
配布可能世帯へ確実にお届け!

エリア内到達率84.5%!!

女性をメインターゲット

折込チラシで、町・丁目別配布も可能！！

特徴

紙面

発行エリア
交流人口の多い県都・宇都宮環状線内の中心地をメインターゲットに、月２回発行
しています。配布エリアも順次拡大し、暮らしに密着した情報をお届けいたします。
下野新聞取り扱い新聞販売店を中心に、各ご家庭へ確実・丁寧にポスティングします。

Miaを配布する地域の情報はもちろん、気に
なるグルメ情報や、ファッション情報など、知
りたい地元のお得な情報がい～っぱい。また
エリア内のショップ紹介やイベント情報、子育
て情報、簡単レシピ・プレゼントなど、地元の
気になる情報も掲載していきます。

宇都宮市の中心部に合計約104,200部を
月２回発行します。

下野新聞社のグループ会社が発行、信頼できる新聞販売店スタッフを中心にポスティング

140年の歴史に裏付けられた下野新聞社の関連会社が発行。地域のご家庭を知り尽くす、宅配のプロ
『新聞販売店スタッフ』を中心にMiaのポスティングを担当するから、確実、丁寧に各ご家庭にお届けいたします。

配布エリア全てを現地調査し、宅配可能世帯数を算出。各ご家庭に無料で定期配布します

Miaは月2回104,200部発行の宅配型ポスティングでの配布で、全世代にリーチが可能です。

地域密着の情報で、ファン層を拡大

地域の情報に加えて、Miaには女性の興味関心を喚起するグルメ情報やファッション情報などを盛り込むことで、
読者ファンを獲得。上質紙を使ったフルカラー印刷のため、保存率や回読率の向上も期待できます。

お客様独自の折込チラシなど、既存印刷物もご利用いただける

折込チラシを新聞未購読者へも届けられます。また、Miaでの折込チラシは、配布エリア内の町別・丁目別に配布
することが可能なので、さらなるピンポイント販促に活用いただけます。

タブロイド版8ページオールカラーで親しみやすい!!

タブロイド版8ページオールカラーで親しみやすい!!

区域内世帯：　　　　 世帯  （2021年1月末現在）　配布部数   　　　　 部　 エリア内到達率　　　％
中 心 地 区：　　　　 世帯  （2021年1月末現在）　配布部数　   　　　 部　 エリア内到達率　　　％
駅 東 地 区：　　　　 世帯  （2021年1月末現在）　配布部数　   　　　 部　 エリア内到達率　　　％
　　　　　：　　　　 世帯  （2021年1月末現在）　配布部数　   　　　 部　 エリア内到達率　　　％

発　行　日：土曜日（月２回）
配　布　日：発行日前の 水・木・金 ※天候等により配布日が前後する場合もございます。

※別途ショッピングモールやスーパーなどでも設置しております。

鶴田・江曽島・
　　　戸祭地区
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月2回
土曜日発行地域密着の10.4万部

※紙面レイアウトはイメージです。

広告枠（全5段）
272,000円

（税込299,200円）

広告枠（全5段）
272,000円

（税込299,200円）
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広告枠（全４段）
198,000円

（税込217,800円）

広告枠（全４段）
198,000円

（税込217,800円）

広告枠（半４段）
99,000円

（税込108,900円）

P3

広告枠（全11段）
544,000円

（税込598,400円）

P2

一人でも、仲間とでも
ふらりと気軽に立ち寄れる
カジュアルなイタリアン酒場
東武宇都宮駅東口そば、入口に下げられた
トリコロールカラーの提灯が目印の「Serata
（セラータ）」。ふらりと立ち寄れるカジュアル
な雰囲気のなか、奥行きのある開放的な空
間で、一人でも気軽に創作イタリアンやワイ
ンなどのお酒を楽しめます。定番のおつまみ
（400円程度～）から、写真のハーブの風味
をいかした『ポルケッタ（豚バラのロースト）
とお野菜（税込1,320円）』など、肉や魚から
なるメインまで、季節の食材を使った店主自
慢の料理は、どれも本格的ながらリーズナブ
ルなものばかり。人気の『前菜盛り合わせ
（税込1,540円）』は、旬の野菜をたっぷり
使ったボリューミーな一皿となっています。
予算に応じたパーティープラン（税込4,500
円～ 飲み放題付2時間）も可能なので、ぜひ
スタッフまで相談を。

