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日本食糧新聞
「日本食糧新聞」は、昭和18年創刊の食品業界トップ専門紙
食品業界に携わる方々に日々刻々と変化する業界の動きを紙面、画面を通じ多面的に報道します

紙面

◆全国食品スーパー740店舗のPOS情報が掲載されている

「POSデータにみるシェア」面

発売月ごとの新製品情報が毎号掲載されている

「商品Watch」面

◆注目の卸・小売、業務用卸などの流通に関する情報を

　取り上げている業界特集

◆大手スーパー、CVS、百貨店、ドラッグストアーなど

　小売業の最新情報は「流通」面

◆日々刻々と変化する食品業界の動きを

　タイムリーに取り上げている「総合」面

◆新社長にこれからの企業戦略を聞く

　新トップ登場

◆今話題の商品特集企画が満載！

日本食糧新聞・電子版は、平成4年以降の日本食糧新聞全記事約39万件を収録し、検索して記事全文を読むことができます。
また本電子版は、日本食糧新聞以外にも日食外食レストラン新聞、百菜元気新聞、月刊食品工場長の記事も収録しています。
■「日本食糧新聞･電子版」の詳しい内容は、P.26をご覧下さい。

新聞購読料
＋

電子版1,000円（月額・税別）

日本食糧新聞プラス電子版セット購読

印象に残る新聞、機能を使う電子版。
だから、お得なセット購読をお勧めします。
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広告掲載料金表

サイズ表

概要

● 掲載日、掲載場所指定の広告は表中の料金の20％増になります。
●第一面のサイズは全４段です。
● 広告版下の入稿は、完全データでお願いいたします。入稿データは
「Adobe Illustrator」のEPS形式（CC対応）。フォント（文字）は、
すべてアウトライン化してください。
　入稿データは、原則返却いたしません。
　ラフ原稿から制作の場合、制作費（15,000円～）がかかります。
　詳細は、担当までお問い合わせください。
●広告掲載予約は常時受け付けています。
● 原稿の入稿は原則として発行日の７日前とします。
●その他諸条件は担当者におたずね下さい。

I
15段
⅓  

発行部数
92,500部（令和２年６月末現在）

発行形態
週３回（月・水・金）、平均16頁建て（ブランケット判）

読者層分布

経営者、管理職をはじめ、企画・営業・研究・開発など幅広い層からの支持を得ています。

購読料金

期　　  間 料　　  金
 1　ヵ　月 5,147円
 3　ヵ　月 15,441円
 6　ヵ　月 30,882円
 1　　　年 61,764円
   （税別）

●広告原稿制作料金は含まれておりません。
● 段単価＝ 100,000円（1～10段まで）、
ただし、15段（全面）の場合、割引させて頂きます。
　例：５段（１段×５）＝500,000円

■カラー料金上記金額に追加
  カラー（4c）　 400,000円（税別） 

  関東
５４．１％
（東京地区４５．７％）

レトルト缶
びん詰・冷凍
食品
１０．２％

農水加工品
１２．２％

各種調味料
８．３％

し好飲料
・製菓
５．２％

製粉・粉加工品
　　　　７．３％

食肉
乳製品・油脂
　　　５．８％

酒類製造
　６．１％

機械・資材
　　８．５％

団体・官庁
２．４％

 その他
 ２．６％

北海道
３．７％

東北
３．２％

中部
８．９％

近畿２２．３％

中国１．８％
四国１．１％
九州・沖縄４．８％ 海外０．１％

酒類・食品販売業者
　（含む小売・卸）
　　　　　３１．４％

地区別業種別

スペース（段数） サイズ  天地×左右（㎜） 料金（円）

A 15段（全面） 534×388 1,250,000

B 5段 175×388 500,000

C 4段 139×388 400,000

D 5段½  175×192 250,000

E 3段½  103×192 150,000

F 2段½  67×192 100,000

G 突出し 65×52 100,000

H 記事中 31×67 70,000

I 15段⅓ 534×127 500,000

J 題字下 65×30 150,000

B
5段

G 突出し
H 記事中

F 2段½  D
5段½  E

3段½  
C
4段

J 題字下

特殊サイズ

記事体広告対応可能、紙とWebで相乗効果。
記事の二次利用も。

日本食糧新聞社の記者が取材、通常の記事体裁
での掲載が可能です。純広告だけでは伝えられな
い、製品やサービスの促進、企業周年、商品周年
特集など企業価値の発信として活用できます。
　掲載された記事体広告は、日本食糧新聞・電子
版（https://news.nissyoku.co.jp/）にも掲載さ
れますので、さらに効果が期待できます。
　また、記事の二次利用（要申請・有料）も可能
ですので、チラシやパンフレットなどの営業販促
ツール、展示会やイベントでのパネル展示などに
ご活用いただけます。

