
朝刊折り込み　タブロイド判

地球環境を守るため、今、何ができるのか̶
読者と一緒に考える環境情報紙

名古屋をもっとエコな街に！

1999年6月の創刊以来、時にはまじめに時には楽しく、エコに関するさ
まざまな話題を伝えてきたリサ。環境ビジネス企業や環境を軸に社会貢献
したいクライアント様にぴったりの情報紙です。
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※新聞休刊日等の都合により、発行日が変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

　発行スケジュールに関する注意事項

■掲載の申込みの〆切

■データ入稿の〆切

発行週の3週間前の“木曜日”まで。

発行週の2週間前の“金曜日”まで。
※掲載の申込みの際には、規定の申込書にご記入ください。

環境情報紙『リサ』

男女別 年齢別

エネルギー問題、生物多様性、ESD…。特集で
は、環境に関連するニュースを現場リポートや関
係者へのインタビューなど多面的に取材。

環境問題を身近なものに感じてもらうため、コラ
ムでは、特集と比べてよりやわらかいテーマを取
り上げます。
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　3月に仙台市で「国連防災世界
会議」が開かれました。防災や減
災について世界中の代表者が集
まって議論し、新しい行動指針
「仙台防災枠組」を採択した会議。
僕は今まで名古屋で開かれた国
連会議に参加した流れから、今
回も関連の「チルドレン＆ユース
フォーラム」の日本事務局を担い、
世界各国の若者と被災地の視察や
防災に関する議論をしました。

　参加者は各国で普段から防災を
学んでいる学生や、職業として取

り組んでいる若者たち。消防士や
軍隊所属の人もいました。視察で
は多くの児童が犠牲になった小学
校などを回り、ショックを受けて
いたようでしたが、「これからど
うしていくべきか、一緒に考えて
いこう」という前向きな気持ちも

表してくれました。
　フォーラムで採択され
た宣言書の中に、心に
残った一文があります。
「社会が実際の災害に備え
るだけでなく、自分たち
で地域の未来を考えてい
くことが重要」という一
文。世界規模の会議だけ

に、遠い存在のように思われがち
でしたが、逆に足元をしっかり見
直さなければいけないのだと再認
識させられました。
　ここ名古屋も、南海トラフ地震
が来るといわれています。僕も今
回、東北で活動している仲間たち
と接し、あらためて防災や減災を
身近な問題として捉えられまし
た。この視点は環境活動にも大い
に生かせるでしょう。「もしも」の
ことを考え、隣近所との付き合い
を再確認するなど、身近なところ
から目を配っていきたいです。
　4年前の3月11日を忘れないた
めにも…。

　弥富市出身の林口宏さんは、名
古屋の高校から京都の大学に進
んで社会学を学んだ後、「通関士」
の国家資格を取得して大阪の港な
どで働きました。輸出入のさまざ
まな業務を知る中でフェアトレー
ドに関心を持ち、1999年に米国の
フェアトレード認証団体でイン
ターンを経験。2000年には調査の
ため単身、コスタリカやニカラグ
アなど中米4カ国のコーヒー生産
地を回りました。

　生産者と寝食をともにする中で
目の当たりにしたのは、字が読め
ない大人や、教育を受けずに働き
続ける子どもたちの現実。一方で
最低価格を保証し、環境を壊さな
い伝統農法を尊重するのがフェア
トレードの仕組みでした。
　帰国後の2002年、こうした
国々のコーヒー豆を輸入販売す
る会社を名古屋で設立。初めは
取引先も1店舗だけ、オンライン
ショップを含めた収入は月10万円
もなかったそうですが、イベント
などに積極的に出店して徐々に販
路を広げます。5年目には念願だっ
た「自家焙

ばいせん

煎」の機械を導入。より
新鮮な豆を日本人の好みに合わせ
て届けられるようになりました。
現在は「フェアビーンズ」ブランド

のコーヒーやココア、チョコレー
トなど20点以上のオリジナル商品
をそろえ、橦木館カフェやJICA中
部なごや地球ひろば（中村区）内の
ショップを直営しています。「規
模を大きくするつもりはなく、き
ちんとした商品を届けてフェアト
レードを選んでもらいたい」と話
す林口さんの挑戦は続きます。