「Mia38号を見た」と声がけしたお客様に、

おつまみ一品サービス
（1グループにつき一品）
（有効期限2021年1月9日まで）

PresentPresent 突き出し
縦50mmx横60mm

住

休

宇都宮市江野町7-16　　028-616-3919
17：00 ～ 23：00
日曜（※月曜が祝日の場合、日曜営業・月曜休み。月1回、日～月曜連休あり）
※12/30～ 1/3は休み
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タウン情報紙Mia（ミア）

　　（１）　　　2020 年 12月 12日（土） M i a

栃木ダイレクトコミュニケーションズ株式会社
宇都宮市昭和 1-8-11  下野新聞社内  Tel.028-688-7850
https://www.tochigi-dc.co.jp

【発  行】◆Mia はイタリア語で
　「私の」という意味です

私の街、私の暮らし タウン情報紙「Mia」
宇都宮の中心部に101,000部発行

次号発行は1月9日です

グルメ記事枠
70,000円

（税込 77,000円）

突き出しＡ
45,000円

（税込49,500円）
Mia’s

インフォメーション

広告枠（全４段）
198,000円

（税込217,800円）

記事体広告枠
（1～３枠）
記事体広告枠
（１～３枠）

中心
地区 駅東地区

鶴田・江曽島・
戸祭地区

インターパーク

豊郷台

タウン情報紙 Mia

配布エリアなどの
詳細はこちらから

配布エリア

読者
の声

読者層

・情報量が飽きの来ない必要最小限で分かりやすい
・紙質がタブロイド版と違い上質で好感がもてる
・毎回楽しみにしている、心待ちにしている
・お店、本、歴史などの知らない情報が載っていて面白かった
・引っ越して間もないので地元情報がとてもありがたい
・私の知らない身近な情報が沢山連載されたタウン情報紙
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男女年代別
■男性　■女性

・丁度いい情報量で手軽に読める
・すごいリサーチ力と感度の高さがあり感心している
・地元の飲食店が掲載されて親近感が湧く
・フリーペーパーなのにリッチな感じ
・全体的な色遣いが可愛くて見ていて楽しい
・地域に密着した素晴らしいタウン誌

突き出しＡ
50,000円

（税込55,000円）

突き出しB
120,000円

（税込132,000円）

Mia’s work

123,386
25,038
47,638
50,710

104,200
22,690
39,920
 41,690

84.5
90.6
83.8
82.2



さらに町名別・丁目別での折り込みにも対応可能。
きめ細やかな販促にご利用いただけます。

紙面配布時に、折り込み広告として一緒に配布します。
貴社ご利用の既存のチラシなどをそのまま流用いただけます。

【別途お見積もり】
★厚紙、特殊、変形、連合広告など 
★はがき形態や封筒形態が刷り込みされたもの

単価折込チラシ料金
B4まで
B3まで
B2まで

（税込4.18円）
（税込5.17円）
（税込9.9円）

3.8円
4.7円
9.0円 申し込み締め切り／発行日の前週水曜日

チラシ納品締め切り／発行日の前週金曜日正午

宇都宮環状線内の戸建て、アパート、マンションに配布!!

