サイズ別掲載料金一覧（税別）
〈中面〉

2

1

（フォーマット広告）

4

5

3

小 枠 W63×H48（mm）
〈写真掲載点数 1点まで〉

中 枠 W129×H61.5（mm）
〈写真掲載点数 3点まで〉

大 枠 W129×H126.8（mm）
〈写真掲載点数 5点まで〉

1/3枠 W262×H126.8（mm）
〈写真掲載点数 10点まで〉

特大枠 W129.5×H192（mm）
〈写真掲載点数 8点まで〉

※フォーマット広告は、特集により誌面レイアウトが変更になることがございます。

〈中面〉

中面のデザインフリーと記事広告は、
フォーマット料金にデザイン費用、取材コピーライティング費、撮影費が別途費用となります。

（デザインフリー広告）

2

1

4

5

3

小 枠 W63×H48（mm）
〈写真掲載点数 1点まで〉

中 枠 A W129.5×H48（mm）
〈写真掲載点数 3点まで〉

大 枠 W129.5×H100（mm）
〈写真掲載点数 5点まで〉

特大枠 W129.5×H152（mm）
〈写真掲載点数 8点まで〉

1/3枠

W263×H100（mm）

8
7

6

1/2枠

2/3枠

W263×H152.5（mm）

（デザインフリー広告）
〈裏面〉

1ページ

W263×H204.5（mm）

W262×H388.5（mm）

（デザインフリー広告）
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発行部数
発行部数 220,000 部
部

発行部数
発行部数 220,000 部
部

パリッシュ+はポスティング×新聞折込×ラック設置で「220,000部」
をお届けしています。

パリッシュ+はポスティング×新聞折込×ラック設置で「220,000部」
をお届けしています。

パリッシュ+はポスティング×新聞折込×ラック設置で「220,000部」
をお届けしています。
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+

特集

Ⓡ

http:// facebook.com/polishplus.shiga
http:// ameblo.jp/polish-shiga

発行部数
発行部数 220,000 部
部

9

TEL.（077）514-1100（代）
［e-mail］info@epolish.net

滋賀 口コミ情 報誌［パリッシュプラス］

特集

Ⓡ

滋賀 口コミ情 報誌［パリッシュプラス］

◎お問い合せ・お申し込みは

滋賀 口コミ情 報誌［パリッシュプラス］

◎お問い合せ・お申し込みは

12

13
12

1/4枠

〈写真掲載点数 10点まで〉

077-514-1100 ㈹

※本誌記事の無断転載・複製等は固く禁じます。※本誌では不良広告が載らないように注意していますが、
万一トラブルが発生した場合でも責任を負いかねますので、予めご容赦下さい。

株式会社フェムは、省資源と
環境保全に努めます。

14
パリッシュ+ 次回発行日

0/00［金］ 発行部数 220,000 部

お問い合せ・ご掲 載のお申し込みは

077-514-1100 ㈹

15

077-514-1100

W126.5×H93（mm）

お問い合せ・ご掲 載のお申し込みは

掲載のお問い合わせは、株式会社 FEM tel.

1/8枠

〈写真掲載点数 5点まで〉

W126.5×H189（mm）
W256×H93（mm）

0/00［金］ 発行部数 220,000 部

077-514-1100

077-514-1100
パリッシュ+ 次回発行日

掲載のお問い合わせは、株式会社 FEM tel.

14

掲載のお問い合わせは、株式会社 FEM tel.

10

※本誌記事の無断転載・複製等は固く禁じます。※本誌では不良広告が載らないように注意していますが、
万一トラブルが発生した場合でも責任を負いかねますので、予めご容赦下さい。

株式会社フェムは、省資源と
環境保全に努めます。

11 タテS枠

W84×H100（mm）

13 タテL枠

W84×H334（mm）

12 タテM枠

W84×H230（mm）

14 ヨコM枠

W177×H103（mm）

パリッシュ+ 次回発行日

0/00［金］ 発行部数 220,000 部

お問い合せ・ご掲 載のお申し込みは

15 ヨコL枠

■ 発行概要
創

刊／1999年12月

仕

様／D3版 16ページ フルカラー

発行部数／22万部

配布方法／ポスティング・新聞折込・ペーパーラック設置
（設置店はホームページ上に公開）

発

配布地域／大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市・近江八幡市・竜王町・蒲生町・湖南市・甲賀市〈2017.3/末現在〉

行／月1回

■ 広告のお申込み・お問合せ

TEL

株式会社フェム 「パリッシュ+」編集部 〒524-0013 滋賀県守山市下之郷3丁目6番20号

077-514-1100 http://epolish.net

mail

077-514-1100 ㈹

fem@epolish.net

※本誌記事の無断転載・複製等は固く禁じます。※本誌では不良広告が載らないように注意していますが、
万一トラブルが発生した場合でも責任を負いかねますので、予めご容赦下さい。

株式会社フェムは、省資源と
環境保全に努めます。

W262×H103（mm）

