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媒体概要

リユース業界唯一の専門新聞

創刊：2000年2月

発行形態：タブロイド版20頁～24頁

発行日：毎月10日・25日

新聞購読料金：14,300円／年間（税込・送料込み）

新聞版 電子版

電子版購読料金：1,100円／月（税込）



①新聞広告（新聞版+ビューアー版+電子版に掲載）

広告の種類

②ウェブ広告（電子版のみに掲載）

●広告掲載の種類をお選びください

リサイクル通信の電子版にバナー広告が掲載できる商品です。ウェブ広告のみのご出稿をご検討の方は
こちらをご選択ください。新聞広告よりもバナーを効果的に表示できます。

リサイクル通信の新聞版（紙）及びビューアー版、電子版に広告が掲載できるお得な商品です。あらゆ
る読者にリーチさせたい場合は、こちらをご選択ください。

オフラインとオンライン幅広くユーザーに訴求

オンラインユーザーに効果的に訴求



新聞広告



新聞広告

新聞版

●新聞広告は以下の3種類に広告が掲載されます

ビューアー版

電子版

電子版記事の下に掲載されるウェブ広告です。掲載期間は、10日号の場合は10日から24日まで。25日号の場合は25日
から翌月9日までバナー広告が掲載されます。新聞版とは別に電子版用にバナー広告原稿をご用意頂く必要があります。
バナー箇所にURLのリンクを設置することができます。

新聞形態でパソコン、タブレット、スマホ等で読める紙面ビューアー版に広告が掲載されます。新聞版用の広告
データがそのまま掲載されます。広告原稿部分にURLのリンクを設置することができます。

新聞（紙媒体）に掲載される広告です。毎月10日、25日に発行しています。ご希望の掲載号及びサイズを選んで掲
載することができます。

2022年1月10日号からスタート

2022年1月10日号からスタート



ビューワー版広告

広告原稿にURLリンクを設置できます



電子版記事下広告

新聞広告掲載で
電子版記事下にも広告が掲載されます！

10日号掲載：10日~当月24日まで

25日号掲載：25日~翌月9日まで

●表示期間

記事下（PC版2枠・スマホ版1枠）

●表示箇所

100％÷掲載本数（均等割合ランダム表示）

●表示割合



出稿までの流れ

①広告掲載サイズ及びカラーと掲載回数を決定

②リサイクル通信からお見積書を発行

③掲載希望号を決定（空き枠の照会）

④広告掲載申込み書を送付
＊Faxまたはmailでお送りください。

⑤広告原稿を作成し入稿
入稿締切日（10日発行号…当月１日・25日発行号…当月15日）

⑥広告掲載後にご請求書を送付

※新聞版用と電子版用の2種類広告データをご入稿ください。



広告サイズと料金

全面広告 大判広告 標準広告 小型広告

天地372mm×左右244mm 天地184mm×左右244mm 天地109mm×左右244mm 天地109mm×左右121mm

¥550,000 ¥275,000 ¥165,000 ¥82,500

＊広告は全てカラー（4C）のみ

＊料金は全て税込み

＊料金は全て1回掲載当りの金額



割引

最大35%割引き
割引のご案内 掲載回数 掲載頻度

割引率

分割支払 一括支払

１回 0% 0%

２回 0% 0%

３回 10% 15%

４回 10% 15%

５回 10% 15%

６回 隔月掲載 15% 20%

７回 15% 20%

８回 15% 20%

９回 20% 25%

10回 20% 25%

11回 20% 25%

12回 月1回掲載 25% 30%

24回 毎号掲載 30% 35%

割引早見表

●掲載回数が多いほど割引率がUP

●３回掲載以上で割引適用

●一括支払いで５％割引加算



割引早見表

全面広告 1回単価 大判広告 1回単価 標準広告 1回単価 小型広告 1回単価

¥550,000 ¥550,000 ¥275,000 ¥275,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥82,500 ¥82,500