　「文化のみち」白壁地区から官庁
街へ向かう道すがら、控えめに掲
げられた木の看板。築70年以上と
いう古民家の庭を抜け、離れの木
戸を開けると、ナチュラルな空間
に豊かなコーヒーの香りがあふれ
ています。
　2年半前にこのカフェを開い
た、どいあきひろさんは
名古屋のフェアトレード
ショップの草分けである
「風”s(ふ～ず)」を経営す
る土井ゆき子さんの夫。
「私は普通の会社員でし
たが」と笑いながら、定

年後の人生を「おもてなし」の時間
にあてています。

　フェアトレード商品はコーヒー
４種と紅茶をはじめ、愛知商業高
校ユネスコクラブのカカオアイス
なども。食事はトーストのみです
が、近くの福祉施設から弁当取り

寄せも可。毎週火曜はレディース
デーとしてホットコーヒー450円
を380円に。営業時間は9:30から
18:30(ラストオーダー18:00)、月
曜と第2土日定休。5月は4日まで
休みで、10日(日)13:30からシン
ガーソングライターKAORIさんの
ライブを飲み物付き1,000円で開
催、要予約。東区白壁1-30、TEL 
052-951-5757

　経済学の実践教育を重視する
水野晶夫教授は2002年、名古屋
学院大学の瀬戸キャンパスに、ま
ちづくりと連動したカフェ「マイ
ルポスト」をオープン。学生とと

もに運営を始めたところ、ある女
子学生から「フェアトレードコー
ヒーを扱いたい」と提案されまし
た。「実は学者として専門ではな
かったのですが、志をもった学生
を応援するのが教員の役割」と、

自らもフェアトレードを「研究」し
て店で取り扱い始めます。
　07年に熱田区の日比野学舎内
へ店が移転すると、名古屋のフェ
アトレード関係者との交流が深ま
り、今や周囲が認めるキーパーソ
ンの一人に。ただし、専門家とし
て冷静な視点は忘れません。
　「通常の商取引が決してアン
フェアではない。経済的にはフェ
アでも、児童労働など倫理的（エ
シカル）にアンフェアな現実があ
る。それを見過ごせないものとし
て、従来の経済活動とは別のアプ
ローチで解決策を示すのがフェア
トレード」と水野教授。
　欧米では国際認証ラベルを張っ
て大規模に流通させる「認証型」が
主流なのに対し、名古屋ではラベ
ルの有無にこだわらず現地とのき

　御器所駅と川名駅にはさまれた
住宅街にたたずむ木造の民家。主
婦らでにぎわうのは主に月２回、
「ワンデーシェフ」が腕によりをか
けてヘルシーなランチを振る舞う
昼下がりです。
　無農薬野菜や米の宅配を手掛け
る「くらしを耕す会」（加藤義隆代
表）が4年前、事務所に併設する
形で開いたカフェ。「あわてズニ、

あせらズニ…」という気持ちを込
めた店名通り、マイペースな居心
地のよさを大切にしています。

　現在のメーンシェフ、葛口里美
さんは動物性食材を使わないマク
ロビオティックメニューに合わせ
て、東浦町の社会福祉法人愛光園
ひかりのさとファームが扱うフェ
アトレードコーヒーを用意。通常

はドリンク400円ですが、今月5
日(火・祝)と19日(火)はフェアト
レードコーヒーを半額に。各日20
人限定。ランチ1,000円は要予約、
11:00から 14:30まで。同会の野
菜セットを使った料理講座なども
開かれています。昭和区広路本町
4-2、TEL 052-851-7200

学生たちの「志」を応援

エコつぶ

ずなを確かめる「提携型」から発展
してきたとして、「提携型の人の
情報発信力を生かしつつ、認証型
といい形でバランスさせれば、世
界が注目する『タウン』になるので
は」と期待を寄せています。

