
子どもの将来のために、いま、親としてできること。

2月･5月･8月･11月

年4回
季刊発行

Kids Komachiは信州の子育てファミリーに向けた子育て応援マガジンです。

子育てがもっと楽しく、もっと前向きに、もっと有意義になるように…

Kids Komachiがお手伝いいたします。

Me d i a  G u i d e

広告料金表

掲載面 色数 スペース 原稿サイズ
（天地×左右）mm 掲載料金 制作費

表4（裏表紙） 4色カラー 1P 282×215
（タチキリ） ¥380,000 ¥30,000

表2（表紙裏） 4色カラー 1P 297×225
（タチキリ） ¥360,000 ¥30,000

表2対向 4色カラー 1P 297×225
（タチキリ） ¥300,000 ¥30,000

目次対向 4色カラー 1P 297×225
（タチキリ） ¥265,000 ¥30,000

本文 4色カラー 1P 297×225
（タチキリ） ¥200,000 ¥30,000

本文 4色カラー タテ1/3P 267×62
（ケイ囲み） ¥100,000 ¥20,000

本文 4色カラー タテ1/6P 130×62
（ケイ囲み） ￥58,000 ¥15,000

本文 4色カラー タテ1/12P 61.5×62
（ケイ囲み） ￥30,000 ¥10,000

※掲載位置の指定はできません

1P広告

天地 297mm
（本の仕上がり

サイズ）

左右 225mm
（本の仕上がり

サイズ）

● 本誌サイズ／天地297mm×左右225mm
● 1ページの広告制作の場合、文字は裁ちより内側に最低
5mm（10～15mmを推奨いたします）逃げてください。
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契約についての注意点

● 掲載業種および広告の内容は、弊社掲載基準に準じます。
●掲載が不適当と考えられる業種、広告表現については、掲載をお断りする場合がございます。

　広告内容は必ず事前にお知らせください。

●表回り、目次対向以外のページ指定は指定料を頂戴いたします。別途お見積り致します。

●広告掲載料金には、消費税が別途必要です。

●広告本数には限りがありますので、お早めにお申し込みください。

広告制作についての注意点

● 入稿はDTP制作による完全データでお願いします。
　（詳しくはKids Komachi 完全データ入稿フォーマットをご確認ください）
● 本紙色校正は別途お見積り致します。
● 記事広告制作料（取材料、撮影料など）は別途お見積り致します。
●広告企画の記事内では、ロゴマークなどの使用は不可とさせていただきます。

●特殊なデザイン体裁等が必要な場合は、別途お見積り致します。

●写真の合成サービスは、基本的に行っておりません。

広告締切期日

●広告掲載申込締切…発行日前月20日
●広告データ入稿締切…発行月の4日
●弊社広告制作打ち合わせ締切…発行日前月25日
●綴じ込み広告入稿締切

　弊社印刷の場合…前月末　印刷物持込の場合…発行月1日
● お申し込み日以降のキャンセルの場合、
　別途キャンセル料をいただきます。

イベント連動企画！綴じ込み広告（ブック、ハガキ等）も可能です

・掲載業種及び広告の内容は弊社基準に準じます。

・1号につき、1クライアントに限らせていただきます。

・綴じ込み広告制作料は別途お見積り致します。

・印刷物持ち込みの場合、掲載内容を審査させていただきます。

・ 規格外のサイズ、特殊な用紙、綴じの場合は、別途お見積り

致します。

親子モデル多数在籍！

お子さんの年齢もそれぞれなので、企画にあった親子モデルを手配できます。

SNSで支持されている影響力の高いママ、流行に敏感なオシャレママたちに依頼

するタイアップ企画もご提案できます！

プロのカメラマンによるキッズ

or親子撮影会などのパッケージ

プランもご用意しております。

イベントの集客などにお役立て

ください。

詳しい資料にてご案内いたします。

詳細は担当営業までご相談ください。

自社フライヤー、名刺、封筒なども承ります

媒体概要

●創刊／2012年6月29日
●発行形態／季刊 2･5･8･11月25日発売
●判型／297mm×225mm フルカラー96ページ（予定）
●価格／500円（本体463円）
●販売地域／長野県全域、新潟県上越市（一部）

●販売先／書店、コンビニエンスストア、スーパー、その他

〒381-0022　長野市大豆島5188-5　
TEL　営業部（026）222-0857　編集部（026）266-6077　販売部（026）267-0577   
FAX　営業部（026）222-0851　編集部・販売部（026）222-0850
http://www.goodnagano.com   mail: kk@komachi-n.co.jp  