1回 0% ¥550,000 ¥550,000 ¥275,000 ¥275,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥82,500 ¥82,500

2回 0% ¥1,100,000 ¥550,000 ¥550,000 ¥275,000 ¥330,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥82,500

3回 15% ¥1,402,500 ¥467,500 ¥701,250 ¥233,750 ¥420,750 ¥140,250 ¥210,375 ¥70,125

4回 15% ¥1,870,000 ¥467,500 ¥935,000 ¥233,750 ¥561,000 ¥140,250 ¥280,500 ¥70,125

5回 15% ¥2,337,500 ¥467,500 ¥1,168,750 ¥233,750 ¥701,250 ¥140,250 ¥350,625 ¥70,125

6回 20% ¥2,640,000 ¥440,000 ¥1,320,000 ¥220,000 ¥792,000 ¥132,000 ¥396,000 ¥66,000

7回 20% ¥3,080,000 ¥440,000 ¥1,540,000 ¥220,000 ¥924,000 ¥132,000 ¥462,000 ¥66,000

8回 20% ¥3,520,000 ¥440,000 ¥1,760,000 ¥220,000 ¥1,056,000 ¥132,000 ¥528,000 ¥66,000

9回 25% ¥3,712,500 ¥412,500 ¥1,856,250 ¥206,250 ¥1,113,750 ¥123,750 ¥556,875 ¥61,875

10回 25% ¥4,125,000 ¥412,500 ¥2,062,500 ¥206,250 ¥1,237,500 ¥123,750 ¥618,750 ¥61,875

11回 25% ¥4,537,500 ¥412,500 ¥2,268,750 ¥206,250 ¥1,361,250 ¥123,750 ¥680,625 ¥61,875

12回 30% ¥4,620,000 ¥385,000 ¥2,310,000 ¥192,500 ¥1,386,000 ¥115,500 ¥693,000 ¥57,750

24回 35% ¥8,580,000 ¥357,500 ¥4,290,000 ¥178,750 ¥2,574,000 ¥107,250 ¥1,287,000 ¥53,625

一括支払い

掲載回数 割引率



割引早見表

全面広告 1回単価 大判広告 1回単価 標準広告 1回単価 小型広告 1回単価

¥550,000 ¥550,000 ¥275,000 ¥275,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥82,500 ¥82,500

1回 0% ¥550,000 ¥550,000 ¥275,000 ¥275,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥82,500 ¥82,500

2回 0% ¥1,100,000 ¥550,000 ¥550,000 ¥275,000 ¥330,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥82,500

3回 10% ¥1,485,000 ¥495,000 ¥742,500 ¥247,500 ¥445,500 ¥148,500 ¥222,750 ¥74,250

4回 10% ¥1,980,000 ¥495,000 ¥990,000 ¥247,500 ¥594,000 ¥148,500 ¥297,000 ¥74,250

5回 10% ¥2,475,000 ¥495,000 ¥1,237,500 ¥247,500 ¥742,500 ¥148,500 ¥371,250 ¥74,250

6回 15% ¥2,805,000 ¥467,500 ¥1,402,500 ¥233,750 ¥841,500 ¥140,250 ¥420,750 ¥70,125

7回 15% ¥3,272,500 ¥467,500 ¥1,636,250 ¥233,750 ¥981,750 ¥140,250 ¥490,875 ¥70,125

8回 15% ¥3,740,000 ¥467,500 ¥1,870,000 ¥233,750 ¥1,122,000 ¥140,250 ¥561,000 ¥70,125

9回 20% ¥3,960,000 ¥440,000 ¥1,980,000 ¥220,000 ¥1,188,000 ¥132,000 ¥594,000 ¥66,000

10回 20% ¥4,400,000 ¥440,000 ¥2,200,000 ¥220,000 ¥1,320,000 ¥132,000 ¥660,000 ¥66,000

