山入曽店 ソプラティコ狭山 ヤオコー狭山 田舎うどんなんかん ミューズ入曽 TSプランニング エフズホールいりそ Ａコー
プ 狭山モータースクール まごころ薬局いりそ店 ＳＴＯＭＰ狭山店 狭山民主商工会 ヤオコー新座栗原店スシロー田無店 マルフジ/東久留米店 スーパーヤマザキ滝山店 ㈱ノジマ東久留米店 ココス/東久留米店
おふろの王様東久留米店 ドコモショップ東久留米店 イトーヨーカドー/東久留米店 さかえ薬局東口店 味の民芸／東久留米滝山東店 焼肉レストラン安楽亭東久留米店 ヤマダ電機テックランド東久留米野火止店
ノジマアクロスプラザ東久留米店 スーパーあまいけ ヨークマート東村山店 コモディイイダ東村山店 まーじゃん園 浅谷眼科 にしお鍼灸整骨院 和食ななかまど つるかめランド ヤマダ電機テックランド東大和店
cut-A武蔵村山店 カラオケ館武蔵村山店 村山温泉かたくりの湯 せんし堂薬局所沢店 食卓パンの店ロコパン 愛犬ゆーみん 美容室アクア武蔵藤沢店 ミニストップ入間市駅前店 食と酒いち 遠藤歯科医院
段塚クリニック 富士見薬局 健誠堂接骨院 サイトウゴルフ KOHIKAN おお津 メガネスーパー／入間店 シダックス／入間下藤沢クラブ 入間民主商工会 老茶樹園 入間市勤労福祉センター 健康館 ひらそる
さりょう やまじん（そば店） あはは 味のどんなもんじゃ 日本海庄や入間アイポット店 庄や入間店（第一ホテル内） 入間第一ホテル 入間市役所高齢者福祉課 なべやｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ ヘアプレイスラッシュ トヨタカロ
ーラ新埼玉入間店 サロンド・ゼロ きりん ニックス 藤製靴 あすみクリニック 中国気功整体院 百味/所沢新館 ビッグエコー所沢駅前店 海峡所沢プロペ通り店 美容室ミューズ ENEOS ㈱井口鉱油バリュー５入
間店 ㈱ホワイト急便狭山モトムラ あすなろ薬局 インド料理ジャイプール Yショップ宮寺店 下枝医院 介護老人保健施設ゆりの木 入間ハート病院 埼玉トヨペット入間支店 富士ボウリング マミーマート／金子店
ソフトバンク入間中央 セブンイレブン入間上藤沢北店 ふじさわ大樹作業所 スーパーアルプス入間藤沢店 霜原ゴルフガーデン サイトウゴルフ練習場 牛角／入間武蔵藤沢店 入間市立藤沢公民館 ヨークマート
入間店 ローソン入間久保稲荷店 狭山ヶ丘学園スポーツスクール（リバティー） ビッグエコー武蔵藤沢店 サレーヌ入間店 第一プラザ いわさき本店 山野楽器入間店 よしかわクリニック あおい調剤薬局東狭山ヶ
丘店 プラザ薬局所沢店 並木病院 小手指タワークリニック 佐藤歯科医院 小手指整形外科 ローソン所沢けやき台１丁目店 （株）吉田自動車 （有）佐々木花店 北野中屋 ヤオコー椿峰 クリーニングシーガル所
沢店 スーパーオートバックス所沢 マミーマート/所沢山口店 なかじま整骨院 セブンイレブン/所沢岩崎店 Cut Room ひまわり 業務スーパー所沢下山口店 飯田接骨院 美容室ティファニー 美容みち 佐藤整骨
院 上新井さとうクリニック 佐々木記念病院 Ｖ１１９ヘア・レスキュー（美容院） リペアショップ・コムハウス西所沢駅前店 所沢スターレーン ファミリーマート所沢榎町店 めぐみ薬局緑町 ライフハウス新所沢 リーフ
薬局 M ＆ K総合食品 向陽整骨院 あんだぎー工房 あすか薬局南住吉店 ㈲イエダ 所沢商工会議所 深井醤油（株） 割烹美好 ヤマハミュージック西東京/所沢店 所沢悠生苑 三上製麺 所沢民主商工会 ヴィ
クトリア/所沢店 東所沢スポーツクラブ ㈱アルファー クレアゴルフフィールド ノジマ/東所沢店 なごみ野 ヘアーサロンホワイト フラワーハウス ミシン館 ドラッグセイムス所沢松井店 Ｍ̀ｓNEIL ところの苑
鶏笑所沢店 ヤオコー入間仏子店 埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部 BEAUTY SHOP ORION アニマルケアガーデン椿峰 美ZEN HAIR オザム河辺店 河辺温泉梅の湯 がってん寿司/所沢上安松店 コジマＮＥＷ所
沢店 マミーマート神明町店 ふれあい椿峰ホール リライフ
（デイサービス）（株）
セレモア サンエイホーム （有）荒幡肉店 所沢明生病院 デイサービスセンターカルチャー倶楽部 野老澤町造商店 他

◎順不同

□広告掲載料金

□広告原稿サイズ（単位mm）

○表2特別広告枠 ￥500,000

○表4特別広告枠 ￥600,000

○中ページ
広告掲載料金例
2段1/2（1/8頁）
4段1/2（1/4頁）
全2段 （1/4頁）
全4段 （1/2頁）
8段1/2（1/2頁）
全ページ

※2019 年11月 現在 、
随時拡大中

天地×左右（mm）
58.5×96.5
119.5×96.5
58.5×195.5
119.5×195.5
241×96.5
241×195.5

料金
￥50,000
￥100,000
￥100,000
￥200,000
￥200,000
￥400,000

※消費税は別途お預かりいたします。
※広告掲載料金とは、①「熟年ばんざい」への掲載料金③基本制作料金を合
算したものです。
その他特別な企画、
デザイン、
コピー等は実費とな
※プロカメラマンによる撮影、
ります。 ◎詳しくは担当者までお問合せください。

○表2、中面1ページ
※天地、
左右は裁ち落とし

257×212mm（天地×左右）

○表4 ※天地、右側は裁ち落とし
257×202mm（天地×左右）
○中ページ広告枠
2段
4段
6段
8段

天地サイズ
58.5
119.5
180.5
241.5

4段
1/2サイズ
（1/4頁）

2段
1/2サイズ
（1/8頁）

全4段サイズ
（1/2頁）

左右サイズ
96.5
1/2
195.5
全1段

■この資料に関するお問合せ先 「熟年ばんざい」企画・編集室
TEL.04-2939-3363 FAX.04-2926-6841 〒359-１141 埼玉県所沢市小手指町1-2-20