■お問い合わせ

株式会社 長野こまち

効果的な年間契約･複数契約なら料金がお得！

季刊誌のメリットを活かして年間契約等、継続的な告知宣伝を

ご検討の際は担当営業にご相談ください。同サイズ連載（回数指

定）はもちろん、季節ごとのサイズ変更まで、ご相談いただけれ

ばプランをご提示できます。また『月刊長野Komachi』『ナガノの

家』との併載もご相談ください。

編集タイアップのPR広告や

コラボ企画もご相談ください

編集スタッフが担当するので、読者に読ませるクオリ

ティの高いページ作りをお約束いたします！



Kids Komachiは、長野県で、部数、シェア、人気ともにNO.1の子育て有料情報誌です。Kids Komachiは『アナログ（紙）』と『デジタル（Web、SNS）』が連動！

タイムリーな情報を即発信できるデジタルコンテンツとの連携プランも

おすすめです！

キッズコマチウェブは、県内の育児世代のママやパパたちが気軽に利用するリアルタイムコミュニティサイト。

編集部からも、タイムリーなイベント情報、おトクな情報を随時、発信しています。LINE、Instagramでも最新の情報発信中！

www.kidskomachi.net

①担当営業に情報をお伝えいただく

②編集部直通メールでリリース送付

  kk@kidskomachi.net

御社･貴店のフェア･イベントの情報、

話題の新商品などを、お伝えください。

どんどんアップします！

集客の

お手伝い

します！

商品のモニター調査、市場アンケートなど、

御社･貴店が必要な情報の収集もお手伝いできます！

LINE、Instagramとも連動！お友達は

情報に敏感なママたちが中心。マーケ

ティングにもご利用ください！

市場調査

にも活用

できます！

@kidskomachi @kidskomachi

単純な計算ですが、子どもふたりのファミリーを想定すると25万人の子どもの親は25万人。祖父祖母は50万人。すなわちターゲットとなる読者は計75万人という想定になります。

50万人

25万人

25万人

ターゲット
75万人

0～3歳

4 ～6歳

7 ～9歳

10 ～14歳

※2017年4月1日現在

人46,200
人50,424
人53,872
人96,049

読者像データ

長野県0～14歳の人口は
24万6,545人

父親、母親それぞれ20代後半～40代、幅広い世代が読者です。年齢

父親

20代 19％

30代 69％

40代 12％

母親

40代 15％

50代～ 5％

20代 11％

30代 69％

子ども

0～1歳 27％

10～12歳 5％

3～4歳 22％

5～6歳
22％

7～9歳
11％

2歳 13％

1.子どもの教育
2.子どものしつけ
3.赤ちゃんグッズ

4.知育グッズ
5.ファッション
6.スマートフォン

7.スポーツ
8.住宅･インテリア
9.レシピ

10.飲食店
11.旅行
12.イベント

13.美容
14.仕事
15.お金

※2017年11月25日Kids Komachi読者アンケートより

関心度ナンバー1は子どもの教育･しつけに関すること。レジャーや

グルメの情報を求めている読者も多く、家族で楽しむための情報収集は意欲的だと言えます。

関心のある項目

子どもの

教育･しつけ

22％ 赤ちゃんグッズ 1％

知育グッズ 3％

ファッション 7％

スマートフォン 1％

スポーツ 9％
レシピ 6％

美容 1％
仕事 1％

お金 5％

住宅･

インテリア 12％

飲食店 14％

旅行 8％

イベント 10％

長野県の平均年収は約450万円

（都道府県ランキング21位）

世帯収入

平均年収は年々上昇しています。

平均年収（男女計）

※『年収ガイド』引用

2016年 449万2500円

2015年 445万8000円

2014年 434万6000円

2013年 429万2800円

2012年 429万5200円

Kids Komachiとは？
『Kids Komachi』は、長野県内に住む子育てファミリーをターゲットにした

地域密着型の子育て応援マガジンです。

その1. 教育
Kids Komachiは子どもの将来のために親がすべきことを正確に伝えます。

その2. 子育て
Kids Komachiは子育てを楽しみながら親が成長できる前向きな情報を発信していきます。

その3. エンターテインメント
Kids Komachiは子どもと過ごす時間がもっと楽しくなる有意義な親子時間を提案します。

読者は0～14歳の子どもを持つママたち。情報に貪欲なママ（主婦）層に

ピンポイントに訴求します。アンテナが高いママたちにセグメントした

販売促進やマーケティングが期待できます。

01 ターゲットが明確

長野県内で一番売れている情報誌「月刊長野Komachi」を手掛ける出版社

だからこその情報力で、読者の心に響く魅力的な誌面作りを行います。

また、読者は〝雑誌を購入して情報を得る＝子どもの教育や家族時間を大

切にする層〟なので、紹介内容の販売や集客にダイレクトに結びつきます。

02 有料誌ならではの

クオリティと読者層

ママの“生声”を敏感にひろい、旬な情報をタイムリーに発信していきま

す。編集部と読者が価値観をしっかり握りあうことで、読者の立ち位置

に近い媒体を目指します。

03 ママたちの声を大事にした

読者参加型の誌面作り

季刊Kidsココがポイント！

誌面で展開する3テーマ


