
FAX No. 03-6914-2088   email office@jpgu.org 日本地球惑星科学連合事務局 行  

（１）お申し込みは下記に必要事項をご記入の上、事務局宛に郵送又はFAXにてご送付下さい。  

（広告原稿があればコピーも添えてご送付下さい。）  

（2）この申込書は広告掲載契約書を兼ねておりますので、コピーを取り１年間保存して下さい。  

（3）お支払については、別途請求書をお送り致しますので、指定の銀行口座へお振込をお願い致します。 

  

＜広 告 申 込 書 ＞ 
平成   年   月   日  

（該当欄に○印をつけて下さい） 

貴社名 

貴団体名 
 
代表者様名（ ） 

ご住所 

〒 － 

 

 

TEL：   FAX：   

ご担当者 

お名前：  

所属部課名：  

TEL：  FAX： 

E-mail：  

 
お申込みの広告種類のチェック欄をチェックし、右側の必要事項を選択・ご記入ください。 

 チェック欄 広告種類 説明 詳細・仕様 

広

告

種

類 

 

□ 

ＪＧＬ 
A4判 冊子型 

カラー12-16頁 

 (天地297mmｘ左右210mm) 

30000部発行（2014年実績） 

年4回2月、5月、8月、11月 

各月1日 発行 

スポット 

□ １ページ \300,000 □ 1/2ページ    \150,000 

□ 1/3ページ縦 □ 1/3ページ横  \100,000 

□ 1/6ページ縦 □ 1/6ページ横   \50,000 

□ その他 （書評広告、他） 

レギュラー

（年4回） 

□ １ページ \1,140,000 □ 1/2ページ    \570,000 

□ 1/3ページ縦 □ 1/3ページ横  \380,000 

□ 1/6ページ縦 □ 1/6ページ横  \190,000 

□ その他 （書評広告、他） 

□ 

メールニュース 
毎月10日発行 

個人会員 7800アドレス 

団体会員 50学協会 

全角34文字×5行 

サイズ 

掲載時期 

□ スポット        \25,000 年   月号 

□ 半年レギュラー \135,000 年   月号から 

□ 年間レギュラー \240,000 年   月号から 

大会展示企業・団体様専用広告 → 展示プラン（            ） ブースNo.（     ） 

□ 大会モバイルアプリバナー サイズ 横1536 ピクセル × 縦210 ピクセル ￥32,400 

□ 

大会Program Book 
A4判 冊子型 英語版 

通常：モノクロ / 表1表4：カラー 

約6,000部発行（2014年実績） 

サイズ等 

[通常]モノクロ 

□ 1ページ 横180 mm × 縦250 mm \162,000 

□ 1/2ページ 横180 mm × 縦120 mm \81,000 

□ 1/4ページ 横 85 mm × 縦120 mm \43,200 

[表4 (裏表紙)]カラー 

□ 1ページ 横180 mm × 縦250 mm  \270,000 

通

信

欄 

 

 

 

 
※料金は全て税込み価格です。2016 年 3 月 1 日書式改正 
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