
食 が 変 わ れ ば 、す べ て が 変 わ る 。

広告出稿のご提案

東邦出版株式会社
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食 が 変 わ れ ば 、す べ て が 変 わ る 。

「奇跡のリンゴ」で知られる農家、“木村秋則”監修。
自然、食、健康、農業がリンクした最新情報をわかりやすく伝えるマガジ
ンスタイルの季刊書籍です（３月、６月、９月、12 月の年４回発刊）。
「自然」と「栽培」。この相反するものをひとつのことばにしたのが、「自
然栽培」です。農業はもちろん、すべてのしごとのなかで、「自然」と「栽
培＝人の営み」をもう一度つないでいきたい。それが、『自然栽培』の想
いとなります。

とは……

読者層

男性女性
50 歳以上

30～49 歳

20～29 歳

～19 歳

男女比 年齢別

本書に広告をご出稿いただくメリット

❶『自然栽培』を応援していただくことで、自然を守る持続可能な農業の普及につな
がります。

❷本書の読者は、自然、食、健康、農業などに興味をもっている方々です。これ
らの分野に関連する商品・情報をダイレクトに PR することが可能です。

❸ 『自然栽培』は雑誌ではなく書籍。書店に長く置かれるため、広告効果も長くなり
ます。

発　売　　　季刊（３月、６月、９月、12 月）

定　価　　　本体 1,300 円＋税
発行部数　　12,000 部

サイズ　　　B5 判変型（天地 260 ミリ×左右 190 ミリ）
製　本　　　平綴じ（網代綴じ）右開き（縦書き）
ページ数　　100 ページ（オールカラー）
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編集部　●担当／温野
TEL 03-3232-1204（代表）　FAX 020-4664-2329
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●　中面１ページ・目次対抗・奥付対抗

●　中面 1／ 2ページ

●　中面 1／ 12 枠

● 中面 1／ 3ページ

●　中面 1／ 6枠

書籍サイズ（縦 260 ×横 190 ミリ）【広告サイズ】　※ほぼ原寸大になります

●表４原稿サイズは、書籍サイズから、ISBN コード印刷スペースを差し引いた大きさとなります

（料金は裏面に掲載）



掲載面
（オールカラー）

特別割引価格
（円・税別）

原稿サイズ
（縦×横：ミリ）

●　中面１ページ 360,000 239 × 161
●　中面 1/2 ページ 210,000 115 × 161
●　中面 1/3 ページ 120,000    79 × 161
●　中面 1/6 枠   60,000  79 × 80
●　中面 1/12 枠   30,000  39 × 80
●　目次対抗１ページ 480,000  239 × 161
●　奥付対抗１ページ 480,000  239 × 161
●　表４（カバー裏） 800,000  208 × 197

広告料金表
（2018 年 7 月現在）

◉申し込み締切日………発売日の 45 日前

◉データ入稿締切日……発売日の 30 日前

◉データ入稿先………… maki_on@hanulu.com

※版下データ作製をご依頼の場合は、申し込み時にその旨お知らせください。

【入稿形式】
■完全版下データ入稿でお願いします。
■イラストレーター、フォトショップ（バージョンは問いません）を使用し、カラーモー
　ドは、必ずCMYKで作成してください。
■フォント情報は、必ずアウトライン化してください。
■必ずトンボをつけてください。
■ PDF入稿の場合は、PDF/X-1a で作成してください。
■各使用画像は別途添付していただき、実使用サイズで解像度 350dpi 以上にてお願いします。

●本誌で広告版下を制作する場合は、別途、制作実費を申し受けます。
●記事広告に関しては、頁数、制作形態などによって、別途、別途料金を定めます。
●上記以外の広告枠に関しては、適宜ご相談に応じます。

お問い合わせ

東邦出版株式会社  季刊書籍『自然栽培』編集部
TEL 03-3232-1204（代表）　FAX 020-4664-2329

　担当／温野まき　maki_on@hanulu.com

●



自然食の店　サン・スマイル
埼玉県ふじみ野市苗間 1-15-27
TEL:049-264-1903 FAX:049-264-1914
mail: mail@sunsmile.org
http://www.sunsmile.org

わたしたちは

を   応援  します

『自然栽培』応援隊募集中 !
みんなでワクワクしながら
農と食、暮らしのことを
考えていきませんか？

『自然栽培』では広告を募集しています。広告枠は、１ページ、1/2 ページ、1/3 ページ、1/6 ページ、
1/12 ページとなります。なお、募集は純粋広告のみです。タイアップ広告、記事広告は掲載しません
ので、ご了承ください。詳しくは東邦出版広告部までお問い合わせください。
●広告のお問い合わせ
東邦出版株式会社 広告部　担当：前田久典　TEL.03-5273-1811（代表）　FAX.03-5273-1814
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掲載例



FAX	 020-4664-2329	 東邦出版株式会社	 季刊書籍『自然栽培』編集部宛	 

	 

	 

季刊書籍『自然栽培』	 広告出稿申込書	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 年	 	 	 	 月	 	 	 	 日	 

	 

	 

	 貴社名	 

	 

	 ご担当部署	 	 	 	 ご担当者名	 

	 

	 ご連絡先（TEL）	 	 	 	 （FAX）	 

	 

	 メールアドレス	 

	 

カラー）（円・税別）稿サイズ	 

掲載面（場所）	 料金（税別）	 原稿サイズ（縦×横：ミリ）	 ○印をご記入↓	 

中面１ページ	 360,000 円	 	 239	 ×	 161	 	 

中面１/２ページ	 210,000 円	 	 115	 ×	 161	 	 

中面１/３ページ	 120,000 円	 	 	 79	 ×	 161	 	 

中面１/６枠	 60,000 円	 	 79	 ×	 80	 	 

中面１/12 枠	 30,000 円	 	 39	 ×	 80	 	 

目次対抗１ページ	 480,000 円	 	 239	 ×	 161	 	 

奥付対抗１ページ	 480,000 円	 	 239	 ×	 161	 	 

表４（カバー裏）	 800,000 円	 	 208	 ×	 197	 	 

	 

	 

【お問い合わせ先】東邦出版株式会社	 季刊書籍『自然栽培』編集部	 

担当：温野まき	 

TEL	 03-3232-1204	 FAX	 020-4664-2329	 

maki_on@hanulu.com	 