11回 20% ¥4,840,000 ¥440,000 ¥2,420,000 ¥220,000 ¥1,452,000 ¥132,000 ¥726,000 ¥66,000

12回 25% ¥4,950,000 ¥412,500 ¥2,475,000 ¥206,250 ¥1,485,000 ¥123,750 ¥742,500 ¥61,875

24回 30% ¥9,240,000 ¥385,000 ¥4,620,000 ¥192,500 ¥2,772,000 ¥115,500 ¥1,386,000 ¥57,750

掲載回数 割引率

分割支払い



新聞広告
制作上の注意事項1

保存形式
●Illustrator（イラストレーター）でデータを作成 ※バージョンCSまたはCCで保存

● 完全データ入稿 を、お願いいたします。

●画像ファイルは、「埋め込み」をお願いいたします。
止むを得ず、画像ファイルをリンクする場合は、半角英数字の名前をつけ、広告

ファイルと画像ファイルを同フォルダ内にまとめてください。

●外枠は、必ずトリムマーク（トンボ）を付けてください。

●文字（フォント）はアウトライン化をお願いいたします

カラー
モード ●CMYK



新聞広告
制作上の注意事項2

データ
入稿

●広告担当者メールアドレス宛てにお送りください。

※容量が大きい場合はメール転送サービス等で、お送り下さい

レイアウトの見本となるデータと、広告ファイルを同フォルダにまとめ、圧縮してお送りください。

※レイアウト見本（PDF等）の添付をお願いいたします（JPGも可）

入稿
スケジュール

●掲載号発行日より10日前にデータ必着

＊年始号・夏季特大号の前後や祝日の多い週では、入稿スケジュールが早まる場合があります。

●原稿審査後、データの修正、又は出稿をお断りする場合があります。



新聞広告
制作上の注意事項3

記事型
広告

●記事型広告の場合、編集頁との違いを
明確にするために広告内に＜広告＞又は
＜PR＞の文字を入れてください。

例）…公正な第三者機関の立証データ無しに「世界一」「No.1」「唯一」「初」「最大」等のオンリーワン表記をし
ているもの。責任の所在が不明確なもの。名誉毀損、プライバシーの侵害、業務妨害や社会秩序を乱すような表現な
ど。
≪オンリーワン表記について≫
①広告クリエイティブ内に「№1」や「唯一」「初」などのオンリーワン表記を使用する際は、第三者機関による直近の調査資料など、
客観的裏付けが必須です。併せて広告内にデータ、出典あるいは調査機関名を必ず明記してください。
②広告クリエイティブ内に自社調べの場合でオンリーワン表記を断定的に表現する場合は、参考にした客観的に確認できる調査資料名
が必要です。併せて広告内にデータ、出典あるいは調査機関名を必ず明記してください。
③広告クリエイティブ内の調査データは原則最新のものを使用し、最新のものが最⾧１年以内であることを条件にします。

広告の
審査

●下記の情報を含む広告は掲載をお断りす
る可能性があります。



新聞広告
制作上の注意事項4

電子版掲載用バナーは2種類のJPGデータをご用意ください
リンク先のURLもご連絡ください

データサイズ①（W600×H500px） データサイズ②（W672×H560px）

表示はW300×H250px 表示はW336×H280px



新聞広告掲載申込書

広告掲載
の諸注意

リサイクル通信 〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15 TEL：03-6260-6948 FAX：03-6260-6945

