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●発 行日 月 3回(5 日、 1 5 日、 25 日）

※但し5月・8月・1 2月は合併号あり

●体 裁／タブロイド版： 1 2ペ ー ジ～

●購読料/ 1 7,000 円(税別)送料込み／年

………… 購読者層 ・ 配布先割合 …………

一 一

建築関係団体直官公庁、
蘊材・設備機器メ ー カ ー

など

地場工務店を中心に
全国の住宅事業関係者に鵬まれています！



「ＮＪＳホームメイカーズ」をこの度発展的に解消し、
2019 年５月から新媒体『Ｅ～Ｊエネ』として発行。
『Ｅ～Ｊエネ』とはＥ（良い）～Ｊ（住宅）エネ（エネル
ギー）の略。
住宅建築におけるエネルギー関連情報に特化して、法
律・技術・助成金等をまとめた専門誌。９月から版型
がＢ５版に変更になります。





原稿段数 掲載料金 原稿段数

１段通し ¥80,000 １段１／２

2段通し ¥160,000 2段１／２

３段通し ¥240,000 ３段１／２

４段通し ¥320,000 ４段１／２

５段通し ¥400,000 ５段１／２

６段通し ¥480,000 ６段１／２

７段通し ¥560,000 ７段１／２

８段通し ¥640,000 ８段１／２

９段通し ¥720,000 ９段１／２

10段通し ¥800,000 10段１／２

全面（11段通し） ¥880,000 11段１／２

突出

記事中

掲載料金

¥140,000

¥480,000

¥270,000

¥250,000

¥270,000

¥450,000

¥990,000

¥300,000

¥500,000

¥70,000

100㎜×238㎜

最終面       ５段通し 169㎜×238㎜

記事中 32㎜×65㎜

センター面      ５段通し 169㎜×238㎜

センター面      全面（11段通し） 375㎜×238㎜

最終面       ３段通し 100㎜×238㎜

65㎜×55㎜ ¥70,000

32㎜×65㎜ ¥60,000

342㎜×238㎜ 342㎜×117㎜ ¥400,000

375㎜×238㎜ 375㎜×117㎜ ¥440,000

272㎜×238㎜ 272㎜×117㎜ ¥320,000

307㎜×238㎜ 307㎜×117㎜ ¥360,000

203㎜×238㎜ 203㎜×117㎜ ¥240,000

238㎜×238㎜ 238㎜×117㎜ ¥280,000

135㎜×238㎜ 135㎜×117㎜ ¥160,000

169㎜×238㎜ 169㎜×117㎜ ¥200,000

〈日本住宅新聞〉

広告規定料金表

■通常号（マリネット紙） モノクロ広告［１段につき￥８０，０００］

原稿サイズ
（天地×左右）

原稿サイズ
（天地×左右）

掲載料金

32㎜×238㎜ 32㎜×117㎜ ¥40,000

65㎜×238㎜ 65㎜×117㎜ ¥80,000

100㎜×238㎜ 100㎜×117㎜ ¥120,000

FAX    03-3823-2566

株式会社    ＮＪＳ日本住宅新聞社企画室    電話    03-3823-2511

（※見開き２ページも可能です）

■通常号（マリネット紙） カラー指定頁広告 センター面広告［１段につき￥９０，０００］

最終面広告   ［１段につき￥１００，０００］

掲   載   面
原稿サイズ

（天地×左右）

１      面      突き出し 65㎜×55㎜

１      面      ３段通し 100㎜×238㎜

２      面      ３段通し（２色） 100㎜×238㎜

２      面      ３段通し（モノクロ） 100㎜×238㎜

センター面      ３段通し



掲載面（コート紙面）
原稿サイズ

（天地×左右）

表１（１面）        突き出し 65㎜×55㎜

表１（１面）        ３段通し 100㎜×238㎜

表２（２面）        ３段通し 100㎜×238㎜

表２（２面）        ５段通し 169㎜×238㎜

表２（２面）        ６段通し 203㎜×238㎜

表３（最終面裏）   ３段通し 100㎜×238㎜

表３（最終面裏）   ５段通し 169㎜×238㎜

表３（最終面裏）   ６段通し 203㎜×238㎜

表４（最終面）       ３段通し 100㎜×238㎜

表４（最終面）       ５段通し 169㎜×238㎜

表４（最終面）       ６段通し 203㎜×238㎜

表２対向（３面）   ３段通し 100㎜×238㎜

表３対向     ３段通し 100㎜×238㎜

表３対向     ５段通し 169㎜×238㎜

センター面  ３段通し 100㎜×238㎜

センター面  ５段通し 169㎜×238㎜

センター面      全面（11段通し） 375㎜×238㎜

掲      載      面
原稿サイズ

（天地×左右）

１   面     ３段通し 100㎜×238㎜

２   面     ３段通し 100㎜×238㎜

３面～15面         ３段通し 100㎜×238㎜

16面（最終面）   ５段通し 169㎜×238㎜ ¥550,000

掲載料金

¥450,000

¥990,000

¥540,000

¥380,000

¥360,000

掲載面（マリネット紙）

¥300,000

¥270,000

¥450,000

¥270,000

¥485,000

¥582,000

¥351,000

¥585,000

¥702,000

■特別号（表紙：コート紙）

■E～Ｊエネ（イージェネ）

※広告料金表についてご不明な点があれば、ＮＪＳ日本住宅新聞社・企画室までお願い致します。

株式会社    ＮＪＳ日本住宅新聞社   企画室

カラー広告   季刊発行：６月(初夏号)､12月(冬号)(タブロイド版･上質紙)／４月(春号)･10月(秋号)

■ユーザー版

カラー広告  季刊発行：３月（初春号）､５月（初夏号）､９月（秋号）､12月（冬号）（Ｂ５版・コート紙）

※広告掲載料金等の詳細がまとまりしだい、掲載させていただきます。

カラー広告［新年号・暑中号・その他特集号〈※ユーザー版   春号（４月）、秋号(10月）〉］

掲載料金

¥180,000

¥540,000

¥321,000

¥535,000

¥642,000

¥291,000
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