フェアトレード月間の
主なイベント

ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
フェアトレード・フェスティバル
高校生らによるプレゼンテーションや
コーヒーの試飲など。
●日程／5月2日(土)11:00～17:00
●場所／ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
(緑区鳴海町徳重18-44)1Fヒルズコー
ト　●問い合わせ／ユニーグループ・
ホールディングス環境社会貢献部 TEL 
0587-24-8093　

アースデイ名古屋2015
around the tower
地球に感謝し、行動する日「アースデイ」。
13:00から原田さとみさんのトークセッ
ションなど。
●日程／5月3日(日)10:00～18:00
●場所／名古屋テレビ塔周辺　●問い
合わせ／実行委員会 TEL 070-5640-
0219
　世界フェアトレード・デー・
なごや2015
「地球とのフェアトレード」
世界フェアトレード機関(WFTO)が呼
び掛ける世界フェアトレード・デーに合
わせて、フェアトレードタウンなごや推
進委員会とフェアトレード名古屋ネット
ワーク(FTNN)が主催する総合イベン
ト。6年目の今年は「環境とフェアトレー
ド～名古屋の街を〝フェアトレードタウ
ン〟にしましょ～！」をテーマに、ファッ
ションショーやシンポジウム、マルシェ
での買い物やトレジャーハンターなどの
体験で終日楽しめます。
●日程と内容／5月9日(土)10:00～オー
プニング＆シンポジウム（大村知事、河
村市長など）、12:15～大学生ステージ、
13:00～フェアトレード・ファッション
ショー＆トーク（辻信一さんなど）、15:00
～イオン＆ユニー・フェアトレード対談な
ど、イベントは17:00まで　●場所／名
古屋テレビ塔周辺、久屋大通公園　●
問い合わせ／エシカル・ペネロープ TEL 
052-972-7350

オシャレが地球を救う？
～素敵なコットンの選び方～
インドのコットン生産の現状などについて、
NPO法人ACEの成田由香子さんらを招い
てワークショップ形式で考えます。
●日程／5月16日(土)13:30～16:45
●場所／あいち国際プラザ2F (中区三の
丸2-6-1)　●参加費／500円(資料、コー
ヒー代)　●定員／50人(先着順)　●申し
込み、問い合わせ／愛知県国際交流協会 
TEL 052-961-7904 FAX 052-961-8045 
Eメール koryu@aia.pref.aichi.jp
　フェアトレード＆オーガニック
スパイスの魔法
東京・西荻窪のスパイス専門店「エヌ・
ハーベスト」代表の鈴木裕さんからインドな
ど現地仕込みのスパイス料理を教えてもら
います。
●日程／5月22日(金)10:30～13:00
●会場／だんらん調理室（緑区大高町平
子36、南生協病院敷地内）　●参加費
／4,000円(ランチ代込み)　●定員／20
人　●申し込み、問い合わせ／にんじん
CLUB TEL 0568-71-4114
　DVD もっと！フェアトレードの
上映会＆感想会
フェアトレードについてコンパクトにまとめ
た映像を鑑賞、感想を語り合います。
●日程／5月24日(日)14:00～16:00
●会場／フェアトレード＆エコショップオゾ
ン（東区東大曽根町40-6）２F　●参加費／
1,000円(フェアトレード飲食込み)　●定
員／20人　●申し込み、問い合わせ／同
店 TEL 052-935-8738
　親子クッキング
手ごねパンを作ろう！
手ごねで焼きたてのそうざいパン作りに挑戦。
フェアトレードのコーヒーまたは紅茶付き。
●日程／5月31日(日)9:30～12:00　●場
所／ウィルあいち2F料理スタジオ
●参加費／親子1組2,600円(子ども1人の
組、2人の組は3,100円)　●定員／親子5
組(子どもは3歳から小学生、2人まで)
●問い合わせ／チェリッシュ親子クラブ 
cherishoyako@gmail.com
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一杯においしさと「公正さ」求めて 名古屋にも〝選択肢〟いっぱい

