
該当のサイズ欄
にチェックをして
ください

広告枠 広告サイズ 掲載料金
（フルカラー） デザイン料金

1/4サイズ
1/2サイズ
１ページ  
センター見開き２ページ
表２
表２対向ページ(表2見開き)
表３
表３対向ページ(表３見開き)
裏表紙(表４)   

横13.2 cm  x 縦6.4 cm
横13.2 cm  x 縦13.0 cm
横13.2 cm  x 縦26.6 cm
横28.2 cm  x 縦26.6 cm
横15.0 cm  x 縦29.0 cm
横13.2 cm x 縦26.6 cm
横15.0 cm x 縦29.0 cm
横13.2 cm x 縦26.6 cm
横14.2 cm x 縦29.0 cm

P5,500.00
P10,400.00
P19,500.00
P47,000.00
P58,900.00
P35,300.00
P58,800.00
P35,300.00
P78,000.00

+P700
+P800
+P900

+P1,500
+P2,500
+P1,500
+P1,500
+P1,500
+P1,500

ディスカウント：
・３カ月間ご契約の場合10％  ・６カ月間ご契約の場合15％  ・１年間ご契約の場合30％

広告素材の仕様：
Eメール、オンラインストレージ経由でお渡しください。     
 ファイル形式について:          

・レイアウトデータ、イメージ画像、ロゴデータ等： PDF、JPEG、Adobe Photoshop、Indesign、
  またはIllustratorのファイル形式で作成・ご提出ください。

・翻訳が必要な広告：英語版のオリジナル広告と、英語のテキストを除いたデータの2種類をご提出ください。
  またはテキスト等の編集可能なオリジナルデータをご提出ください。

・カラー：カラーモードはCMYKで、解像度は300dpiで作成してください。
日刊まにら新聞広告部（ Advertising Department） 
Tel： 8551-8238　E-mail： ads@manilashimbun.com (日本語) ,  advert@manilashimbun.com (英語)  Mr.Yamanaka / Ms.Tina 　

判型：15cm x 29 cm 全ページカラー
毎月第1日曜日発行：マニラ首都圏拠点で配布

※上記は税抜き料金です。VAT12％が加算されます。	 	

社名: ________________________________________________　　業種: ___________________________

担当者名: _____________________________________________　サイン: ______________ 役職: ________________

住所: ____________________________________________________________電話・ファックス番号_______________

________________________________________________________________ E-mail: _________________________ 

お支払方法：前払い 　お支払い予定日： ______________________　　　当社にて直接お支払いいただくことも可能です。

Step JP Printing Services Inc.　住所：  2/F SDivision Bldg., 928 A. Arnaiz Ave.,  Brgy san LorenzoMakati City

広告サイズ:   広告データーの締め切り：

広  告  申 込  書

〈お支払い振込先２行〉

Bank Name: Union Bank of the Philippines
Branch:  BGC 7th Ave Branch
Bank Address: 7th Avenue G/F corner 24th St., McKinley Bldg., Taguig
Account Name: STEP JP PRINTING SERVICE INC.
Account Number: 001940003079

Bank Name: Banco de Oro
Branch:  A. Arnaiz-Paseo Branch
Bank Address: 832 Arnaiz Avenue, Barangay San Lorenzo, Makati City
Account Name: STEP JP PRINTING SERVICE INC.
Account Number: 008720041204

※断ち切り（Bleed）：表２〜表４の広告はア
ートワーク（デザイン）の縦、横の長さが5mm
延長となります。

  

　日刊まにら新聞発行の無料情報誌『ナビマニラ』は、2008 年８月に別冊
季刊誌として創刊しました。その後、月刊誌となり、2020 年 8 月からは日刊
まにら新聞に毎月生活・文化面として掲載された後、2021 年 6 月より再び別
冊の無料月刊誌としてお届けしております。
　日刊まにら新聞 ONLINE が政治、社会、経済情報を主に扱うのに対し、『ナ
ビマニラ』ではグルメや街歩き、旅行などライフスタイルやエンターテイン
メント、フィリピンの各地の話題を取り上げ、読み応えある企画や連載記事
を盛り込んでいます。また、ウェブサイト、フェイスブック、ツイッターでも
情報を発信、YouTube 動画配信『ナビマニチャンネル』もスタートしチャン
ネル登録者数も増え続けています。
　「新しくオープンするお店の取材をしてほしい」「新商品や新しいサービス
の紹介をしたい」といった広告のご要望には、『ナビマニラ』誌面のみならず、
ご希望により『日刊まにら新聞』やオンラインメディアからも発信して訴求力
を高めます。
　複数の自社メディアとのコラボレーションで多様なターゲット層へアプロー
チできることが『ナビマニラ』の強みの一つです。
ぜひ広告のご出稿をご検討いただきますようお願い申し上げます。

こちらのサイン済み広告申込書を規定時までにキャンセルされる場合は、広告費の80％を現金にてお支払いいだきます。

カラー カラー

1/4 1/2 表2 表2対向センター
ページ 表3対向表3 裏表紙（表4）1/1



1/1 Ad
13.2 x 26.6 cm

1/1 サイズ
14.2 x 29 cm

断ち落とし
3辺	各5mm

1/2 Ad
13.2 x 13 cm

1/4 Ad
13.2 x 6.4 cm

断ち落とし5ｍｍ この部分にはナビマニラ
の情報が入ります。

Navi	Manila	広告サイズ表 横	x	縦

1/1 サイズ
15 x 29 cm

断ち落とし	
4辺	各5mm

断ち落とし5ｍｍ

広告にカッティング
マークや境界線を入
れないでください。	

表2は表紙の	
裏ページ

表3は裏表紙の	
裏ページ

表4
裏表紙

表2、表3

【通常ページのサイズ】


