プランジュ オリジナル

｢るるぶ＋まっぷる：横浜・みなとみらい・中華街２０15-16｣企画書

「るるぶ横浜」と「まっぷる横浜」お得なセットプラン！
一誌２０％OFF がセットでさらに１０％OFF！

セットで
さらにお得！

２０％
OFF

２０％
OFF

セットでさらに
１０％OFF！
両誌共 2015 年 1 月発行予定。現在発売中の「るるぶ横浜」と「まっぷる横浜」の表紙です。
☆ＪＴＢパブリッシング（るるぶ）及び昭文社（まっぷる）発行の「媒体資料」もご参照下さい。
＊セットでさらに１０％OFF となります。 ＊既得ページや特殊ページなどは割引率が異なります。又、るるぶの｢宿カタログ｣などは対象外となります。
＊一誌で原則２０％OFF となります（一部対象外あります）。
＊フリーペーパー等、他の媒体とのセット割引も可能です。お気軽にお問合せ下さい。

お問合せ

㈱京映プランジュ

045(548)9617

www.planju.co.jp

プランジュ オリジナル「るるぶ＋まっぷる横浜２０15」セットプラン

◆プランジュだけの特典◆
特典
例１

例）るるぶ本文１ページ５９万円⇒年間 472,000 円

｢るるぶ横浜｣又は
｢まっぷる横浜｣が
２０％OFF！

＊決定優先！ 当社既得のるるぶ表２対向又は表３対向あり。
但し、表２対向は１０％OFF、表３対向は 15％OFF となります。

＊割引率の異なるページや対象外の企画もあります。

特典
例２

｢るるぶ横浜｣と｢まっぷ
る横浜｣のセットだと
さらに１０％OFF！

特典
例３

他の媒体(tvk やフリーペー
パー等)とのセットプラン
あり。さらにフェイスブッ
ク制作無料などプランジュ
ならではの特典あります。

例）るるぶ＋まっぷるの場合
るるぶ本文１ページ５９万円⇒20％OFF の４７２，０００円
まっぷる本文１ページ５５万円⇒20％OFF の４４０，０００円
⇒合計９１２，０００円をさらに１0％OFF 年間「８２０，８８０円」

①横浜の代理店として、他のメディア（「ぱど」や「アーバン」、「リビング」
｢テレビ神奈川｣「FM ヨコハマ」等）とのセット割引も可能です。
②分割払いの相談も承ります（原則半年以内のご請求）
③フェイスブックの無料制作します（各設定、各画面制作、ｆｂ広告等の
ご指導サービス）＊条件により有料になる場合あります
④その他、地元の代理店として、お得な企画やサービスをご用意してい

＊いずれも年間価格。消費税別です。
＊原稿はデータ入稿又は別途制作費が生じます。
＊掲載ページや企画により割引が変更、対象外がありますが、
予めご了承願います。お気軽にご相談下さい。

お問合せ

ますので、お気軽にお問合せ下さい。

㈱京映プランジュ

045(548)9617

www.planju.co.jp

プランジュ オリジナル「るるぶ＋まっぷる横浜２０15」セットプラン
「るるぶ横浜 2015-16」年間料金表

初回流通 117000 部発行

＊「るるぶ」のみのお申込みの場合
掲載ページ

掲載料⇒割引価格

本文 1 頁
＊巻末附近の掲載

表２対向１頁
当社既得・決定優先

表３対向１頁
その他① 既存優先ページ
表４---------------→
表２---------------→
巻頭・目次対向------→
表３---------------→
縦 1/3 頁-----------→
別冊表４-----------→
その他②
宿カタログ１頁-------→
宿カタログ 1/2 頁-----→
宿カタログ 1/4 頁-----→
宿カタログ 1/8 頁-----→

発行予定 16 万部

＊「まっぷる」のみのお申込みの場合
備考

掲載ページ

１頁定価５９万円の２０％OFF
⇒472,000 円

特別割引
２０％OFF

本文 1 頁

１頁定価５９万円の１０％OFF
⇒531,000 円

特殊ページ扱い
１０％OFF
特殊ページ扱い
１５％OFF

巻頭・目次対向

１頁定価５９万円の１５％OFF
⇒500,000 円

当社既得・決定優先

「まっぷる横浜 2015-16」年間料金表

＊割引率は確認になります。

１頁定価８７万円⇒未定
１頁定価７７万円⇒未定
１頁定価６３万円⇒未定
１頁定価６３万円⇒未定
縦 1/3 頁２７万円⇒未定
１頁定価６３万円⇒未定

既存優先ページ
になりますので、
空き枠と割引率の
確認は 9 月下旬と
なります。予めご
了承願います。

＊原則定価です。
１頁定価５９万円
1/2 頁定価３０万円
1/4 頁定価１６万円
1/8 頁定価 95,000 円

申し訳ありませ
ん。宿カタは 20％
OFF 対象外の企
画です。セットの
10％OFF は可能
です。

掲載料⇒割引価格

＊巻末附近の掲載
＊巻頭の目次頁の向かい側
その他 既存優先ページ

表４---------------→
表２---------------→
表２対向-----------→
表３---------------→
本文 1/2 頁---------→
縦 1/3 頁-----------→