「フェアトレードタウン」の
条件の一つは？

答えは、後ろの
ページに…

A ショップが1つある
B 看板広告を設置する
C 市長が公式に宣言する

リサもんだいぱぱ

ユースフォーラムの参加者。中央は首相夫人の安倍昭恵さん

日比野学舎内にあるカフェ「マイルポス
ト」を学生と運営する水野晶夫教授㊧
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「防災」は身近なこと！

未来にカケル名古屋
わかもの会議
水野翔太の

過酷な
現実…

フェアトレーディング（西区）代表・林口宏さん 白壁もやい風の家（東区）

ズーニーカフェ（昭和区）

名古屋学院大学（熱田区）・水野晶夫教授

　民家の離れを改装
 豊かな時間どうぞ　

　月2回のランチに
コーヒー合わせて　

みんな
 いい笑顔！

May.2015 Vol.192May.2015 Vol.1922 3いただきものの包装紙をとっておき、幼稚園に花を数本
もっていく時に使っています。（千種区・主婦・34歳）

孫の本の付録の厚紙をリサイクルしています。どんな小さい紙やビニールも仕分けするので、
3歳の孫も「これはどのごみ箱？」と聞き、入れにいきます。（南区・主婦・56歳）

→ ②はペットボト
ルの直径に合わせて
切った割りばしに輪
ゴムを取り付け、中
に入れます。ボトル
の口から出ている輪
ゴムをストローにく
くりつけてクルクル
ねじり、床に置くと
…。ペットボトルが
ゴムの力でくるくる
と車輪のように動き
出します。その動き
に合わせて、張り付
けた猫ちゃんも回り
だす、という仕組み。
ボトルに色とりどり
の毛糸などをつけてストローを手に持てば、
回るモビールのようになりますよ。
　③は適度な長さに切った牛乳パックの角を
対角線状に切り、中の白い部分が見えるよう
折り返します。そこに好きなキャラクターを
描き、パクパクさせるだけ。今回は息子も大
好きな某妖怪キャラに挑戦！　中にカエルで

も入れておけば　こちらもビック
リ箱になりますよ～（ま、私がや
られたら激怒しますけどね）
　しかし、父は何でもやらせてみ
る主義で、息子がけがしちゃいそ
う！と私がつい手を出してしまい
そうなこともガンガンやらせてま
した。最後に「今度は自分で作っ
てみるんだぞ」とご満悦の様子で
…。
　連休中、毎日出かけるわけにも

いかない、かと
いって子どもた
ちが黙っていな
い…とお悩みの
ファミリーの皆
さん、ぜひ家に

ある捨てちゃうものを利用して、楽しい親子
工作にチャレンジしてみてくださいね！

五島椿本舗「純粋椿油と純粋椿油配合 
長崎育ち石けん」セット…5人

特集で紹介した「橦木館カフェ」
で使えるコーヒー6杯分(税込み
2,100円)のチケットを2人に。
市有形文化財の洋館「文化のみ
ち橦木館」（入館料別）の見学も
合わせてどうぞ。営業時間は
10:00～17:00、月曜定休（月曜が祝日の場合は翌火曜）　●問い合わ
せ／橦木館カフェ TEL 070-6412-3279

5月20日（水）～25（月）まで、中区栄の
松坂屋名古屋店本館7階で「長崎県の大物
産展」が開催されます。これを記念して、
特産の椿の実をそのまま絞った純粋椿油
（80ml入り1本）と、その椿油を配合した
無添加石けんのセットを5人に。●提供
／五島椿本舗 TEL 095-847-8114

タレントの原田さとみさんが経営する
エシカル＆フェアトレードショップの
オリジナルフェアトレードコーヒー（メ
キシコ産）4杯分のドリップパック（税
込み600円）を3人に。名古屋テレビ塔
をあしらったパッケージデザインがお
しゃれ。　●提供／エシカル・ペネロープ TEL 052-972-7350