段数 天地（mm）

1 32

2 67

3 103

4 139

5 175

6 210

7 246

10 352

15 534

左右（mm）

通し 388

½  192

⅓ 127

¼  95

A
15段
（全面）

〈お問い合わせ〉日本食糧新聞社　
編集営業本部　糸洌（いとす）、土岐（とき）まで
〒104-0032　東京都中央区八丁堀２-14-４ヤブ原ビル7階

TEL　03-3537-1303　  FAX　03-3537-1072
広告媒体資料はWebでもご確認いただけます。https://news.nissyoku.co.jp/news/ad/

□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。

特集一覧
流通

全国小売流通 /全国卸流通 /近畿中四国小売流通 /近畿中四国卸売流通 /北海道流通 /東北流通 /東北業務用流通 /関東小売流通 /中部流
通 /近畿中四国業務用低温流通 /関西地域卸 /中国地区小売流通 /中国地区卸流通 /ドラッグストア /生協 /中元ギフト /歳暮ギフト

冷凍・チルド 冷凍食品

乳肉・油脂・アイスクリーム
チーズ /マーガリン類 /ヨーグルト・乳酸菌飲料 /食肉・食肉加工品 /ごま油 /こめ油 /オリーブオイル /育児用調製粉乳・ベビーフー
ド /ヘルシーオイル (健康・機能性食用油 ) / アイスクリーム

糖類・菓子
ビスケット /ガム・キャンデー /チョコレート /ジャム /スナック菓子 /デザート /スイーツ&ベーカリー /シリアル食品 /米菓 /
バレンタイン

農産加工
乾物・海産物・豆類 /加工ごま /鏡もち /きな粉 /なめ茸・山菜加工 /包装もち /こうや豆腐 /片栗粉 /漬物 /コメビジネス最前線 /
トマト加工品 /包装米飯 /野菜加工 /凍結乾燥食品 /ビーフン /高機能性米 /東北乾物 /いりぬか /納豆 /穀粉 ･製菓原材料

水産加工
（ふりかけ・茶漬け含） 花かつお ･削り節 /水産練り製品 /ふりかけ ･お茶漬け /昆布加工品 /寒天 /海苔

小麦加工 パスタ・パスタソース /プレミックス /中華まん /即席麺 /生麺 ･冷凍麺 /製粉 /全国麺類 /パン /パン粉

飲料
緑茶 /ココア /缶コーヒー /昆布茶 /紅茶 /コーヒー・コーヒー用クリーム /頑張る中小飲料メーカー /全国清涼飲料 /
ミネラルウオーター /麦茶 ･健康茶 /茶系飲料 /野菜 ･果実飲料

酒類 ワイン /清酒 /ウイスキー /ワイン /海外ブランドビール /酒類流通 /国産・日本ワイン /本格焼酎 /RTD / 輸入洋酒

味噌・醤油 全国醤油 /全国味噌 /即席味噌汁

調味
（スープ・マヨネーズ含）

中部鍋つゆ /加工わさび /からし /鍋物調味料 /釜めし・混ぜご飯の素 /スパイス /塩 /だしの素 /炒飯の素 /カレー /東北つゆ /
焼肉のたれ /メニュー用調味料 /九州つゆ /ソース /食酢・食酢ドリンク /つゆの素 /スープ /マヨネーズ ･ドレッシング /
みりん類・料理酒 /すしの素

びん・缶詰・レトルト 缶詰・瓶詰・レトルト食品

機械・副資材 ジャパンパック（東京パック）/FOOMA / モバックショウ（隔年）/Hard&Soft 新春

医薬・バイオ・健康・添加物 低糖質商品 /健康・機能性食品 /特定保健用食品 /プロテイン・高タンパク質商品

外食 中部外食産業 /全国外食産業・業務用卸 /北海道ラーメン /全国学校給食週間 /和食

惣菜・中食 惣菜管理士 /パウチ惣菜 /中食産業 /ファベックス

その他 災害食 /業種 ･カテゴリー別天気予報 /FOODEX JAPAN/ 代替食関連

企業 企業経営戦略 /企業・ブランド周年 /新工場竣工 /商品PR

（税別）

（税別）

▶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




