総発行部数20万部、12万世帯に配布
+650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 ……………………………隔月下旬発行
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）

（2022年9月現在）

配布部数（ポスティング業者によるポスト配布）…132,000部
（所沢市・入間市・狭山市
店頭設置エリア……… 埼玉 県
・川越市・ふ じ み 野 市・飯 能 市・日 高 市 ・秩父市 他）
東京都（清瀬市・東久留米市・小平市・東大和市・東村山市 他）
店頭設置部数 …………………………………77,800部
熟年ばんざい倶楽部会員に郵送 ………………200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

YOT-TOKO(よっとこ） ＴＳＵＴＡＹＡ新所沢店 しんとこ鍼灸整骨院 ハンサムクラシック新所沢店 おたからや新所沢店 護佐丸 菜のはな整骨院 エース薬局新所沢店 緑町薬局 倶司寅 東洋殖産 さくら堂整骨院
スマイルデンタルクリニック カイロプラクティック村上整体院 リーフ薬局 さくら薬局 航空公園オアシス歯科 コスモ薬局 M＆K総合食品 ブックオフ新所沢 わたなべ歯科 ローソン所沢花園2丁目店 ラーク所
沢 ファミリーマート所沢新町店 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 トータルフィットネスクラブわらわら セブンイレブンJS所沢パークタウン駅前通り 生涯学習センター さいた
まコープ／コープこぶし こぶしクリニック サロンルージュ セブンイレブン所沢若松町 若松ゴルフセンター ローソン所沢下新井店 コスモ葬祭㈱ 花みずき所沢 キノシタ楽器 ニュータウンセンター あすか薬局
中新井店 菊寿司中新井店 ㈱あしたばフューネスト 西友所沢ニュータウン店 オザム／中富店 中富南コミュニティセンター 所沢市民武道館 老人保健施設さんとめ せんし堂薬局所沢店 大川内歯科クリニック
湯楽の里 ところざわ翔裕館1号館 新富ゴルフプラザ エース薬局下富店 北所沢病院 アクアメイト所沢 ファミリーマート所沢ネオポリス店 所沢市富岡まちづくりセンター LIVE＆KaraokeANGEL リラックスク
ラブ接骨院 わかば商会 セブンイレブン/所沢和ヶ原3丁目店 介護老人保健施設みかじま 所沢市三ヶ島公民館三ヶ島まちづくりセンター コジマＮＥＷ所沢店 所沢ロイヤルの丘 アルル薬局(北野店) さけみ眼科
狭山ヶ丘えきまえ通り鍼灸院 美容室MUSE狭山ヶ丘 食卓パンの店ロコパン セイジョー薬局狭山ヶ丘店 さくら薬局所沢若狭店 よしかわクリニック わかさクリニック 狭山ヶ丘薬局 森のとうふ工房 K-FACTORY
理容室 スーパーオザム／東狭山ヶ丘店 のざわ歯科クリニック 美容室Biotop（ビオトープ） プラザ薬局所沢店 パスポート小手指店 平安の森 西ところざわ翔裕館 社会福祉法人若狭会(亀令園) 圏央所沢病院
パッカーズ狭山ヶ丘店 共同未来狭山ヶ丘薬局 風の道薬局 並木病院 ばり馬狭山ヶ丘店 キリンゴルフ かつや所沢北中店 ローソン所沢北中店 とうま園芸 （有）佐々木花店 ウスネフード小手指 ノアノアフラス
タジオ 麻雀獅子 しおや接骨院 北野中屋 ファミリーマート所沢小手指二丁目店 鍼千本 佐藤歯科医院 美ZEN HAIR マミーマート小手指店 美容室クライム コスメティックハウスすみれ ファミリマート小手指
4丁目店 辻歯科医院 アニマルケアガーデン椿峰 ヤオコー椿峰 椿峰コミュニティセンター（本館） 小手指整形外科 クリーニングシーガル所沢店 マミーマート所沢青葉台店 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 ariraジュエリーリペアショップ みらい薬局西所沢 所沢スターレーン パワーエイジ所沢 上新井さとうクリニック 緑ヶ丘治療院 ところの森整骨院 所沢ハートセンター ファミリ
ーマート所沢市けやき台1丁目店 ローソン所沢けやき台１丁目店 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 実践堂絆鍼灸整骨院 Cut Room ひまわり
飯田接骨院 佐藤整骨院 所沢市山口まちづくりセンター 椿峰コミュニティ会館別館 榎木町すこやか整骨院 西友所沢榎町店 馬場歯科医院 ファミリーマート所沢榎町店 美髪サロンpositive パスタデルフィーノ