さまざまな味
のつけ汁で、
麺料理を家庭
でもさらに楽
しめるように
と作られた2015年の新商品です。肉汁つゆ、鴨汁つゆ、鶏ごまつ
ゆ、豚塩つゆの4種（各2食入り、総額864円）をセットにして5人
に。　●提供／正田醤油 TEL 0276-75-1552

「橦木館カフェ」コーヒーチケット
6杯分…2人

「エシカル・ペネロープ」
フェアトレードコーヒー4パック…3人

正田醤油「麺でおいしい食卓」
4種セット…5人

A

C

B

D

個人情報は、受賞者又は当選者の選定・発送、紙面掲載、取材申し込みの目的で使用し、目的外利用
や第三者提供を行いません。なお、処理業務については外部委託することがあります。はがきへの個
人情報の記入項目は任意ですが、発送に必要な項目が不足する場合、当選者から除外されることも
ありますのでご注意ください。個人情報の開示、訂正、追加、削除等については、ご本人様確認の上
で対応いたします。お問い合わせは以下の連絡先までお願いします。■連絡先：株式会社中日メディ
アブレーン　PMS管理責任者 TEL 052-232-3500

プレゼント・投稿のあて先

①郵便番号・住所・氏名・電話番号・性別・年齢・職業　②今
月の「リサ」の中でよかった記事1つ　③感想・意見、エコつぶ
（70字以内）　④希望プレゼント名を記入してお送りください。
※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

　今シーズン、インフルエンザは回避したも
のの溶連菌に感染。幸い熱はすぐ下がり、け
ろっと回復した後は3日ほど暇をもてあまし
ていた息子。外遊びもできないため、自称
「画伯」こと深谷父にヘルプを頼みました。
　小学校の理科の先生をしていた父は何でも
器用に手作りします。この日は「①牛乳パッ
クのビックリ箱」「②ペットボトルのころころ
猫ちゃん」「③牛乳ぱっくん」を制作しました。
　まず①は牛乳パック2個、輪ゴム、セロテー
プを用意します。パックを幅2㌢ほどの輪切り

にし、輪ゴムがかけられるよう切れ目を入れ
ます。あとは写真のようにテープでつなぐだ
け。今回は収納する箱もパックで作りました
が、お菓子箱など、ふた付きの箱を利用して
もかまいません。ポイントは箱に収納するとき
の折り方。輪ゴムを伸ばしながら重ねること
でビヨ～ン!!と飛び出し、「ビックリ！」となり
ますので、ご注意ください。4歳の息子は「ビッ
クリ箱だよ～ウフフ…」と差し出すので､ ばれ
ばれです。ぜひ「プレゼントだよ☆」などと、
悟られないよう渡してくださいね。 ←

使用済みのアルミホイルを排水口に入れておくと、
ぬめりがつかなくなります。（天白区・会社員・30歳）

エコつぶ全面広告エコつぶ

〒460-0008 名古屋市中区栄2 -11- 30 
セントラルビル5F
中日MＢ「リサ5月号」係
http://risa-eco.jp/

　カーボン・オフセットプロバイダー事業の他、環境コン
サルティングなども行う「ウェイストボックス」は、5月9日
（土）の「世界フェアトレード・デー・なごや2015」に出店
します。当日は、リンゴを半生の柔らかい食感に仕上げた
ドライフルーツを販売。売り上げの一部が森林保全の取り
組み費に充てられます。●問い合わせ／同社 TEL 052-265-5902

　三重県大台町にある大杉谷は、日本三大渓谷に数えられる
水と緑に恵まれた秘境の山地です。今年の山開きにあたる4月
24日(金)から、登山センターでは登山者向けのカーボン・オ
フセット付きオリジナルピンバッジ（1個700円）の販売をして
います。購入費用の一部がカーボン・オフセットの費用に充て
られる仕組みになっており、簡単に環境保全に貢献できます。
●問い合わせ／同センター TEL 0598-78-3338

