
平成 30年度「Oh!レガス新宿ニュース」枠広告募集要項 

広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」に広告を掲載しませんか？ 

 広報紙「Ｏｈ！レガス新宿ニュース」について  

「Oh！レガス新宿ニュース」は、公益財団法人新宿未来創造財団が発行する、 

歴史・学習・スポーツの役立つ講座や芸術・多文化交流などのイベント情報が満載の広報紙です。 

 配布地域  新宿区全域 

 発行部数  約 121,000部（予定） 

 体裁  タブロイド判フルカラー 4ページ （不定期で 8 ページ） 

 発行日（回数）   毎月 5日、20日 （年間 24回） 

 配布方法  新聞折り込み配布約［110,000部（予定）］朝日・読売・毎日・産経・日経・東京 6紙 

 新宿コズミックセンター、新宿歴史博物館、新宿文化センター、漱石山房記念館 

 生涯学習館、大久保スポーツプラザ、新宿区役所、地域センター、出張所、図書館、 

 その他区立施設など約 200か所に設置 

 対象読者  新宿区民全般・隣接エリア住民 

 

 枠広告について  
ご自身でデザインでき、画像やイラストなどをフルカラーで 

ご利用いただける広告です。 

 掲載料  ※料金はすべて税込 

面 サイズ（縦×横） 最大枠数 料金(1 枠) 

表面 76㍉×48㍉  5 39,960円 

中面 76㍉×48㍉ 10 30,240円 

裏面 76㍉×48㍉  5 38,880円 

※上記基本サイズを 1 枠とし、複数枠をお申し込みいただけます。 

  複数枠の場合は、枠をつなげて大きく掲載いただけます（最大 5 枠）。 

※広告掲載の発行予定日から 30 日前以降に取り消す場合は、 

掲載料の全額をキャンセル料とします。  

 

 割引   

同一年度内、一回のお申し込みで 6枠以上、初回掲載時の一括支払いの場合のみ適用されます。 

申込み枠数 6～11枠 12～23枠 24枠以上 

割引 10％割引 20％割引 30％割引 

 

 
 
 
 問合せ   

公益財団法人新宿未来創造財団 経営課 広報担当 

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター内 

E-mail：koho@regasu-shinjuku.or. jp  

TEL：03-3232-7701（平日 9：00～17：00） FAX：03-3209-1833 

例）毎月20日号に表面1枠ずつ掲載すると・・・ 

20％割引 1 枠あたり \39,960→\31,968 

年間で \95,904 お得に！ 

例）裏面 2 枠の広告を 3 号に掲載すると・・・ 

10％割引 1 枠あたり \38,880→\34,992 

合計で \23,328 お得に！ 

これまでの掲載例  

パソコン教室  大学生涯学習センター 

イベント企画・制作会社 有料老人ホーム 

会計・法律事務所 求人広告など… 

広告代理店からのお申込みも受付けます 

 



 
 申込みから掲載まで  

 STEP1  申込書を提出する 【 広告主様 → 新宿未来創造財団 】 

掲載希望発行日の前々月同日まで（例：6月 5日発行なら 4月 5日まで）にご提出ください。 

※受付は先着順です。ただし、平成 30 年 1 月 18 日（木）までの一次受付は応募多数の場合抽選となります。 

※広告掲載数により、締め切り日以降の申込みが可能な場合もあります。ご相談ください。 

※広告内容を審査し、その結果、掲載をお断りする場合もあります。 

▸ 反社会的な団体・内容によるもの ▸ 特定の宗教・政治団体の活動にかかわるもの 

▸ その他、財団が掲出する広告内容として中立性を損なうもの  などは掲載できません。 

 

 STEP2  入稿のお知らせ 【 広告主様 ← 新宿未来創造財団 】 

掲載希望発行日のおよそ二か月前に、E メールにて入稿日・入稿先をご連絡します。 

 

 STEP3  入稿する 【 広告主様 → 広報紙製作業者 】 

  新宿未来創造財団指定の入稿先（製作業者）に、E メールにて直接入稿してください。 

【入稿の形式】  

4 色カラー、完全版下データ （解像度 350dpi以上、文字のアウトラインあり・なしの両方） 

※掲載広告原稿は広告主様側で作成していただきます。作成代行は行っておりません。 

 