折込料金

4.18円
より

（税込）

長期スポンサー契約割引  3万部/月以上　
6か月契約で10％、3か月契約で5％を
折込料金から割引きいたします！

広告料金

折込料金

長期スポンサー契約割引き

広告料金

※媒体審査により不適切と判断された業種または広告・折込チラシの内容によっては掲載・チラシ折込をお断りする場合があります。

6か月契約で15％、3か月契約で10％を
掲載料金から割引きいたします！

宇都宮市中心部へ　　　　　　　に届く

宅配型ポスティングメディア

中心
部に

つよ
い！

下野新聞社のグループ会社が発行しています

ダイレクト
記事下広告枠他

272,000円
198,000円
  99,000円
544,000円
  50,000円
  45,000円
120,000円

（税込299,200円）
（税込217,800円）
（税込108,900円）
（税込598,400円）
（税込55,000円）
（税込49,500円）
（税込132,000円）

全5段（1面・終面）
全4段
半4段
全11段

１面突き出し
突き出しA
突き出しB

横 258mm×縦 172mm
横 258mm×縦 137mm
横 128mm×縦 137mm
横 258mm×縦383mm
横 65mm×縦 60mm
横 65mm×縦 60mm
横 60mm×縦 240mm

スペース 掲載料（制作料別途） サイズ 記事の下側などに入る広告です。
目に入りやすく、ビジュアル効果の高い訴求で
アピールできます。

対応アプリ／ Adobe IllustratorCC 
カラー ／CMYK（トンボ塗り足し不要）※特色利用不可
フォント／アウトライン　　　
画　像／EPS保存、CMYK、解像度300～350dpiで、必ず埋込
入　稿／メール、DVD-R、CD-R
入稿締め切り／発行日の前週水曜日正午必着

入稿形態

記事体広告枠
文字で伝える広告です。
規定のフォーマットに沿った広告枠で、
客観的な視点での告知が可能です。
※文字数を減らして写真を大きく入れることもできます。

※統一で、基本情報（住所・TEL・URL・社名が入ります)

スペース
グルメ記事枠

記事体1枠

記事体2枠

記事体3枠

掲載料（制作料込）

70,000円

49,000円

82,000円

115,000円

（税込77,000円）

（税込53,900円）

（税込90,200円）

（税込126,500円）

サイズ
約横258mm×縦 135mm程度
グルメ記事枠は取材料込みになります。

タイトル10文字程度、本文200文字まで、写真1点。
弊社取材の場合、取材料11,000円（税込）。

タイトル20文字程度、本文850文字、写真大小。
弊社取材の場合、取材料11,000円（税込）。

タイトル15文字程度、本文300文字まで、写真2点。
弊社取材の場合、取材料11,000円（税込）。

入稿形態
対応アプリケーション／Word、Excel、Text、メール他
完全文字データ＋写真データ

入稿締め切り／発行日の前々週水曜日正午必須
※規定フォーマットでの掲載となります。

募集連合特集の広告枠です。
求人募集広告枠
スペース 掲載料（制作料別途） サイズ

1枠
2枠

30,000円
60,000円

（税込33,000円）
（税込66,000円）

横 60mm×縦 65mm
横 123mm×縦 65mm

入稿形態は、記事下広告等に準じます。
募集広告については、最低掲載項目がございます。
制作前に、営業担当へご確認ください。

※統一で、基本情報（住所・TEL・URL・社名・QRコード・地図が入ります)

企画紙面の広告枠です。
企画紙面広告枠
スペース 掲載料（制作料込） サイズ

インフォメーション1枠

インフォメーション２枠

35,000円

60,000円

（税込38,500円）

（税込66,000円）

タイトル15文字程度、本文90文字程度、写真1点。
クーポンご提供の場合は、別途クーポンスペース。
弊社取材の場合、取材料11,000円（税込）。
タイトル30文字程度、本文290文字程度、写真3点。
クーポンご提供の場合は、別途クーポンスペース。
弊社取材の場合、取材料11,000円（税込）。

入稿形態は、記事下広告等に準じます。
制作前に、営業担当へご確認ください。

〒320-0032　栃木県宇都宮市昭和 1-8-11 下野新聞社内
https://www.tochigi-dc.co.jp/

お問い合わせ

TEL. 028-688-7850
　　　　　　　（平日9:00～17:00）

FAX. 028-688-7851

下野新聞グループ

月２回 土曜発行

10.4万部
エリア内到達率

84.5%

私の街、私の暮らし　タウン情報紙私の街、私の暮らし　タウン情報紙

2021.03

※年末年始・GW・お盆等を除く