カーボン・オフセットドライフルーツを販売

オリジナルピンバッジを買って環境保全に貢献

ウェイストボックス

大杉谷登山センター

深谷さんが担当する東海ラジ
オの番組「山浦・深谷のヨヂ
カラ！」は毎週月～金の16:00
～17:45オンエア。本コラム
をラジオでお届けするコー
ナー「エコヂカラ」は6月3日
(水)17:15ごろの予定！

じーじはリサイクル工作の先生！第 2 回

父が手元でつくっているのが①の
ビックリ箱、左下に転がっている
のが②のころころ。そして私が
持っているのが③の牛乳ぱっくん

プレゼント 締切　5月8日(金)  必着　

はがき
でも

ネット
でも

e-コトしてます！ ～環境に配慮した取り組みをして
いる企業や団体をクローズアップ

May.2015 Vol.192May.2015 Vol.1924 5牛乳パックはベランダ掃除のちり取りとしてリサイクルしてます
（中村区・主婦・43歳）

写真上　橦木館カフェ
のフェアトレードコー
ヒー。大正期の洋館
の雰囲気とともに、ぜ
いたくな味わい

水野翔太の未来にカケル
「防災」は身近なこと！ ………………… 3
深谷里奈のエコヂカラ
じーじはリサイクル工作の先生！ …… 4
読者プレゼント
「橦木館カフェ」コーヒーチケットほか …… 4
リサっちファミリーのエコ家族会議
自転車もスマートだっち！…  6
おしらせ
戸田川緑地で
ワタ植え付け体験ほか …………………   6
リサカレンダー …………………………  7
同朋大学ヘルシー&エコクッキング ……… 8

　5月は国際的な「世界フェアトレード月
間」。名古屋では「フェアトレードタウン」
認定に向けた動きもいよいよ加速、イベン
トもこれまで以上に充実し、ますます盛り
上がりを見せそうです。そこで、あらため
てフェアトレードって何？　という疑問を、
最も代表的な「コーヒー」をめぐる物語か
ら、ひも解いてみましょう。

　東区白壁地区の古い町並みに溶け込む洋
館、橦

しゅもく

木館。焦げ茶色の柱や壁に、明る
いステンドグラス越しの光が差し込む喫茶
室、「橦木館カフェ」はオープン3年目を迎
えました。運営会社の「フェアトレーディ
ング」（西区）も創業13周年。代表の林口宏
さんが中米のコーヒー生産現場を見て回
り、フェアトレードの必要性を感じて帰国
後に立ち上げた会社です。
　「貧困や格差、環境破壊などの厳しい現
実を見てきました。それを押しつけるので
はなく、魅力的な商品をつくって、選択肢
として名古屋の人たちに届けることで知っ
てもらいたい」という林口さん。真面目に、
でも気負わず。そんな人柄が、カフェで出
す一杯のコーヒーの味わいを深めているよ
うです。

今月の「リサもんだい」は全部で3問。
Risaのホームページで答え合わせができるよ！ 
ちなみに4月号の答えは「B、C、Ａ」でした。 http://risa-eco.jp/

