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「カルナビ」は、公益財団法人江東区文化コミュニティ財団が発行する地域密着の情報紙です。

カルナビ広告掲載のご案内

❶掲載料金は、１回あたりの金額で、消費税・版下代を含みます。
　詳細は、中面をご参照ください。版下作成にあたり原稿・写真・イラスト等をご用意ください。
❷掲載月に見本紙をお送りする際、請求書を同封します。
 広告料は、掲載月の末日までに江東区文化センター窓口にてお手続きいただくか、指定の銀行口座（みずほ銀行・請求書に記載）
へお振込みください。なお、振込手数料は、入金額とは別に、お客様のご負担となります。 ※年度一括支払も承ります。

❸広告料の支払いを延滞された場合、今後の掲載をお断りする場合があります。
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❶江東区内に教室または事業所のある方（企業・業者）を優先いたします。
区外の方（企業･業者）、大型店、チェーン店につきましてもお申込みいただけますが、区内に教室または事業所（中小規模店舗）の
ある方を優先します。また、掲載内容における下記の制限事項について審査させていただいた後、掲載を決定します。（掲載決定後
も入稿原稿の内容によっては変更していただく場合があります）
❷掲載にあたっての制限事項　次のいずれかに該当するものは掲載できません。
1. 公益財団法人江東区文化コミュニティ財団情報紙の内容、公共性、及びその品位を損なうもの
2. 政治活動、宗教活動、意見広告、個人宣伝に関わるもの
3. 公序良俗に反するもの
4. その他　発行者が妥当でないと認めるもの
※整骨院・鍼灸院・エステなど、広告に制限があるものは、お申し込み時に江東区保健所にて内容確認をさせていただきます。

☎ 03-3644-8119 
FAX 03-3646-8369　E-mail culnavi-koto@kcf.or.jp
〒135-0016　江東区東陽4－11－3　江東区文化センター内
ホームページ　https://www.kcf.or.jp

お申し込み
お問い合わせ 管理課 カルナビ広告担当

江東区文化センター（東陽町）
森下文化センター
古石場文化センター

豊洲文化センター
亀戸文化センター
東大島文化センター

砂町文化センター
総合区民センター
ティアラこうとう（江東公会堂）

深川江戸資料館
芭蕉記念館
中川船番所資料館

発行概要
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10 11 12発行月

特 集 号
（４ページ）

通 常 号
（４ページ）

※10日が平日の月曜日または新聞休刊日にあたる場合は変更になります。

配布・設置場所

発行日：月1回・毎月10日発行

仕様 ： ブランケット判 （仕上がりサイズ：縦546×横406.5mm） ４ページ （4・9・3月号は増ページのため8ページになります。） 

発行部数：約95,000部

掲載について

料金について

完全データ作成について

● 財団各施設に設置

● 江東区医師会病院・診療所（約260箇所）の待合室に設置　● 財団ホームページに掲載
● 江東区内全域 日刊６紙（読売・朝日・毎日・東京・産経・日経）に折り込み
● 区内公共施設（出張所・図書館・スポーツセンターなど）に設置　● 区内の駅の広報スタンドに設置（JRを除く）

１・4 面：カラー
２・３ 面：モノクロ

 ４ 月：全面モノクロ
 ９・３ 月：全面カラー

完全データ入稿とは、広告主様でそのまま印刷に使用できるデータを作成していただくことです。
● ファイル形式：Adobe Illustrator（.ai ／バージョンはcs6まで）
● サイズ：中面の広告サイズ通りに作成してください。トリムマーク（トンボ）は必要ありません。
　 ２枠の場合は、２mm（枠と枠の間分）増やしたサイズで作成してください。（３枠以上の場合も同様にサイズを調整）
● カラーモード：１・４面はCMYK、２・３面はグレースケールで作成してください。
● 文字のアウトライン：フォントは全て「アウトラインを作成」してください。
● 配置画像：１・４面はCMYK、２・３面はグレースケールで作成し「埋め込み」処理してください。
● 見本データ：確認用としてPDFを作成し、添付してください。
● データの送信：重い場合は、大容量データ便サイトなどを利用して広告担当のEmail アドレス宛に送信してください。
● 送信先 Email アドレス：culnavi-koto@kcf.or.jp

Ⓡ

受付時間9:00～17:00
土日祝日を除く

（新聞購読者数により変動あり）

2021年12月
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空き状況に応じてお申込みいただけます。

広告枠のサイズと料金

広告掲載までの流れ 特典

縦48mm×横92mm 縦48mm×横44mm
縦40mm×横74mm

48,000円 24,000円 13,000円
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2･3面 1コマ 特集号※2･3面 1コマ1面 1コマ 1面 ハーフサイズ 1コマ

料金は1回掲載分（1コマ）の料金です。  版下代・消費税を含みます。

1面 4面

縦60mm×横60mm
26,000円

60mm
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3面

縦40mm×横60mm
15,000円

60mm

3面上部 1コマ

■ モノクロ

2面

■ モノクロ

広告担当へ「広告の空き状況」
をお問い合わせください。
先着順でご予約承ります。
ご希望の広告枠が取れました
ら、所定の「申込書」にご記入
の上、広告担当までお送りくだ
さい。

申込書はホームページからも
ダウンロードできます。

● レイアウト案（手書きでもOK）
● 原稿、指定のイラスト・写真
などメール・FAX等でお送り
ください。締切日は掲載月の
前月1日頃です。

※広告主様による完全データで
入稿も可能です。データ作成
方法については4ページをご
覧ください。

Email culnavi-koto@kcf.or.jp
FAX 03-3646-8369

※10日が平日の月曜日または
新聞の休刊日にあたる場合
は、変更になります。

広告担当より「版下校正確認
書」をFAXまたはメールでお
送りします。
追加・訂正の有無を「版下校正
確認書」にご記入の上、広告担
当へ返信してください。
追加訂正および色校正がない
場合は、この時点で最終確認と
なります。

前回の校正で追加・訂正した
部分が直っているかをご確認
ください。
広告担当より「最終版下校正
確認書」をFAXまたはメール
でお送りします。
追加・訂正の有無を「最終版下
校正確認書」にご記入の上、広
告担当へ返信してください。

広告主様に請求書及び掲載
紙を2部郵送します。発行日の
前後にお手もとに届きます。
複数部数必要な方はお申し出
ください。

掲載月の月末までに江東区
文化センター窓口か、銀行振込
でお支払いください。
銀行振込の口座番号は請求書
でご確認ください。振込人の
名義はお振込みの確認上、広告
主様のお名前でお願いします。

広告枠の確認
申込書の記入

※特集号の発行時期については4ページをご覧ください。

（下段のみ）

3面上部

1 原稿提出2 初　校
【データの確認】3 再　校

【校正箇所の確認】4 発行日5 お支払い6

カルナビ広告担当
☎03-3644-8119

https://www.kcf.or.jp

掲載月の前月
１日頃

掲載月の前月
10～15日頃

掲載月の前月
25日頃 毎月10日 掲載月の

月末まで

4面 1コマ

年間（12ヶ月）申込み
していただくと…

財団ホームページの
バナー広告を

12ヶ月間無料で掲出

カラー面（1・4面）
お申込みの場合は
ひと月分お得に。

※バナー画像は広告主様に作成して
いただきます。

※条件に反した場合、バナーの掲出は
取り下げます。

（通常1ヶ月12,000円）

フルカラー フルカラー
フルカラー

1面 4面3面2面


