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 …………………………………48,500部
熟年ばんざい倶楽部会員に郵送 ……………1,500部

「熟年ばんざい」は下記の場所に設置しています。
ダイエー所沢店 西武園ゆうえんち 新所沢パルコ 富士ボウリング メガネスーパー／入間店 でん入間店 いわさき本店 牛角／入間武蔵藤沢店 若葉薬局 スーパーアルプス入間藤沢店 霜原ゴ
ルフガーデン ケーヨーデイツー入間下藤沢店 狭山ヶ丘学園スポーツスクール
（リバティー） 庄や入間店
（第一ホテル内） 丸広百貨店／入間店 がってん寿司入間店 サイトウゴルフ シダックス／入
間下藤沢クラブ 武蔵藤沢食堂 新魚市場 ヨークマート／武蔵藤沢店 サイオスボウル ベルハウス入間店
入間市立藤沢公民館 インド料理ジャイプール ドコモショップ入間狭山店 がってん寿
司／狭山店 ＴＳＵＴＡＹＡ入間仏子店 前田病院 西武入間病院 焼肉屋さかい入間店 大戸屋ごはん処飯能店 エイチ・エス証券
（株）
飯能支店 セキド／飯能店 ヤオコー三芳藤久保店 安楽亭／富
士見鶴瀬店 エコス／羽沢店 TSUTAYA東武みずほ台店 牛角みずほ台店 イトーヨーカ堂上福岡東店 牛角ふじみ野店 平家の郷 業務スーパー くら寿司鶴瀬店 アートスペース 手打ちうどん
蔵 冨士屋米店 マハロ 宮沢湖温泉喜楽里 二木の菓子新所沢店 がってん寿司／所沢狭山ケ丘店 ワイルド・ワン入間店 ミニストップ／狭山市役所通店 フィットネスクラブポロッキー ロッテリア／
狭山サティ店 大八 壱徹屋 むつみ薬局 狭山モータースクール 榎木町すこやか整骨院 Ｊoy Ｆit 麻雀獅子 安楽亭／所沢上新井店 炭火ＹＡＫ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
ＫＵからくに屋 セブンイレブン所沢市民体育館
前店 かつや所沢北中店 ローソン北中２丁目店 南京亭新所沢店 とうま園芸 アイ・カフェ Ａコープ ヒロマルチェーン神山商店 シノハラオイル ミニストップ／狭山水野店 オフィスポート タウ
ンショップマスヤ 寿整骨治療院 ロイヤルホスト／所沢店 車検のコバック所沢店 増田屋／根岸店 ワンダ風呂 さぬきうどん黒松 温野菜／所沢けやき台店 西武入間ペペ 新所沢清和病院 やま
との湯 狭山店 磯花 シダックス所沢小手指クラブ ととき薬局 所沢やすらぎの里 野のすみれ 増田屋／狭山台店 みかりば歯科医院 所沢整形外科 （株）
マルエツ／東久留米店 銚子丸花小金
井店 スシロー田無店 マルフジ／東久留米店 （株）
スーパーヤマザキ／東久留米西口店 味の民芸／東久留米滝山東店 安楽亭／野口橋店 （株）
コジマＮＥＷ東大和店 ドライバースタンド多摩店
イトーヨーカドー／東久留米店 マルフジ／新座店 （株）
でんきち清瀬店 牛角／秋津店 ディスカウント二木保谷店 （株）
西友／東久留米団地店 ココス／東久留米店 Jマート久米川店 つるかめラ
ンド 和食ななかまど イーグル 宮野園／青葉台店 そば福井庵 はやし健康回復施術院 愛犬ゆーみん 日本海庄や入間アイポット店 健康館 なべやグリーンハウス テルボ 藤製靴 中国気功
整体院 ファイティン 百味／所沢新館 百味／所沢プロペ店 ニックス 食と酒いち 入間市勤労福祉センター 多夢楽 入間第一ホテル メガネフラワー／入間店 マイリゾートダイニング やまじ
ん
（そば店） あはは 味のどんなもんじゃ サロンド ゼロ きりん 東方整体院 おお津 海峡所沢プロペ通り店 ステーキのあさくま狭山店 ＪＳＳ所沢スイミングスクール 中川整形外科医院 がっ