下記の通り「リサイクル通信」への広告掲載を申し込みます。
申込日 20      年 月 日

●広告サイズ

□全面広告（ 回）

□大判広告（ 回）

●掲載開始希望号：20 年 月 日号から

●お支払方法 □一括支払い □分割支払い

□標準広告（ 回）

□小型広告（ 回）

●掲載ペース：□毎号 □毎月 □隔月 □不定期

●広告の内容・審査によっては、掲載をお断りする場合があります。

●お申込み後の途中解約はお断りさせて頂いております。

●入金後の返金は一切お断りさせて頂いております。

会社名

申込者

部署名

役職

氏名

住所

TEL

全掲載回数（ 回）



ウェブ広告



ウェブ広告

サイズ：W300px×H250px

広告料金：300,000円（1ヵ月・100％表示の場合）

掲載方式：期間と表示割合を選択

＊掲載期間中の掲載原稿変更は不可

＊掲載原稿の審査あり

※掲載原稿は掲載月の前月20日までにお送りください



ウェブ広告料金表

表示割合

表示期間 20% 40% 60% 80% 100%

2週間 - - - - ¥150,000

1ヶ月 ¥50,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥300,000

2ヶ月 ¥100,000 ¥200,000 ¥300,000 ¥400,000 ¥600,000

3ヶ月 ¥150,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥600,000 ¥900,000

4ヶ月 ¥200,000 ¥400,000 ¥600,000 ¥800,000 ¥1,200,000

5ヶ月 ¥250,000 ¥500,000 ¥750,000 ¥1,000,000 ¥1,500,000

6ヶ月 ¥300,000 ¥600,000 ¥900,000 ¥1,200,000 ¥1,800,000

※価格は全て税込み



出稿までの流れ

①広告掲載期間を決定

②リサイクル通信からお見積書を発行

③掲載希望日を決定（空き枠の照会）

④広告掲載申込み書を送付
＊Faxまたはmailでお送りください。

⑤広告原稿を作成し入稿
入稿締切日（掲載月の前月20日まで）

⑥広告掲載開始日にご請求書を送付

※広告データとリンク先URLをご入稿ください。



ウェブ広告
制作上の注意事項

表示はW300×H250px

ウェブ広告バナーは2種類のJPGデータをご用意ください
リンク先のURLもお知らせください

データサイズ①（W600×H500px） データサイズ②（W672×H560px）

表示はW336×H280px



ウェブ広告掲載申込書

広告掲載
の諸注意

リサイクル通信 〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15 TEL：03-6260-6948 FAX：03-6260-6945

下記の通り「リサイクル通信電子版」への
ウェブ広告掲載を申し込みます。

申込日 20      年 月 日

●掲載期間

●掲載開始希望日：20 年 月（１・16）日から

●お支払方法 □一括支払い □分割支払い

（ ヶ月）

●表示割合： 100％ 80％ 60％ 40％ 20％

●広告の内容・審査によっては、掲載をお断りする場合があります。
●お申込み後の途中解約はお断りさせて頂いております。
●入金後の返金は一切お断りさせて頂いております。

会社名

申込者

部署名

役職

氏名

住所

TEL

掲載原稿は掲載月の前月20日までにお送りください

＊他掲載企業との兼ね合いにより、ご希望の表示形式で広告表示ができない場合が
あります。掲載申込前に必ずご確認ください。



原稿制作依頼

広告データ製作でお困りの場合、制作会社のご紹介を行っております。

株式会社ジェイヴイコミュニケーションズ（JVCOM）
営業本部
担当：吉川 友樹
E-mail:yyoshikawa@jvgroup.co.jp
Mobile:070-5591-6182
〒104-0061 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル3F
Tel.03-3542-7921（代表） Fax.03-3542-7933
プライバシ-マ-ク登録番号 第10860574号

URL：https://www.jvgroup.co.jp

＊リサイクル通信では広告制作を承っておりません。
制作依頼の際は下記企業との直接取引でお願いしております。

●制作費用の目安

全面広告：88,000円
大判広告：55,000円
標準広告：44,000円
小型広告：22,000円

バナー広告：11,000円~

※価格は税込み



お問合せ先

株式会社リフォーム産業新聞社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-15 

TEL：03-6260-6948

mail：yamauchi@the-reform.co.jp

担当：山内（やまうち）・瀬川（せがわ）