特集ページ   2　 3 につづく

コーヒー豆が黒っぽく
変わる作業を何という？

A 乾
かん
 燥
そう

B 蒸
じょう
 留
りゅう

C 焙
ばい
 煎
せん

答えは、中の
ページを読んで
みてね！

リサ
っち
の 一杯の「豊かさ」とは

もくじ

リサもんだい

ケータイ、
スマホは
こちらから

フェアトレード
珈コ

ー
ヒ
ー琲
物
語

特　集

環境情報紙リサ
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環境情報紙『リサ』

環境・安全に配慮した商品を購入するときの許容範囲

５割以上高くても購入
５割程度なら高くても購入未記入

２割程度なら高くても購入意識しない

１割程度なら
高くても購入

44％

16％

3
％
1
％

8％

28％

興味がある環境問題（複数回答）

その他

食の安全

生物多様性

19％

17％

11％10％
10％

2
％

3
％

5％

9％

9％

5％

自然再生エネルギー

環境教育
エコ住宅

大気汚染・水質汚濁

地球温暖化

森林・里山の保全

※グラフデータは読者アンケートによります。

省エネ

3R
（リデュース・リユース・リサイクル）



　入稿についての諸事項

■弊社の編集・発行媒体は広告スペースを紙面全体の30％までを原則として
おります。
■掲載する広告は中日新聞広告掲載基準に基づきます。
■広告掲載の内容については、事前審査をおすすめします。
■中日新聞及び発行元が不適切と認めたものは広告掲載をお断りすることがあ
ります。
■記事広告として扱われる広告については、広告スペース内の右上部もしく
は左上部に　　　クレジットを必ず入れる必要があります。
■本紙にご出稿された広告における商品、サービス、システムに関しての責
任は負いかねますのでご了承ください。
■広告ページの位置指定は、原則として出来かねますのでご了承ください。
■掲載号のお届けは、スポンサー分として、発行日の15日前迄にご相談ください。
■弊社で承った制作物に関して、2次使用をする場合は申込み時にご相談ください。
■無料掲載コーナーにつきましては、事前審査と申込み〆切日がございます
ので、営業担当者にご確認ください。

■1段あたりのスペースを広く設定した、見やすく読みやすい１０段組みです。

● Illustrator
バージョン C S 5  までの保存データで入稿をお願いします。
■広告枠の囲み罫はアウトライン化し、必ずアウトライン化さ
れた罫の太さの外側を原稿サイズとしてください。
■フォントデータは全てアウトライン化してください。
■トンボ、欄外の注釈、フォントデータを含む孤立点など、不
要なオブジェクトはすべて削除してください。
■プロセスカラー（CMYK）でカラー設定してください。RGB
カラー、特色（DIC）は使用しないでください。
■オブジェクトのカラー設定は、インキ総使用量（CMYK総
計）250％以下にしてください。
■黒を表現する際、K100%にしてください。CMYK混合の
黒は受け付けられません。
■11pt以下の文字がCMYK混合で黒に近い色である場
合、K100%にしてください。
■カラー部分にオーバープリントの設定はしない（オーバー
プリントのチェックは入れない）でください。入稿前に、「表
示」から「オーバープリントプレビュー」にて、オーバープリン
トの設定がされていないかの確認をお願いします。
■Illustratorで配置する画像は埋め込まずリンクし、配置し
た画像データも添えて入稿してください。
■最終広告データは、EPS形式（CS5まで）保存してください。

● Photoshop
■CMYKカラーモードにしてください。RGBカラーモードのデ
ータは使用できません。
■実画像データを使用してください。掲載サイズ実寸で画像
解像度は300～350dpiでお願いします。

■画像のインキ総使用量（CMYK総計）250％以下にしてくださ
い。
■保存形式はEPS保存してください。EPSオプションは「エンコ
ーディング：JPEG-最高画質（低圧縮率）」でお願いします。

● データ入稿方法
　 CD-R または インターネット上のファイル転送サービス
■データは必ずバックアップを済ませて入稿してください。
■ウィルスチェックを必ずおこなってから持ち込んでくださ
い。
■1枚のMediaに複数のデータを入れて入稿する場合は、ク
ライアント名ごとにフォルダーを制作してください。
■1つのフォルダーに、「アウトラインデータ」「アウトライン前
データ」「使用画像データ」を入れてください。
■入稿データの内容サンプルとして、最終データの出力紙（指
示等ある場合は赤で明確に記入）、またはPDFデータを用意
してください。 

● 色校正は出ませんのであらかじめご了承ください。
■印刷色見の注意点がある場合は出力見本紙等を添付
し、指示をお願いします。

※入稿の〆切…データ入稿の際には早めの入稿をお願いしま
す。万が一、入稿が遅れた場合、遅滞料をいただく場合がござ
いますのでご注意ください。
※入稿後の訂正…入稿データに不備がある場合や訂正などが
生じた場合は再度データ入稿をお願い致します。弊社では一
切修正をおこないませんのでご了承ください。
※データ・原稿の返却…入稿されたデータ・原稿等は発行後の
返却となります。もし、早期の返却をご希望される場合は、あ
らかじめご連絡をお願いします。