今城内科クリニック 写楽 ライフハウス新所沢 ブリヂストンテニスハウス新所沢 松井接骨院 西武学園医学技術専門学校 所沢市こども福祉の未来館 山口企画設計／本部 航空公園舞ダンススクール ＪoyＦit
セキ薬局向陽町店 めぐみ薬局緑町 木戸クリニック 車検のコバック所沢店 なかよし家族の歯医者さん 所沢市立老人憩の家ところ荘 みち眼科クリニック Muse航空公園 所沢市診療所 セキ薬局 ㈲イエダ
OHANACOFFEE 美容室ミューズ銀座通り店 灰屋薬局 カット専門店STUDIO1000 所沢商工会議所 所沢市役所まちづくりセンター中央公民館 おおはら村鍼灸接骨院 くまはら接骨院 ミューズカラー有楽町
店 深井醤油（株） 割烹美好 ほまれ薬局 ヤマハミュージック西東京/所沢店 シモジマ所沢店 Glanzport(グランツポート)所沢 サンキューカット さくら薬局所沢東口店 あかね薬局 リオネット 所沢悠生苑 三巧
リフォーム 三上製麺 所沢民主商工会 コメダ珈琲店所沢牛沼店 ヴィクトリア／所沢店 すたみな太郎所沢店 コジマビックカメラ すずらん薬局 星薬局 河合接骨院 東所沢スポーツクラブ ㈱アルファー ファミ
リーマート東所沢店 クレアゴルフフィールド ノジマ/東所沢店 なごみ野 天川歯科クリニック 美容室ミューズ東所沢店 所沢腎クリニック ブーランジェリー・レーヴ 株式会社アドリード ヘアーサロンホワイト 通所
リハビリテーション緑 松郷庵甚五郎 ファミリーマート所沢旭町店 フラワーハウス ミシン館 所沢市年金事務所 松井まちづくりセンター ドラッグセイムス所沢松井店 図書喫茶カンタカ ファミリーマート所沢久米
店 のぞみ薬局 ところの苑 BEAUTYSHOPORION 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 （有）荒幡肉店 （株）
セレモア カットマート カラオケマック ティーイング陶芸＆カルチャー教室 サ
ンエイホーム （株）あしたばフューネスト 長谷部製茶 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 斉藤園 えんどう歯科医院 段塚クリニック 富士美薬局 健誠堂接骨院 KOHIKAN 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 メガネのフジタ やまじん（そば店） あはは 味のどんなもんじゃ 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 なべやグリーンハウス 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 あすみクリニック 中国気功整体院 ビッグエコー所沢駅前店 海峡所沢プロペ通り
店 リオザム河辺店 河辺温泉梅の湯 マルフジ/昭島市役所通り店 武蔵野コミニュティセンター 長岡コミニュティセンター マルフジ/羽村店 マルフジ/熊川南店 マルフジ/南田園店 驚安堂/福生店(生鮮スーパー)
Ａコープ入曽 ファミリーマート狭山笹井店 こころデンタルクリニック コメダ珈琲店入間新光店 ヤオコー入間仏子店 ファミリーマート入間仏子 宮沢湖温泉喜楽里 梵の湯 道の駅ちちぶ 他

◎順不同

□広告掲載料金
○表2特別広告枠 ￥600,000
○表4特別広告枠 ￥720,000

※2022 年9月現在、随時拡大中

□広告原稿サイズ（単位mm）
○表3特別広告枠 ￥550,000

○中ページ
天地×左右（mm）
料金（税別）
広告掲載料金例
￥60,000
2段1/2（1/8頁）
58.5×96.5
￥120,000
4段1/2（1/4頁）
119.5×96.5
￥120,000
全2段 （1/4頁）
58.5×195.5
￥240,000
全4段 （1/2頁）
119.5×195.5
￥240,000
8段1/2（1/2頁）
241×96.5
裁ち落としデザインの場合
全頁
241×195.5
（ 257×212 ）￥480,000
裁ち落としデザインの場合
241×403 （ 257×424 ）￥960,000
見開き2頁
※広告掲載料金とは、「熟年ばんざい」への掲載料金と基本制作料金を合算し
たものです。 ※プロカメラマンによる撮影、その他特別な企画、デザイン、コ
ピー等は実費となります。 ◎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.04-2935-3611 FAX.04-2935-3921 〒359-0 045 埼玉県所沢市美原町2-2931-6 稲福ビル1F

