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出版物

・最新の統計・資料、業界別の動向
・業種別名簿を60,000社掲載
・名簿データをCD-ROMに収録
B5判・2分冊（総合編、名簿編）

日本食糧新聞社では食品業界に関する書籍を企画、制作しています。
業界唯一の資料をこの機会にぜひご活用下さい。

グループ会社
株式会社日本出版制作センター
 〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル4F
 ☎03－3234－6901 FAX03－5210－7718

ニッショク映像㈱
 〒104－0032　東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル7F
 ☎03－3537－1305 FAX03－3537－1073

食品業界ビジネスガイド〈食糧年鑑〉（毎年4月発行）

　編集・印刷業界はアナログからデジタルの時代へと完
全に移行しました。弊社も高い編集・デザインのノウハ
ウをもとに、日々進歩するデジタル環境を整え、ユーザ
ーの皆様方のニーズに応えております。
　多様化するニーズを的確にとらえ、ユーザーの皆様に
必ずやご満足いただける内容を提供させていただきま
す。また、コスト面においても寄与できますよう精一杯
努力させていただきます。お見積りのご依頼にも迅速に
対応しています。

企画・編集・制作の委託代行

・全国地域別の民力と食品流通勢力図が分かる
・エリア別のデータが満載
・図・表・グラフで分かりやすく解説
A4判・2分冊（総合編、地域編）

食品流通実勢マップ（隔年7月発行）

・食品製造関連企業の要覧
・全国3,500社の会社概要を掲載
・CD-ROM付（検索・ラベル出力機能付）
B5判

食品メーカー総覧（隔年10月発行）

・食品流通関連企業の要覧
・全国4,400社の会社概要を掲載
・CD-ROM付（検索・ラベル出力機能付）
B5判

全国食品流通総覧（隔年10月発行）

・食品界の基礎データや生活関連統計デー
タを掲載
・食品産業別データとトレンドを掲載
・グラフを使って分かりやすく解説
A4判

食品トレンド（隔年7月発行）

・食品産業全分野の基礎知識（製造方法
から商品形態・流通・消費まで）を掲載

・CD-ROM付（項目検索・用語検索機能付）
B5判・2分冊（上巻、下巻）

食品産業事典（5年ごと改訂）

・食品の基礎的な知識が分かる
・社員教育、セールスポイント、セール
ス戦略のたて方などに役立ちます

・eブックあり（www.ebookjapan.jp）
外食／スパイス／パン／乾めん／パスタ／マヨネ
ーズ・ドレッシング／ハム・ソーセージ／惣菜／
レトルト食品／デザート／菓子／珈琲／果実飲料
／酒類／チーズ／乾物／加工海苔／特定保健用食
品／製菓原材料／納豆／缶詰／砂糖／スープ／紅
茶／氷温食品／塩／雑穀・精麦など
新書判

食品知識ミニブックスシリーズ

得意とする分野
● 企画・提案
● 取　　材
● 編　　集
● デザイン
● 新聞制作
● 雑誌制作
● 書籍制作
● 社史制作
● 名簿制作

● 専門書制作
● 記念誌制作
● 楽　　譜
● 大型ポスター
● 欧文入力
● 和文入力
● データ加工
● 画像加工
● トレース

● 楽　　譜
● 大型ポスター
● 欧文入力
● 和文入力
● データ加工
● 画像加工
● トレース

広告掲載料金表

A4
（全頁） 250

175

A4
（½  ）

123

83

A4
（¼  ）

123

B5
（全頁） 220

145

B5
（½  ）

105

70

B5
（¼  ）

105

175

145

新書
（全頁） 160

90

新書
（½  ） 78

29

新書
（⅙  ）

78

90

A4判 B5判 新書判（ミニブックスシリーズ）

 巻頭 表2 4色 全 900,000 800,000

  表2対向 4色 全 800,000 700,000

  表2対向裏 4色 全 700,000 600,000

  巻頭 4色 全 600,000 500,000

 巻末 表3 4色 全 850,000 700,000

  表3対向 4色 全 750,000 600,000

  表3対向裏 4色 全 650,000 500,000

  巻末 4色 全 500,000 400,000

 特殊頁 目次裏 黒1色 全 400,000 350,000

  扉表下 黒1色 - 250,000 200,000

  扉裏 黒1色 全 450,000 300,000

 普通頁 巻頭 黒1色 全 450,000 300,000

  巻頭 黒1色 ½   200,000 150,000

  巻中・巻末 黒1色 全 400,000 250,000

  巻中・巻末 黒1色 ½   200,000 150,000

  巻中・巻末 黒1色 ¼   100,000 80,000

■広告版下はデータまたは完全版下でお願い致しま
す。ラフ原稿からの制作も致しますが別途制作費
がかかります。その他詳細は担当者にお問い合わ
せ下さい。

■データ入稿の際は必ず見本出力紙に制作した機種
（OS）名とソフト名を記入して下さい（例：マッ
キントッシュOS 10.14.６、イラストレーター
CC2019）。また、使用フォント（文字）はアウト
ライン化して下さい。

　原則としてMO・CD、版下、写真類は返却致しま
せん。

  A4・B5判 種　類 刷　別 スペース A4定価（円） B5定価（円）

 A4判 全頁 250×175

  ½   123×175
  ¼   123×83
  裁ち落とし 297×210
 B5判 全頁 220×145

  ½   105×145
  ¼   105×70
  裁ち落とし 257×182
 新書判 見開き 172×210
  全頁 160×90

  ½   78×90
  名刺⅙   78×29
  裁ち落とし 172×105
 Ａ５判 見開き 210×297
  全頁 175×115

  ½  頁 85×115
  ¼  頁 85×55
  名刺⅙   85×35
  断ち落とし 210×148

 サイズ 天地×左右（㎜）

巻末 見開き4C ４色 見開き 500,000 500,000

  全頁4C ４色 全 300,000 300,000

  全頁1C 黒１色 全 150,000 150,000

  ½頁1C 黒１色 ½ 100,000 100,000

  ¼  頁1C 黒１色 ¼   40,000  40,000

  名刺⅙   黒１色 ⅙   30,000  30,000

新書判・A5判 種　類 刷　別 スペース 新書定価（円） A5定価（円）

（税別）

新書
（¼  ）

A5判

A5
（全頁） 175

115

A5
（½  ） 85

55

A5
（¼  ）

A5
（⅙  ）

35

85

115
43

□著作権について
日本食糧新聞社発行の新聞・雑
誌・出版物に掲載の記事、写真、
図、表の二次利用（転載やコピ
ーなど）をご希望の場合は著作
権管理室（☎03-3537-1311）
までお問い合わせください。

▶最新の情報は
こちらをご覧くださいこちらをご覧ください