てん寿司／所沢上安松店 みずほ薬局所沢店 おたる寿し新所沢店 メンズ・サウナ・スパ （有）
佐々木花店 メガネストアー所沢店 マミーマート／所沢山口店 ホームピック所沢西店 ココス狭山台店
サンエイホーム 山口企画設計／本部 松屋フーズ／狭山ヶ丘店 ポプラ小手指駅南口店 小手指整形外科 東洋殖産 ノジマ所沢本店
（3ＦＰ入口） ブリヂストンテニスハウス新所沢 安心堂 ヴィ
クトリア／所沢店 ノジマ／東所沢店 すずらん薬局 カットマート ヤオコー椿峰 ハンマープライス さいたまコープ／コープこぶし カーブス 和牛炭火焼肉 あぶりえん ベスト電器狭山店 スー
パーオートバックス所沢 ローソン所沢下新井店 ファミリーマート／新狭山駅前店 スーパーオザム／東狭山ヶ丘店 パスポート小手指店 オザム／中富店
護佐丸 小柳整骨院 松井接骨院 倶司
寅 大穀狭山店 麺房チャイニーズ所 湯楽の里 シダックス狭山クラブ ヤオコー上安松 タローズハウス小手指店 サンクス小手指4丁目店 ロフトタック所沢店 ユネスコ薬局下山口駅前店 セブ
ンイレブン／所沢岩崎店 リペアーショップクラフトワン 小僧寿し／小手指ハイツ店 小僧寿し／和ヶ原店 Ｖ１１９ヘア・レスキュー
（美容院） 本だらけ 流星堂書店 デイリーヤマザキ／所沢小手指店
サンクス新所沢店
セブンイレブン／所沢狭山ヶ丘店 セブンイレブン／所沢和ヶ原3丁目店 ゲオ Ａコープ所沢店 所沢スターレーン 吉人吉人 デニーズ／東所沢店 コジマ／ＮＥＷ所沢西店 Ｔ
ＳＵＴＡＹＡ新所沢店 マクドナルド入曽店 マミーマート／狭山ヶ丘店 さやま総合クリニック ぎふとるぅむ山畑 ところの苑 玉かずら アスルマリノ 西武園ゆうえんち 美容室クライム 新富ゴルフ
プラザ 狭山リバーサイドゴルフ 深井醤油
（株） レストラン＆カフェ周 新井ファーム はっぴーいちご園 とんこく亭 新所沢パルコ ぶーらんじぇ駒井 キリンゴルフ リペアショップ・コムハウス西所
沢駅前店 テルル所沢店 狭山厚生病院 リオネット 森田クリニック ケイワ薬局 狭山中央病院 わかさクリニック 写楽 （有）
荒幡肉店 陶芸＆カルチャー教室ティーイング コンセールプラザ 野
老澤町造商店 ヤマハミュージック西東京／所沢店 ハウスＤｒ．
イーグル フラワーハウス （株）
あしたばフューネスト トータルフィットネスクラブわらわら 美容室ティファニー 優々の森保育園 三ヶ島
幼稚園 クラーク記念国際高等学校 お好み焼風味 山野楽器／入間店 バンダレコード所沢店 バンダレコード川越店 ロコパン Curves所沢ダイエー店 ののじ 所沢ハートセンター とんかつよし
かつ KOHIKAN cafélamer 崇山ソフト気功整体院 ㈱新盛 バイゴー小手指店 ミニストップ狭山富士見店 プリムかつら専門店 三上製麺 他約200店舗
◎順不同 ※2011年10月現在、
随時拡大中

□広告原稿サイズ（単位mm）
○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

左右サイズ
96.5
1/2
195.5
全1段

○1ページ広告サイズ
257×212mm
（天地×左右）
※天地、
左右は裁ち落としとなります。

4段
1/2サイズ
（1/4頁）

2段
1/2サイズ
（1/8頁）

全2段サイズ
（1/4頁）

○表4特別広告枠
257×202mm
（天地×左右）

※天地、
右側は裁ち落としとなります。

全4段サイズ
（1/2頁）

■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