　広告のお申込みについての諸事項

　広告掲載についての諸事項

■広告掲載の際には必ず「広告掲載申込書」をご提出ください。
代理店様からの出稿につきましては、「代理店契約書」を取り交わしてか
らのお取り引きとなります。
■初めてのお取り引きの場合は、原則として前金でお願いします。
■お申込み後の広告掲載中止はキャンセル料をいただきます。
■企画広告によっては広告料金が異なる場合があります。

371.0㎜

333.5㎜

296.0㎜

258.5㎜

221.0㎜

183.5㎜

146.0㎜

108.5㎜

  71.0㎜

  33.5㎜

371
㎜

　広告サイズ

広告掲載についてのご案内

株式会社 中日メディアブレーン
広告のお申し込み・お問い合わせ

■本社／〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル5F
TEL.052-218-3332（代）   FAX.052-203-1307
■東京営業所／〒112-0005 東京都文京区水道1-2-6 フェニックス飯田橋303
TEL.03-3830-1532（代）   FAX.03-3830-3560
http://www.chunichi-bb.co.jp

〈総合広告代理店〉

編集／発行

中日新聞社・中日新聞販売店
発行協力

〒460-0008 名古屋市中区栄2-11-30 セントラルビル5F
TEL.052-232-3500（代）   FAX.052-232-3501
http://www.media-brain.co.jp
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ヨコ

ヨコ

ヨコ 2
1

78㎜

58㎜

244㎜

120㎜

タテ 10段

タテ  9段

タテ  8段

タテ  7段

タテ  6段

タテ  5段

タテ  4段

タテ  3段

タテ  2段

タテ  1段

広告



掲載スペース サイズ
タテ×ヨコ（㎜） Risa ローズ 暮らすめいと

1 面（カラー）

全 2 段 71 × 244　 ¥ 375,000 ¥ 375,000 ¥ 300,000

題 字 横 33.5 × 58 ¥ 60,000 ¥ 60,000 ¥ 48,000

終面（カラー）

全 5 段 183.5 × 244 ― ― ¥ 480,000

全 3 段 108.5 × 244 ¥ 450,000 ¥ 450,000 ―

3 段 1/2 108.5 × 120 ¥ 240,000 ¥ 240,000 ―

中面（カラー）

全 10 段 371 × 244 ¥ 900,000 ¥ 900,000 ¥ 600,000

　 全 5 段 ※ 183.5 × 244 ¥ 500,000 ¥ 500,000 ¥ 450,000

全 3 段 108.5 × 244 ¥ 375,000 ¥ 375,000 ¥ 300,000

  全 2 段 ※ 71 × 244 ¥ 250,000 ¥ 250,000 ¥ 250,000

3 段 1/2 108.5 × 120 ¥ 200,000 ¥ 200,000 ¥ 200,000

※事前に枠の調整が必要です。担当者までご相談下さい。
※掲載料金には、制作料金は含まれておりません。 ※企画広告は掲載料金とは異なる場合がございます。
※掲載料金には、消費税は含まれておりません。

※「Risa」「ローズ」「暮らすめいと」は10段組で、1段あたりがゆとりのある構成となっています。

▶広告制作料金〈基準〉

■ ディスプレイ広告 … 1 段あたり　¥10,000 〜
※上記制作料金は、基準となる設定です。内容によって異なります。
※上記制作料金には、消費税は含まれておりません。

2017 年 4 月広告掲載料金表

広告のお申し込み・お問い合わせは、こちらまでご連絡ください

本　　　社／〒460-0008 名古屋市中区栄 2-11-30 セントラルビル 5F TEL.052-218-3332 ㈹   FAX.052-203-1307
東京営業所／〒112-0005 東京都文京区水道 1-2-6 フェニックス飯田橋303 TEL.03-3830-1532 ㈹   FAX.03-3830-3560
http://www.chunichi-bb.co.jp

〈総合広告代理店〉