備考

１頁定価５５万円の２０％OFF
⇒4４0,000 円

特別割引
２０％OFF

１頁定価６５万円の２０％OFF
⇒５２0,000 円

特別割引
２０％OFF

＊割引率は 20％以上の予定です

１頁定価８０万円⇒20％～OFF
１頁定価７０万円⇒ 〃
１頁定価６５万円⇒ 〃
１頁定価６０万円⇒ 〃
1/2 頁３０万円⇒
〃
縦 1/3 頁２２万円⇒ 〃

既存優先ペー
ジになりますの
で、空き枠の確
認は 11 月頃と
なります。
予めご了承願
います。

年間価格ですので、分割も可能です。
お気軽にお問合せ下さい☆
＊原則６ヶ月以内のご請求となります。

「るるぶ横浜」＋「まっぷる横浜」をセットでお申込みを頂きますと
上記価格から「さらに１０％OFF」させて頂きます。
例）るるぶ本文１ページ５９万円⇒２０％OFF の４７２，０００円
まっぷる本文１ページ５５万円⇒２０％OFF の４４０，０００円

合計 912,000 円⇒セット割引１０％OFF の 820,800 円（税別）

・原稿の制作費は含まれていませ
ん。データ入稿又は当社にて制
作承ります（別途お見積）
・申込初回締切 2014 年 9 月下旬、
最終締切 11 月上旬
・原稿締切 11 月中旬

☆ＪＴＢパブリッシング（るるぶ）及び昭文社（まっぷる）発行の「媒体資料」もご用意しています。

お問合せ

㈱京映プランジュ

045(548)9617

www.planju.co.jp

プランジュ オリジナル「るるぶ＋まっぷる横浜２０15」セットプラン
◆「るるぶ横浜」「まっぷる横浜」の主な特徴◆
１）横浜のガイドブックとして、シェア１位と 2 位を占める代表的な横浜の情報誌です。
２）書店、コンビニでも最も目に付きやすい場所に設置・販売しています。
３）横浜エリア版が他のエリア版と異なる特徴としまして、「観光客向けの情報誌」ではありますが、地元ユーザ
ーの方が大変多く利用されている点です。理由としましては毎年新しいアミューズメントの誕生やイベント展開
がされる横浜では地元の方にも「一家に一冊の情報誌」として需要があるからと思われます。
ですので、観光客の方だけでなく、「地元ユーザーの方を対象にした情報誌」ともいえます。
方が日頃の生活情報誌」として、活用されていることです。つまり
３）年に 1 回の発行ですので、コスト的にも大変お得な販促媒体としてご利用頂けます。（１頁・月額約 46000 円）
＊当社では分割払いも可能です。
４）売り切れの場合は増刷＆補充されますので、年間を通して販売されます。

るるぶ横浜の特集内容（予定）
１：横浜最新ニュース
２：横浜グルメ特集
３：みなとみらいエンタメ特集、他
４：別冊付録
・横浜中華街
・横浜タウン MAP

その他主な仕様（予定）
サイズ：AB 版 257×210mm
発行月：2015 年 1 月、800 円＋税
初回流通部数：11 万 7 千部

まっぷる横浜の特集＆特徴（予定）
１：横浜と港町周辺エリアのおすすめ情報
を満載。
２：中華街の本格中華料理、元町ショッピ
ング、八景島、各地ミュージアムなど、
グルメ＆レジャー情報を収録。
３：美しいビジュアルもふんだんに使用さ
れた誌面。あらゆるニーズに応える最
適な一冊です。

その他主な仕様（予定）
体裁：AB 版、右開き、136 ページ
発行月：2015 年 1 月、800 円＋税
発行予定部数：16 万部

☆ＪＴＢパブリッシング（るるぶ）及び昭文社（まっぷる）発行の「媒体資料」もご用意しています。必要な際はお気軽にお問合せ下さい☆

お問合せ

㈱京映プランジュ

045(548)9617

www.planju.co.jp