 STEP4  校正のお知らせ 【 広告主様 ←広報紙製作業者】 

広報紙製作業者より、E メールにて直接ご連絡します。全１～2回お願いいたします。 

 

 STEP5  広告料を支払う 【 広告主様 → 新宿未来創造財団 】 

発行後、掲載紙・請求書を郵送します。 

請求書の発行日から指定の期日まで（概ね 2週間以内）に、指定の金融機関へご入金ください。 

※振込手数料はご負担をお願いします。 

 

 「枠広告」に申し込む  

申し込み方法 

  いずれかの方法で「Ｏｈ！レガス新宿ニュース」枠広告申込書をご提出ください。 

①インターネット 新宿未来創造財団ウェブサイト「広告募集ページ」 

 https://www.regasu-shinjuku.or . jp/ad/ 

②FAX 03-3209-1833 

③郵送 〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2 

  公益財団法人新宿未来創造財団 経営課 広報担当宛 

④持参 新宿コズミックセンター 1階窓口 （平日 9：00～17：00） 

 

申し込み期間    一次募集（多数抽選）  平成 30年 1月 4日（木）～18日（木）17:00  

お申し込みの方全員に 1月 24日（水）までに結果を返信いたします 

二次募集（先着順）    平成 30年 1月 25日（木）9:00～平成 31年 1月 20日（日） 

       一次募集で確定した箇所以外を先着順で受け付けます  



「Ｏｈ！レガス新宿ニュース」枠広告申込書 平成３０年度 

公益財団法人新宿未来創造財団 あて 

「Oh!レガス新宿ニュース」枠広告募集要項の内容に同意し、     

下記のとおり掲載を申し込みます。 平成    年    月    日 

申込者署名             

会社名
フ リ ガ ナ

  代表者名
フ リ ガ ナ

  

所在地 〒             市区 

担当者名
フ リ ガ ナ

  
TEL  

FAX  

E-mail
フ リ ガ ナ

 ＠ 

数字のフリガナは漢字で。「１」壱、「９」九、「ｑ」キュー、「ａ」エー、「－」ハイフン、「＿」アンダーバー 

◆掲載希望内容（広告案を添付してください） 

会社概要  広告内容  

◆掲載希望号（○をつけ、枠数に数字をご記入ください）※締切は各発行日の 2 か月前同日です 

○印 掲載号 掲載希望面 枠数  ○印 掲載号 掲載希望面 枠数 

 4月 5日号 表・中・裏    4月 20日号 表・中・裏  

 5月 5日号 表・中・裏    5月 20日号 表・中・裏  

 6月 5日号 表・中・裏    6月 20日号 表・中・裏  

 7月 5日号 表・中・裏    7月 20日号 表・中・裏  

 8月 5日号 表・中・裏    8月 20日号 表・中・裏  

 9月 5日号 表・中・裏    9月 20日号 表・中・裏  

 10月 5日号 表・中・裏    10月 20日号 表・中・裏  

 11月 5日号 表・中・裏    11月 20日号 表・中・裏  

 12月 5日号 表・中・裏    12月 20日号 表・中・裏  

 1月 5日号 表・中・裏    1月 20日号 募集しません  

 2月 5日号 表・中・裏    2月 20日号 表・中・裏  

 3月 5日号 表・中・裏    3月 20日号 募集しません  

◆ 申込み   

 

 

 

 

◆受付期間   一次募集（多数抽選） 平成 30 年 1 月 4 日（木）～18 日（木）17:00   

お申し込みの方全員に 1 月 24 日（水）までに結果を返信いたします 

二次募集（先着順）   1 月 2５日（木）9:00 ～平成３１年 1 月 20 日（日） 

一次募集で確定した箇所以外を先着順で受け付けます 

公益財団法人新宿未来創造財団 経営課 広報担当 

〒169-0072 新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンタ－内 

E-mail：koho@regasu-shinjuku.or.jp 

TEL：03-3232-7701（平日 9：00～17：00） FAX：03-3209-1833 


